
        

 

 

 

 

 

 

 

「デザイン都市・神戸」  

創造会議 
平成 27 年度 第４回 

 

 

 

 

日 時 平成 28 年 3 月 22 日 午後４時～５時 30 分  

場 所 デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）  

ギャラリーA 
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○齊木議長  皆さん、こんにちは。創造

会議の議長を務めてお

ります神戸芸術工科大

学の学長の齊木でござ

います。どうぞよろし

くお願いします。 

 これから、今年度第

４ 回 の 「 デ ザ イ ン 都

市・神戸」創造会議を

開催します。 

 この会議は、「デザイン都市・神戸」を

さらに推進させるために昨年度より立ち上

げられたものですが、本日が平成27年度の

第４回目となります。通算で７回目となり、

きょうおいでいただいたメンバーでの会議

は、今回が最後です。今回は、これまでの

創造会議のまとめをぜひやろうということ

になりました。ディスカッションを、少し

時間をかけて行いたいと思います。 

 それでは開催にあたりまして、久元市長

より御挨拶をお願いします。 

 

○久元市長  今年度４回目の「デザイン

都市・神戸」創造会

議に御出席をいただ

きまして、ありがと

うございます。 

 この創造会議は、

今議長の齊木先生か

らお話がありました

ように、２年前スタ

ートをさせていただ

きました。そのとき

最初に申し上げたのは、行政に対して何か

意見を提言するとかということではなくて、

目に見える成果をそれぞれが知恵を出して

いただき、行政と参画していくような会議

にしていただきたいということでした。 

 ２年間、おかげさまで大変大きな成果を

上げていただきました。それぞれの委員の

先生方からの提言に基づいていろんなプロ

ジェクトが動いています。もう既に目に見

える成果が出ているものもあり、動いてい

るその状況の中から、新年度早々、そして

一、二年のうちに、具体的な形をとって市

民の前に姿をあらわすような動きが出てき

ています。これは本当に大きな成果だと思

っています。 

 きょうはそれぞれの動いているプロジェ

クトについてお話を聞かせていただいて、

またディスカッションもしていただければ

と思っております。この成果の上にさらに

大きな花を咲かせることができればありが

たいと思います。 

 ３年連続人口が減少するという神戸市の

状況の中で、デザインが、また新たな価値

を持ってきていると思います。優れたデザ

インの中に暮らし、そして街のたたずまい

が優れたデザインのものになる。そういう

ような優れたデザインが、日本中から世界

中から人を引きつけるということにつなが

っていくというふうに信じています。 

 この創造会議は今のメンバーでは最後と

なりますけれども、さらにその先に向けて

どういうことを我々は考えていかなければ

いけないのか、どういうことを行動に移し

ていかなければいけないのか、そういうこ

とにつきましても議論していただければあ

りがたいです。 

 本当に齊木先生を始め、委員の皆様には
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２年間お忙しい中、神戸のデザインのため

に御貢献をいただきましたことを心より感

謝申し上げまして、開会にあたりましての

御挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

○齊木議長  ありがとうございました。

それではここでいつものように、委員に自

己紹介をしていただきましょう。 

 島田さんから順番にお願いします。 

 

○島田委員  ただいま御紹介にあずかり

ました島田です。ち

ょうど２年前にこの

会議が始まったころ

に、神戸市の姉妹都

市のブリスベンの仕

事が始まって、それ

がようやく終わった

ところです。ついこ

の間見に行きました

けれども、ちょうどこの会議と同じ期間で、

長いようで短く感じました。ちなみにブリ

スベンでは今、展覧会が開催中で、私ども

も展示しておりますので、ブリスベンに行

かれる機会があればぜひごらんください。 

 

○星加委員  皆さん、こんにちは。神戸

で企画デザイン会社

をしております、株

式 会 社 RURIKO 

PLANNINGの星加と申

します。私はデザイ

ン都市推進部さんと

は、2008年に神戸が

デザイン都市として

認定される前、申請

書をパリのユネスコ本部に提案することか

らお仕事をさせていただきました。神戸を

どうプレゼンテーションすればいいかを考

えたのが、もう約10年近く前になるんです

ね。早いもので８年の歳月がたち、先程市

長もおっしゃったように、プランから実行

の時期に入ってきていると思います。この

創造会議も色々実行に移しましたね。本日

はよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

○高濱委員  東京をベースに設計活動を

行っている高濱です。

私は神戸出身で、ち

ょうど創造会議が始

まるころまではここ

KIITOで事務所をや

っていました。今は

東京にベースを移し

ていますが、神戸と

もかかわりながら設

計活動をやっていきたいなというふうに考

えております。 

 この後も出てくると思うんですけれども、

コベリンが完成してからもう気づけば１年

近くたちました。いろんなところでコベリ

ンの姿を見るというふうに先ほど伺ったん

ですけれども、こういった活動が形になっ

て本当にいい経験をさせていただいたなと

思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○福岡委員  神戸電子専門学校の福岡で

す。創造会議に参加

するにあたり、心が

けていることがあり

ます。神戸市民の一

人として、よい意味

で「街を所有する感

覚を持つ」ことがで

きるような取り組み

を考えるということ

です。 

 プロジェクトベースで進めるというのが、

この創造会議のスタイルになっていますが、

そのプロジェクトがだんだん大きくなり、

できれば神戸市全体の特徴へと育ってくれ

ればと思います。そういう意味でも、より

多くの人に受け入れられるためにも、ター

ゲット決めが大切だと思っています。誰を

ハッピーにするのかということを思い描き

ながら発信してきたつもりです。 

 またこの春から、私の職場、神戸電子専

門 学 校 で は 、 教 育 ミ ッ シ ョ ン と し て 、

「Creative & Engineering」を掲げました。

これまでもクリエイティブ系、エンジニア

リング系の人材を育てる学科をそれぞれ併

走させてきました。これからは全学科共通

して、Creative と Engineering を架橋す

るような動きを目指します。手に職をとい

うことだけではなく、生活を質的に豊かに

するということも見据えたキーワードとな

ります。我が街神戸が、クリエイティブシ

ティ、創造都市を掲げていることは、その

意思決定がなされたときには知らなかった
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んです。神戸がクリエイティブシティだと

後で知ったわけなんですけども、これはと

ても明るい未来につながっているなと思い

ますし、そこは感謝しています。よろしく

お願いします。 

 

○大月委員  大月と申します。よろしく

お願いします。東京と

新倉敷をベースに活動

し、ミュージアムのプ

ランニングや廃棄物の

創造的な活用といった

実験を繰り返しており

ます。 

 今回はプロジェクト

型の会議に参加させて

いただいてとても納得したというか、参加

したかいがあったなと思っております。い

つも会議でいろいろ意見を言っても、現実

の生活になかなか落とし込んでいけないは

がゆさがあるんですけれども、実際に起こ

したプロジェクトで実験し、形にしてくこ

とが命題としてあったというのが非常に私

としては印象深かったです。 

 廃材を分けてもらうために神戸の街を参

加者の方と歩いて、クリエイティブな街を

下支えしているいろんな方たちとお会いし

ました。産業や歴史、技術というのはこう

いう方たちが生み出しているというところ

に触れ合えたことが、その後形にしていく

上でも役に立ったなと思っております。ど

うもありがとうございました。 

 

○青木委員  デザイン振興会の青木と申

します。グッドデザイ

ン賞をやっております。

私自身、グッドデザイ

ンの振興を担当して40

年すぎました。デザイ

ンがいつか世の中にと

って必要になるんだよ

と言っていて、おおか

み少年だと言われ、中

年になり、老人になっても、相変わらず言

っております。ただデザインは、素直に今

必要だと誰もが感じていただける時代にな

った。それを見届けただけでも、おもしろ

かったと思います。ただ、今日求められて

いるデザインは、今までのデザインとはか

なり違う。この創造会議に参加して、もう

一度考えたことは、「デザインは何のため

にあるのか」ということです。市民のデザ

イン力をお互いに高め合い、いわゆる自己

解決能力を向上させていくこと。その力を、

どこまでその都市が持てるかというところ

が、勝負どころです。そのために少しでも

お役に立てればうれしいし、またそういう

ことを拝見させていただければ自分自身も

とってもうれしい。そのような気持ちで参

加させていただきました。 

 とても興味深いプロジェクトでしたし、

それからこの会議自体もすごくよくできて

いた。とても実り多いものになったと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○山崎委員  なんかきょうこれで終わり

みたいですね。とてもいい会議でした、ど

うもって言って一巡したらじゃあもう終わ

りますみたいなね。 

 神戸市の東灘区というところの東の端の、

神戸市の境から200メートルぐらいいった

ところに住んでおります。山崎と申します。

つまり、芦屋市民です。いつかは神戸市民

になりたいなと思って200メートル先の土

地を幾つか狙っているんですけどね。坪

150万以下の土地がなかなか見つからない

です。いまだにそっちへ行けず、賃貸住宅

に暮らしております。仕事はコミュニティ

デザインというまちづくりのようなことを

やっています。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○大谷委員  新長田でアートシアターdB

神戸という劇場を運営

しております。NPO法

人DANCE BOXの代表を

しております、大谷で

す。ちょうど新長田に

来て今年で８年目にな

ります。主として、劇

場でコンテンポリーダ

ンスという新しいダン

スの公演をするということがメインですが、

それにとどまらず、それを通じてというこ



ともあるんですが、国際交流や

教育、福祉の現場に行ったり、

に関与しています

な背景が共存

の街の中でコミュニティが崩壊し

るという現実があります。

いたり、空き家が

たりしている。

用していく

とで、去年

た。その中でまず

その次に定住する人たちが本当に

しいなと思って

から若手のアーティストが今４人

駒ヶ林という

少しずつですが効果

思っております。

お願いいたし

 

○齊木議長

このほかにも、

ん、岩田さん

が、きょう

 ただいま

ロジェクトを

の横山課長から紹介していただきます。そ

れを踏まえてこのメンバーでそれぞれが展

開したことを一度融合させるという試みを

行いたいと思います。

 それでは

す。その後、ディスカッションに入ります。

よろしくお願いします。

 

○横山課長

でございます。これまでのこの創造会議の

議事録は全てホームページ上に

り、今回の会議もまとめて公開する予定で

すが、きょう

この２年分の

委員の皆さんが

したということを紹介

ます。 

 

ともあるんですが、国際交流や

福祉の現場に行ったり、

ています。新長田

共存して共生している街

の街の中でコミュニティが崩壊し

るという現実があります。

いたり、空き家がふ

たりしている。そういうところ

用していくか、再利用していくか

とで、去年「下町芸術祭

た。その中でまず交流

その次に定住する人たちが本当に

しいなと思っています。１０月に終わって

のアーティストが今４人

駒ヶ林という地域に住むようになりました。

少しずつですが効果

思っております。きょう

お願いいたします。

議長  ありがとうございました。

にも、嘉名

ん、岩田さんが委員でいらっしゃるの

きょうは御都合

ただいまから私たちが展開した、

ロジェクトを、神戸市デザイン都市推進部

課長から紹介していただきます。そ

れを踏まえてこのメンバーでそれぞれが展

開したことを一度融合させるという試みを

行いたいと思います。

それでは横山課長、よろしくお願いしま

す。その後、ディスカッションに入ります。

よろしくお願いします。

課長  デザイン都市推進部の

ざいます。これまでのこの創造会議の

全てホームページ上に

り、今回の会議もまとめて公開する予定で

きょう皆様に見ていただきますのは、

この２年分のまとめの

委員の皆さんが２年間

したということを紹介

ともあるんですが、国際交流や

福祉の現場に行ったり、

。新長田は多様な

して共生している街

の街の中でコミュニティが崩壊し

るという現実があります。高齢化が進んで

ふえたり、空き地が

そういうところ

か、再利用していくか

下町芸術祭」を立ち上げまし

交流人口をふ

その次に定住する人たちが本当に

ます。１０月に終わって

のアーティストが今４人

地域に住むようになりました。

少しずつですが効果が上がり始めて

きょうはどうぞよろしく

ます。 

ありがとうございました。

嘉名さん、それから

委員でいらっしゃるの

御都合で欠席です。

私たちが展開した、

、神戸市デザイン都市推進部

課長から紹介していただきます。そ

れを踏まえてこのメンバーでそれぞれが展

開したことを一度融合させるという試みを

行いたいと思います。 

課長、よろしくお願いしま

す。その後、ディスカッションに入ります。

よろしくお願いします。 

デザイン都市推進部の

ざいます。これまでのこの創造会議の

全てホームページ上に

り、今回の会議もまとめて公開する予定で

皆様に見ていただきますのは、

まとめの草稿でございます。

２年間こんな活動

したということを紹介していき

ともあるんですが、国際交流や、あるいは

福祉の現場に行ったり、まちづくり

多様な文化的

して共生している街です。そ

の街の中でコミュニティが崩壊し始めて

高齢化が進んで

えたり、空き地がふ

そういうところをいかに活

か、再利用していくかというこ

を立ち上げまし

ふやすこと、

その次に定住する人たちが本当にふえてほ

ます。１０月に終わって

のアーティストが今４人新長田の

地域に住むようになりました。

上がり始めていると

はどうぞよろしく

ありがとうございました。

さん、それから矢崎

委員でいらっしゃるのです

欠席です。 

私たちが展開した、12のプ

、神戸市デザイン都市推進部

課長から紹介していただきます。そ

れを踏まえてこのメンバーでそれぞれが展

開したことを一度融合させるという試みを

課長、よろしくお願いしま

す。その後、ディスカッションに入ります。

デザイン都市推進部の横山

ざいます。これまでのこの創造会議の

全てホームページ上に公開してお

り、今回の会議もまとめて公開する予定で

皆様に見ていただきますのは、

でございます。

活動をされ

していきたいと思い
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あるいは

まちづくり

文化的

。そ

始めてい

高齢化が進んで

ふえ

いかに活

いうこ

を立ち上げまし

こと、

えてほ

ます。１０月に終わって

新長田の

地域に住むようになりました。

ると

はどうぞよろしく

ありがとうございました。

矢崎さ

です

のプ

、神戸市デザイン都市推進部

課長から紹介していただきます。そ

れを踏まえてこのメンバーでそれぞれが展

開したことを一度融合させるという試みを

課長、よろしくお願いしま

す。その後、ディスカッションに入ります。

横山

ざいます。これまでのこの創造会議の

公開してお

り、今回の会議もまとめて公開する予定で

皆様に見ていただきますのは、

でございます。

されま

たいと思い

  

そもそも２年前に

これまでにない新しい会議の

インしていこうと私たち

して、その新しい会議を委員の皆さんとと

もにデザインしていこうと考えました。

 一枚目

市長の

都市である

具体的な

たい

す、

いマスタープランよりも、きっちりした実

感できるプロジェクト

クト主義でいこうということを提案いただ

きました。そして、上にございますように、

齊 木

Experiment

という

２年間の

 

 それではここから各委員が

ただいた、あるいは実際に実践をしていた

だいた取り組みについて紹介をさせていた

だきます。

 まず、島田委員でございますが、

の第１回の自己紹介のとき

市・

 

そもそも２年前に

れまでにない新しい会議の

インしていこうと私たち

して、その新しい会議を委員の皆さんとと

もにデザインしていこうと考えました。

一枚目をご覧ください。

市長の「デザインに優れた都市は選ばれる

都市であることの

具体的な議論を市の施策に取り入れていき

たい」という発言

、嘉名委員の

いマスタープランよりも、きっちりした実

感できるプロジェクト

クト主義でいこうということを提案いただ

きました。そして、上にございますように、

齊 木 議 長 の

Experiment」。

というこの３つの方針

２年間の基本的な

それではここから各委員が

ただいた、あるいは実際に実践をしていた

だいた取り組みについて紹介をさせていた

だきます。 

まず、島田委員でございますが、

の第１回の自己紹介のとき

・神戸」のために何ができる

そもそも２年前にこの会議を開催した

れまでにない新しい会議の

インしていこうと私たち

して、その新しい会議を委員の皆さんとと

もにデザインしていこうと考えました。

をご覧ください。

デザインに優れた都市は選ばれる

ことの条件である。創造会議の

議論を市の施策に取り入れていき

という発言。あるいは下にございま

委員の「できるかどうかわからな

いマスタープランよりも、きっちりした実

感できるプロジェクト

クト主義でいこうということを提案いただ

きました。そして、上にございますように、

長 の 「 Experience

」。とにかく実験をしていこう

３つの方針が

基本的な方針で

それではここから各委員が

ただいた、あるいは実際に実践をしていた

だいた取り組みについて紹介をさせていた

 

まず、島田委員でございますが、

の第１回の自己紹介のとき

のために何ができる

会議を開催した

れまでにない新しい会議のあり方

インしていこうと私たちは考えました。

して、その新しい会議を委員の皆さんとと

もにデザインしていこうと考えました。

をご覧ください。まず右側

デザインに優れた都市は選ばれる

条件である。創造会議の

議論を市の施策に取り入れていき

。あるいは下にございま

できるかどうかわからな

いマスタープランよりも、きっちりした実

感できるプロジェクト」。つまり

クト主義でいこうということを提案いただ

きました。そして、上にございますように、

Experience で は な く 、

とにかく実験をしていこう

が、この創造会議の

方針でありました。

それではここから各委員がかか

ただいた、あるいは実際に実践をしていた

だいた取り組みについて紹介をさせていた

まず、島田委員でございますが、

の第１回の自己紹介のとき「デザイン都

のために何ができるか

会議を開催したとき、

あり方をデザ

考えました。そ

して、その新しい会議を委員の皆さんとと

もにデザインしていこうと考えました。 

まず右側から、

デザインに優れた都市は選ばれる

条件である。創造会議の

議論を市の施策に取り入れていき

。あるいは下にございま

できるかどうかわからな

いマスタープランよりも、きっちりした実

つまりプロジェ

クト主義でいこうということを提案いただ

きました。そして、上にございますように、

は な く 、

とにかく実験をしていこう

この創造会議の

ました。 

かかわってい

ただいた、あるいは実際に実践をしていた

だいた取り組みについて紹介をさせていた

まず、島田委員でございますが、26年度

デザイン都

かというこ

とき、

きました。そして、上にございますように、



とをお話いただき、

で開催できたら

都や大阪で

ですけれど、それを神戸に自分は持って

ることができるんじゃないか

実際に加川広重

神戸で坂茂

トークセッションを開催していただきまし

た。 

  
 次に、星加

27年ともに

ということを常々会議で発言いただきまし

て、実際に

のパウンドケーキの

ブランディング、それから包装紙のデザイ

ンに取り組んでいただきました。

 坂の多い神戸では、自転車というのが非

常に有効で

うことは、実は第１回のワールドカフェの

ときにも多くの

れていました。

を導入するときに、高濱委員に

ルポートの設計をお願いいたしました。高

濱委員からは神戸の街をいろんな人が駆け

めぐってくれればいいなという

インをしていただいております。

とをお話いただき、

で開催できたらと提案いただきました

大阪では建築のイベントは

ど、それを神戸に自分は持って

ることができるんじゃないか

加川広重さんの巨大絵画展のときに、

坂茂先生の建築の講演会、それ

トークセッションを開催していただきまし

次に、星加委員でございます

年ともにブランディングがとても大切

ということを常々会議で発言いただきまし

実際に神戸市の

のパウンドケーキの

ィング、それから包装紙のデザイ

ンに取り組んでいただきました。

坂の多い神戸では、自転車というのが非

で、特に電気自転車が必要だ

うことは、実は第１回のワールドカフェの

ときにも多くの方からそういう意見が出さ

ました。市がコミ

を導入するときに、高濱委員に

ルポートの設計をお願いいたしました。高

委員からは神戸の街をいろんな人が駆け

めぐってくれればいいなという

インをしていただいております。

とをお話いただき、建築のイベントを神戸

と提案いただきました

は建築のイベントは

ど、それを神戸に自分は持って

ることができるんじゃないかと

さんの巨大絵画展のときに、

先生の建築の講演会、それ

トークセッションを開催していただきまし

委員でございます

ランディングがとても大切

ということを常々会議で発言いただきまし

神戸市の障害者福祉の

のパウンドケーキのパッケージ

ィング、それから包装紙のデザイ

ンに取り組んでいただきました。

坂の多い神戸では、自転車というのが非

に電気自転車が必要だ

うことは、実は第１回のワールドカフェの

からそういう意見が出さ

市がコミュニティサイクル

を導入するときに、高濱委員に

ルポートの設計をお願いいたしました。高

委員からは神戸の街をいろんな人が駆け

めぐってくれればいいなという

インをしていただいております。

建築のイベントを神戸

と提案いただきました。京

は建築のイベントは多くあるん

ど、それを神戸に自分は持って

ということで、

さんの巨大絵画展のときに、

先生の建築の講演会、それから

トークセッションを開催していただきまし

委員でございます。26年、

ランディングがとても大切

ということを常々会議で発言いただきまし

障害者福祉の関係施設

パッケージデザイン

ィング、それから包装紙のデザイ

ンに取り組んでいただきました。 

坂の多い神戸では、自転車というのが非

に電気自転車が必要だと

うことは、実は第１回のワールドカフェの

からそういう意見が出さ

ニティサイクル

を導入するときに、高濱委員にこのサイク

ルポートの設計をお願いいたしました。高

委員からは神戸の街をいろんな人が駆け

めぐってくれればいいなという思いでデザ

インをしていただいております。 
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建築のイベントを神戸

。京

多くあるん

ど、それを神戸に自分は持って来

いうことで、

さんの巨大絵画展のときに、

から

トークセッションを開催していただきまし

年、

ランディングがとても大切だ

ということを常々会議で発言いただきまし

施設

デザインや

ィング、それから包装紙のデザイ

坂の多い神戸では、自転車というのが非

とい

うことは、実は第１回のワールドカフェの

からそういう意見が出さ

ニティサイクル

サイク

ルポートの設計をお願いいたしました。高

委員からは神戸の街をいろんな人が駆け

思いでデザ

  

次がロックフィールドの岩田委員でござい

ます。岩田

しておられる、食を通じて神戸の健康

ップしていこう

方を会議

 昨年開か

同源、健康な食を神戸からということで、

まず野菜を先

展していただきました。

 

 東遊園地の活性化につきましては、神戸

の都心の三宮でありながら、運動場として

しか

が舞うような公園だというふうに言われて

おりまし

「よい意味で市民が街を所有しているとい

う感覚を持ってもらいたい

されました

は、市長

る場所はやはり東遊園地であろう

意見を

それから

してもちろん委員の福岡

方々

力を高めるため

しました。

 

次がロックフィールドの岩田委員でござい

ます。岩田委員は、常に

しておられる、食を通じて神戸の健康

ップしていこう

を会議のたびに提案いただきました。

昨年開かれ

同源、健康な食を神戸からということで、

まず野菜を先

していただきました。

東遊園地の活性化につきましては、神戸

の都心の三宮でありながら、運動場として

しか使われて

が舞うような公園だというふうに言われて

りました。これを福岡委員

よい意味で市民が街を所有しているとい

う感覚を持ってもらいたい

されました。それから２回目

、市長の「

る場所はやはり東遊園地であろう

見をうけて、公園

それから私たちのデザイン都市推進部、そ

してもちろん委員の福岡

方々のサポーターとともに、東遊園地の魅

力を高めるため

しました。 

次がロックフィールドの岩田委員でござい

委員は、常に

しておられる、食を通じて神戸の健康

ップしていこうという「医

のたびに提案いただきました。

れた医学会総会では、この医食

同源、健康な食を神戸からということで、

まず野菜を先に食べようというブースを出

していただきました。

東遊園地の活性化につきましては、神戸

の都心の三宮でありながら、運動場として

ていない。あるいは、土

が舞うような公園だというふうに言われて

。これを福岡委員

よい意味で市民が街を所有しているとい

う感覚を持ってもらいたい

。それから２回目

の「心地よさを実験する価値のあ

る場所はやはり東遊園地であろう

て、公園部管理課

私たちのデザイン都市推進部、そ

してもちろん委員の福岡

のサポーターとともに、東遊園地の魅

力を高めるためのプロジェクトを実施いた

 

次がロックフィールドの岩田委員でござい

委員は、常に自分の会社で展開

しておられる、食を通じて神戸の健康

という「医食同源

のたびに提案いただきました。

た医学会総会では、この医食

同源、健康な食を神戸からということで、

食べようというブースを出

していただきました。 

東遊園地の活性化につきましては、神戸

の都心の三宮でありながら、運動場として

いない。あるいは、土

が舞うような公園だというふうに言われて

。これを福岡委員と嘉名

よい意味で市民が街を所有しているとい

う感覚を持ってもらいたい」という

。それから２回目の創造会議で

心地よさを実験する価値のあ

る場所はやはり東遊園地であろう

部管理課と農水産課

私たちのデザイン都市推進部、そ

してもちろん委員の福岡委員を始

のサポーターとともに、東遊園地の魅

プロジェクトを実施いた

次がロックフィールドの岩田委員でござい

自分の会社で展開

しておられる、食を通じて神戸の健康をア

食同源」の考え

のたびに提案いただきました。 

た医学会総会では、この医食

同源、健康な食を神戸からということで、

食べようというブースを出

東遊園地の活性化につきましては、神戸

の都心の三宮でありながら、運動場として

いない。あるいは、土ぼこり

が舞うような公園だというふうに言われて

嘉名委員が、

よい意味で市民が街を所有しているとい

という発言を

の創造会議で

心地よさを実験する価値のあ

る場所はやはり東遊園地であろう」という

と農水産課、

私たちのデザイン都市推進部、そ

委員を始め多くの

のサポーターとともに、東遊園地の魅

プロジェクトを実施いた

、



 市庁舎空間の見直しは現在も進行してい

ます。創造会議の中で第１回目のワールド

カフェのときから

の市役所のデザイン、中のしつら

がデザイン都市

いただきまし

高濱委員と島田委員に御協力をいただき、

現在見直しを行っているところでございま

す。 

 ７番目、

ことで、これはデザイン

けではなく、音のデザインも大切だという

ことを福岡

た。みなと総局

公園にするときに、電源等のインフラを

くっておくことがぜひ必要だということで

このような公園が実現いたしました。

市庁舎空間の見直しは現在も進行してい

ます。創造会議の中で第１回目のワールド

カフェのときから、

の市役所のデザイン、中のしつら

がデザイン都市とはほど遠いという意見を

いただきました。そこで

委員と島田委員に御協力をいただき、

現在見直しを行っているところでございま

７番目、「街中で気軽

ことで、これはデザイン

く、音のデザインも大切だという

福岡委員から

みなと総局が水上警察の跡地を芝生の

公園にするときに、電源等のインフラを

おくことがぜひ必要だということで

このような公園が実現いたしました。

市庁舎空間の見直しは現在も進行してい

ます。創造会議の中で第１回目のワールド

、震災後20年

の市役所のデザイン、中のしつら

とはほど遠いという意見を

た。そこで建築家のお二人、

委員と島田委員に御協力をいただき、

現在見直しを行っているところでございま

街中で気軽に音楽を

ことで、これはデザインが色・もの・

く、音のデザインも大切だという

委員からご提案をいただきまし

が水上警察の跡地を芝生の

公園にするときに、電源等のインフラを

おくことがぜひ必要だということで

このような公園が実現いたしました。

市庁舎空間の見直しは現在も進行してい

ます。創造会議の中で第１回目のワールド

年経って神戸

の市役所のデザイン、中のしつらえ、これ

とはほど遠いという意見を

建築家のお二人、

委員と島田委員に御協力をいただき、

現在見直しを行っているところでございま

に音楽を」という

・もの・形だ

く、音のデザインも大切だという

提案をいただきまし

が水上警察の跡地を芝生の

公園にするときに、電源等のインフラを

おくことがぜひ必要だということで

このような公園が実現いたしました。 
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市庁舎空間の見直しは現在も進行してい

ます。創造会議の中で第１回目のワールド

って神戸

え、これ

とはほど遠いという意見を

建築家のお二人、

委員と島田委員に御協力をいただき、

現在見直しを行っているところでございま

という

形だ

く、音のデザインも大切だという

提案をいただきまし

が水上警察の跡地を芝生の

公園にするときに、電源等のインフラをつ

おくことがぜひ必要だということで

 ８番目です。大月委員の

に新

ている中で、あるいはその廃材を見るとそ

の街のバックボーンが見えてく

こども

イティブな何かまた新しいものを

していく試みが大切だということ、これも

１回目の自己紹

いただいたことです。大月

ってこの

行していただいております。

  

９番目、青木委員です。グッドデザイン賞

というのは

よくしようという理念の塊のよ

という提案をいた

「デザイン都市・神戸」の柱の一つである

ものづくりのデザインを担当する

局工業課

ザインに

「デザインのチカラ展」を

ていただきました。

 10

参加型の

分な

ければならないんじゃないかという

をいただきました。

８番目です。大月委員の

に新しい価値を

ている中で、あるいはその廃材を見るとそ

の街のバックボーンが見えてく

こどもたちに知ってもらった上で、クリエ

イティブな何かまた新しいものを

していく試みが大切だということ、これも

１回目の自己紹

いただいたことです。大月

ってこの「こども

行していただいております。

 

９番目、青木委員です。グッドデザイン賞

いうのは、

よくしようという理念の塊のよ

という提案をいた

「デザイン都市・神戸」の柱の一つである

ものづくりのデザインを担当する

工業課への

ザインに選ばれた

「デザインのチカラ展」を

ていただきました。

10番目、山崎

参加型の事業を

なファシリテーション

ければならないんじゃないかという

をいただきました。

８番目です。大月委員の

しい価値を」です。

ている中で、あるいはその廃材を見るとそ

の街のバックボーンが見えてく

たちに知ってもらった上で、クリエ

イティブな何かまた新しいものを

していく試みが大切だということ、これも

１回目の自己紹介のときからず

いただいたことです。大月

こどもSOZOプロジェクト

行していただいております。

９番目、青木委員です。グッドデザイン賞

、そのデザインを通じて社会を

よくしようという理念の塊のよ

という提案をいただきまし

「デザイン都市・神戸」の柱の一つである

ものづくりのデザインを担当する

へのご協力をいただき

選ばれた数多くの商品を

「デザインのチカラ展」を

ていただきました。 

山崎委員は、

事業を」という

ファシリテーション

ければならないんじゃないかという

をいただきました。市の

８番目です。大月委員のご提案で

。実際に廃材を集め

ている中で、あるいはその廃材を見るとそ

の街のバックボーンが見えてくる

たちに知ってもらった上で、クリエ

イティブな何かまた新しいものを

していく試みが大切だということ、これも

介のときからずっと提案を

いただいたことです。大月委員が中心にな

プロジェクト

行していただいております。 

９番目、青木委員です。グッドデザイン賞

そのデザインを通じて社会を

よくしようという理念の塊のような運動だ

だきました。

「デザイン都市・神戸」の柱の一つである

ものづくりのデザインを担当する

いただき、

数多くの商品を

「デザインのチカラ展」を一緒に開催させ

委員は、「一課に一つ市民

ということで、職員が十

ファシリテーション能力を身につけな

ければならないんじゃないかという

市の職員とコープこう

提案で「廃材

廃材を集め

ている中で、あるいはその廃材を見るとそ

る。それを

たちに知ってもらった上で、クリエ

イティブな何かまた新しいものをつくり出

していく試みが大切だということ、これも

っと提案を

委員が中心にな

プロジェクト」を実

９番目、青木委員です。グッドデザイン賞

そのデザインを通じて社会を

うな運動だ

た。私たちの

「デザイン都市・神戸」の柱の一つである

ものづくりのデザインを担当する産業振興

、グッドデ

数多くの商品を展示する

一緒に開催させ

に一つ市民

、職員が十

能力を身につけな

ければならないんじゃないかというご提案

職員とコープこう



べとで実施した地域

づくり研修

だきました。 

 

 下町芸術祭、

域をベースに

常のデザインというものを

ことも大切だ。そうすることによって街が

生き生きするんだということを

だいておりました

心になって、

催していただきました。

12番目、これは矢崎

神戸の魅力は、見るだけの観光資源じゃ

く、美しい自然環境と豊かな生活文化に集

積されています。

てなしの心を持って

いくことこ

な要素ではないかという

ました。昨年

業者募集をした神戸暮らし、

ログラムに

ご提案をいただ

の魅力にふれる機会を作っていただきまし

た。 

 以上、簡単でございますが

わっていただいた事業の紹介をさせていた

だきました。

べとで実施した地域

研修のときには、講師を務めていた

だきました。 

下町芸術祭、11番目です。大谷委員が地

域をベースに、そこに祝祭的な空間、非日

のデザインというものを

ことも大切だ。そうすることによって街が

生き生きするんだということを

だいておりましたが

心になって、昨年下町芸術祭を新長田で

していただきました。

番目、これは矢崎

神戸の魅力は、見るだけの観光資源じゃ

く、美しい自然環境と豊かな生活文化に集

ています。そしてさらに市民がおも

てなしの心を持って

いくことこそが、移住

な要素ではないかという

昨年、私たちの企画調整局

業者募集をした神戸暮らし、

ログラムに、神戸暮らしの体験事業として

提案をいただき、多くの市外の人が神戸

の魅力にふれる機会を作っていただきまし

簡単でございますが

わっていただいた事業の紹介をさせていた

だきました。 

べとで実施した地域づくり、コミュニティ

のときには、講師を務めていた

番目です。大谷委員が地

そこに祝祭的な空間、非日

のデザインというものを盛り込んでいく

ことも大切だ。そうすることによって街が

生き生きするんだということを

が、実際に大谷委員が中

昨年下町芸術祭を新長田で

していただきました。 

番目、これは矢崎委員のアイデア

神戸の魅力は、見るだけの観光資源じゃ

く、美しい自然環境と豊かな生活文化に集

そしてさらに市民がおも

てなしの心を持って来街者にそれを

移住プロジェクトの重

な要素ではないかというご提案をいただき

私たちの企画調整局

業者募集をした神戸暮らし、移住

神戸暮らしの体験事業として

き、多くの市外の人が神戸

の魅力にふれる機会を作っていただきまし

簡単でございますが、

わっていただいた事業の紹介をさせていた

り、コミュニティ

のときには、講師を務めていた

番目です。大谷委員が地

そこに祝祭的な空間、非日

盛り込んでいく

ことも大切だ。そうすることによって街が

生き生きするんだということをご提案いた

実際に大谷委員が中

昨年下町芸術祭を新長田で

アイデアです。

神戸の魅力は、見るだけの観光資源じゃ

く、美しい自然環境と豊かな生活文化に集

そしてさらに市民がおも

それを伝えて

プロジェクトの重

提案をいただき

私たちの企画調整局から

移住促進のプ

神戸暮らしの体験事業として

き、多くの市外の人が神戸

の魅力にふれる機会を作っていただきまし

、各委員に

わっていただいた事業の紹介をさせていた
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り、コミュニティ

のときには、講師を務めていた

番目です。大谷委員が地

そこに祝祭的な空間、非日

盛り込んでいく

ことも大切だ。そうすることによって街が

提案いた

実際に大谷委員が中

昨年下町芸術祭を新長田で開

です。

神戸の魅力は、見るだけの観光資源じゃな

く、美しい自然環境と豊かな生活文化に集

そしてさらに市民がおも

伝えて

プロジェクトの重要

提案をいただき

から事

促進のプ

神戸暮らしの体験事業として

き、多くの市外の人が神戸

の魅力にふれる機会を作っていただきまし

各委員に関

わっていただいた事業の紹介をさせていた

 

○齊木

ういう形で

いきますと、私たちが単に思いつきでこの

プロジェクト

実はこの

な関係性があります。そのことを少し説明

させていただくために皆さんのお手元に３

枚のシートを準備し

の中で常に私たちはグローバルな視点で環

境をとらえ、そして神戸とそして日本とい

う視点、さらには瀬戸内海という視点、さ

らには創造都市を

のを

ィカルな視点、

る、空間の

議論を

 その中で、単なるデザインの形だけでは

なくて、暮らし

戸の魅力を引き出そうというところを

に提案

 そしてこの図

は真ん中にある

市・

供した資料です。

の上にさまざまな

んから提案されました。それが黒い文字で

齊木議長  

ういう形で12

いきますと、私たちが単に思いつきでこの

プロジェクト

実はこの12のプロジェクトに

な関係性があります。そのことを少し説明

させていただくために皆さんのお手元に３

枚のシートを準備し

の中で常に私たちはグローバルな視点で環

境をとらえ、そして神戸とそして日本とい

う視点、さらには瀬戸内海という視点、さ

らには創造都市を

をしっかり知ろうということ

ィカルな視点、

る、空間の多様性をとらえて

議論を進めて

その中で、単なるデザインの形だけでは

なくて、暮らし

戸の魅力を引き出そうというところを

提案いたしました。

そしてこの図

は真ん中にある

・神戸」を考えるため

供した資料です。

の上にさまざまな

んから提案されました。それが黒い文字で

  ありがとうございます。こ

12のプロジェクトを一

いきますと、私たちが単に思いつきでこの

プロジェクトを展開したのでは

のプロジェクトに

な関係性があります。そのことを少し説明

させていただくために皆さんのお手元に３

枚のシートを準備しております。

の中で常に私たちはグローバルな視点で環

境をとらえ、そして神戸とそして日本とい

う視点、さらには瀬戸内海という視点、さ

らには創造都市を考えるには神戸という

しっかり知ろうということ

ィカルな視点、神戸の地形

多様性をとらえて

進めてまいりました。

その中で、単なるデザインの形だけでは

なくて、暮らしや場所の特性を合わせて神

戸の魅力を引き出そうというところを

いたしました。 

そしてこの図は大変複雑な

は真ん中にある三つの丸は、

を考えるため

供した資料です。それを一番下にして、そ

の上にさまざまな課題が、昨年の夏に皆さ

んから提案されました。それが黒い文字で

ありがとうございます。こ

のプロジェクトを一

いきますと、私たちが単に思いつきでこの

展開したのではありません。

のプロジェクトには、いろいろ

な関係性があります。そのことを少し説明

させていただくために皆さんのお手元に３

ております。

の中で常に私たちはグローバルな視点で環

境をとらえ、そして神戸とそして日本とい

う視点、さらには瀬戸内海という視点、さ

考えるには神戸という

しっかり知ろうということで、

地形を断面でとら

多様性をとらえて、さまざまな

まいりました。 

その中で、単なるデザインの形だけでは

や場所の特性を合わせて神

戸の魅力を引き出そうというところを

 

は大変複雑なのですが、実

三つの丸は、「デザイ

を考えるために私が2011

それを一番下にして、そ

課題が、昨年の夏に皆さ

んから提案されました。それが黒い文字で

ありがとうございます。こ

のプロジェクトを一緒に見て

いきますと、私たちが単に思いつきでこの

ありません。

は、いろいろ

な関係性があります。そのことを少し説明

させていただくために皆さんのお手元に３

ております。創造会議

の中で常に私たちはグローバルな視点で環

境をとらえ、そして神戸とそして日本とい

う視点、さらには瀬戸内海という視点、さ

考えるには神戸というも

で、クリテ

を断面でとらえ

さまざまな

その中で、単なるデザインの形だけでは

や場所の特性を合わせて神

戸の魅力を引き出そうというところを初め

ですが、実

デザイン都

2011年に提

それを一番下にして、そ

課題が、昨年の夏に皆さ

んから提案されました。それが黒い文字で

ありません。
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書かれている部分です。 

 そしてその課題に対し、緑の文字が今回

実践された課題になります。 

 きょうは横山課長からプロジェクトの紹

介をしていただいたんですけど、実は私た

ちは、この実践されたテーマの周りに未解

決の課題があって、これからチャレンジし

なければいけない課題を持っている。それ

と同時に、外のプロジェクトだけで考える

のではなくて、そのプロジェクトがどのよ

うな関係を持って未来をつくっていくかと

いうことも、今議論しているところです。 

 もう一つは、最初のワールドカフェで

150の提案が皆さんから出てきました。そ

の中でテーマを絞りながらいろいろな仮説

を立ててきました。その仮説は初め気づく

ことから始まったと思いますが、問題を把

握してそこから実際に何を展開しようかと

いうとき、計画の実現の実験が始まります。

実践がまさに行われた。その図で言うと左

側から始まったその動きが仮説を通して、

実践された結果が12の内容だということに

なります。 

 それできょうはここからが課題です。実

践してうまくいったことも、なかなか難し

かったこともあるでしょう。そのことをも

う一度とらえ直していただいて、それぞれ

展開されたプロジェクトを通じて何に気づ

かれたのか、そして何を実践したのか。そ

して何が達成できて、何を今私たちは検証

しようとしているのか、そして次に何を提

案していくかというようなところをそれぞ

れ委員からお話を聞いていただきたいと思

います。 

 もし途中、会場からこれを聞きたいとい

うときには、挙手していただくと私が指名

させていただきますし、委員からも逆に問

いかけをしていただいていいと思います。 

 それではここに準備した図の左上から時

計の逆回りでいきましょう。東遊園地の活

性化からということで、福岡さん、嘉名さ

んといろいろ展開されましたことで何が達

成できたのか、次には何を展開しなければ

いけないのか、そのような御提案も一緒に

合わせてお願いします。 

 

○福岡委員  東遊園地活性化に向けたプ

ロジェクトとして挙げられている三つの取

組（神戸ホワイトディナー、アウトドアラ

イブラリー、ファーマーズマーケット）に

は、この創造会議が始まる前から、その準

備が進んでいたものもあるんですが、それ

ぞれやってみて分かったことは、やっぱり

皆こういう場を求めていたんだなというこ

とです。 

 アウトドアライブラリーでは実行委員長

をさせていただきましたが、実際は皆さん

よく御存じ、神戸モトマチ大学、市民の学

びの集約点ですね、そこの代表である村上

さんが主導されました。 

 ゆくゆく東遊園地には芝生をひきたいと

言い出したのは私ですが、今回（社会実験

アウトドアライブラーでも）何としても芝

生をひくと宣言したのは村上さんです。短

期間の実験ではなかなか大変そうだし、正

直面倒くさくないですかと言ったんですが、

結果やってみて大正解でした。本当に毎日

ここへ通いたいと思う人が続出したんです。

彼にはその姿が見えていたんだと思います。

色々な企画が参加者から出てきて、会期が

終わるまでにだんだんとやりたいことが増

殖していきました。みんなが集まれる公園

っていうのは、こういうところだったんだ

と知れたのが一番よかったと思います。や
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はり、実際に実験。準備は大変だけれども、

実際にやってみないと、それは実感できな

かったと思います。実験することによって、

想定していたものと違うものかもしれない

けど、実感がわく。やってみてわかったと。

創造会議が実験を大切にしようという方針

にされた。本当によかったなと思います。 

○齊木議長  「デザイン都市・神戸」創

造会議で提案されたものに、市役所の職員

の方がいろいろ反応していただきました。

公園緑地の担当の方、それから農政の担当

の方とがっちり組み合って実現されました

ね。 

○福岡委員  はい。 

○齊木議長  これも人の出会いを新しい

仕掛けで実験的に展開した、一つの成果だ

と思うんですけれど、そこはかなり御苦労

もあったでしょうね。 

○福岡委員  そうですね。きょうは公園

部管理課の方も来られています。最初は、

雰囲気がかたく、何を面倒くさいことを持

ち込むんだといったようなトーンも少し感

じていたんですね。三つのうち、最初にや

ったのはホワイトディナー、一番やわらか

いプランから実装しましたし。我々が管理

する聖域とも言える公園に、お酒を持ち込

んで宴会をするのかと思われていたかもし

れません。ただ準備する中で、あっ、この

人達が言っていることは、市の中心で何も

乱暴なことをやろうとしているではないな

という風に、感じていただけたと思うんで

すよ。その中でいろいろ信頼関係ができて

きたんですね。逆にいろいろアイデアをい

ただくようになり、次にやったファーマー

ズマーケットでは、回を重ねるごとに、と

ても協力的な姿勢を感じました。最後には

多大なる感謝の念を実行委員会一同が抱く

言わばパートナーになっていた。本当によ

い経験をさせてもらいました。 

○齊木議長  これはやはり持続させよう

という今提案をされているのですね。 

○福岡委員  はい。今年度のファーマー

ズマーケットは、主導しておられる小泉さ

んから、1,000本ノックと表し、毎週のよ

うにやろうとしています。そのためには、

インフラの整備が必要で、用具を置いたり

するような場所も必要になります。それに

関してもいろいろなアイデアをいただけて

いるようです。 

○齊木議長  わかりました。それと福岡

さんは、仲間で気軽に音楽を聞くというこ

とで、もう一つ仕掛けられましたね。 

○福岡委員  はい。市民が街中で音楽を

楽しむ、海外では当たり前の風景を神戸で

も。我々はそれが実現できる場所を探して

いて、東遊園地をそういうふうにできれば

との思いがありました。そういった最中、

これは市からお声がけをいただきました。 

水上警察の跡地が公園になる、そこを音楽

を楽しむ場とできないかというお話です。 

当初堅い整備といいますか、コンクリート

でステージをつくろうと考えておられたよ

うです。実際ここに音楽を投入してみても、

人が集まってくれるかどうかはわからない

し、ステージ一つとっても、北向きに音が

出せるのか、東向きなのかもわからないの

で、とにかく実験しましょうと。堅いもの

はつくらず、電源だけは整備いただいて、

その他は仮設で色々なものを投入して確か

めてみましょうということになりました。

実験として、港湾の予算をいただき、公園

を中心に、街から港が繋がるよう、三カ所

のサウンドスペースを同時につくるイベン

トを開催しました。結果わかったのは、公

園の側に、タグボート、水先案内人の方が

24時間寝泊まりしておられる宿泊所があっ

たんですね。到底音を出せる場ではないと

いうことがわかりました。それはそれで堅

い投資をしなくてよかったと。 

○齊木議長  これもこれから実験はいろ

いろされるのでしょうか。 

○福岡委員  街中にサウンドデザインを

投入する実験をしたく思っています。サウ

ンドデザインは、音楽を投入するだけでは

なくて、不快なノイズを削減する、そして

人の話し声や歩く靴の音とかの残響も心地

よいものにしていく。その上で初めて必要

に応じた良い音を鳴らす、といった三段階

に分けられます。市の住宅都市局では、こ

ういった考えも取り入れて、三宮駅周辺を

中心にした、都心の再整備を検討されてい

ます。この領域のトップブレーンをお呼び

し、その考え方も取り入れていこうと、一

緒に学んでいくことになっています。国内
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初ですし、結構大きな波及が起こるのでは

と期待しています。 

○齊木議長  ということは、先ほどの東

遊園地ともつながりそうですね。 

○福岡委員  はい。 

○齊木議長  三宮の空間もつながってく

るということですね。わかりました。あり

がとうございます。 

 つなぐということから言うと、神戸には

真っ赤な自転車があります。今生き生きと

街を走っております。実は、これは高濱さ

んの御提案で実践された内容なんですが、

これに気づいてどういうふうに仕掛けをし

ようとお考えになったかお聞かせ願えます

か。そして、今コベリンが街を走っている

姿をごらんになって、これをさらにどう生

かすか、何か御提案があれば、それを後半

でお願いします。 

○高濱委員  そうですね。まずこのコベ

リンの自転車自体は私がデザインしたわけ

ではなくて、サイクルポートのデザインに

かかわらせていただきました。こういった

コミュニティサイクルのシステムは海外に

もありますし、日本でもどんどん増えてき

ているかと思います。ではそのポートはど

ういうものがあるのかというと、なかなか

プロトタイプがありません。この話をいた

だいたときに、何を手掛かりにどういうふ

うにやろうかと、一から一緒になって考え

させていただいたところがあって、神戸の

山や海という神戸らしい特徴をデザインに

落とし込めないかと考えました。それで山

や海のような形で、ちょっとウェーブのか

かったポートのデザインになりました。こ

れ自体は、街の中でこうちょっと目につく

ような形になっていて、また看板の内容の

デザイン、つまりグラフィックについても、

四カ国語表記にしたのには経緯があります。

コベリンをここに住んでいる人たちが、都

市で生活するときにももちろん使うんです

けれども、それだけではなくて、海外から

来られた方たちにも、目につくようなアイ

コンとなるようなポートであり、それに対

応した言語表記であるようにデザインを進

めていきました。 

 自己紹介のときにも少し言いましたが、

この自転車自体はいろんなところで使われ

ているよっていうお話を聞きますし、ポー

トも都市の中で映える形にでき、うまく達

成できたのではないかなと思っています。 

 今後のことをお話しさせていただくと、

もちろんインフラなのでどんどんそれ自体

も広がっていけばいいなという思いととも

に、これを使ってイベントをやるといいの

ではと思います。以前の会議でも少しお話

ししましたが、例えば神戸って都市部がち

ょっと駅から離れていたり、行きたい地点

がそれぞれ少し離れていたりするので、や

っぱり自転車は簡単にいろんなところに移

動できるとても有効な乗り物だと思います。

それをどんどんイベントなどに使って都市

全体をもっとみんなで見渡せるような活動

が、コベリンを利用して進んでいけばいい

なと思います。 

○齊木議長  はい。ありがとうございま

す。ちょうどこれを提案していただく前に

都市の交通拠点と既存の交通機関、多様な

ネットワークをどういうふう複合的に活用

できるかということも皆さんと議論したと

今思い出しました。自転車が今まで人の行

動を不可能にしていたところをより広げて、

新しい人との出会いが生み出せる一つの道

具になる可能性があるんですね。 

 そのような神戸のライフスタイルとか、

神戸のスタイルについて、星加さんは提案

をずっとされていました。星加さん、今回

は、ふれあい商品の魅力向上ということで、

いろいろチャレンジされましたね。そのこ

とを少し紹介してください。 

○星加委員  福祉施設でつくられている、

障害のある方の商品企画をさせていただき

ました。 

 私は、デザインは「動詞」であると思っ

て行動しています。色や形だけではなくて、

デザイン都市として神戸独自の在り方が、

世界中から求められていると感じます。一

例としては、デザインがまだ介入していな

いジャンル、例えば福祉とか教育とか、農

業、漁業、林業などの課題を解決したり、

違う角度から光を当てて発信したりするこ

とだと思います。今回のプロジェクトは、

授産施設さんが一般のお客様向けに商品を

作っておられたので、取り組み易い企画だ
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と思いました。 

 まず第一に、商品の売れ行きがいまひと

つという現実がありました。理由は、味、

値段設定、販路開拓などにありました。色

や形以前の問題が根深いです。仕組みをつ

くっていくことからデザインしていく必要

があると痛感しました。 

 ブランドや商品を企画するときには、い

つも五つの注意点があると思っています。 

 一つ目は、売上の目標です。これをいつ

までに何個売るのかというプランが必要。 

 二つ目が、商品企画。売上達成のための

商品ラインナップと内容の確定。 

 三つ目が、それを売るときの販売促進、

ＰＲ。どう訴え掛けていくか。 

 四つ目が、販売体制。それを誰が売るの

か。例えば授産施設さんには営業部隊もな

いので、売る体制をどうつくるか。 

 五つ目が、お客様への接客方法、セール

ストークや売り方です。 

これは、民間企業やメーカーであれば当た

り前に五つの部門でやっているけれども、

授産施設ではほぼできてないという状況が

ある。 

 そこで、世界的に活躍されている神戸御

出身の山下春幸シェフにパウンドケーキの

レシピを御提供いただいて、まず味や触感

の改善、仕入先の見直しなどを行い、パッ

ケージやネーミングをチームで考案し、去

年発売させていただきました。発売時には

神戸新聞さんに大きく取り上げていただい

て、私が懇意にしている他のシェフからも

「どうして僕にも声掛けてくれなかったの

か！」と非常にうれしい連絡をもらいまし

た。確かに、神戸には和洋折衷のいろいろ

なクリエイティブなシェフがいるので、こ

れをムーブメントにできないかと考えてい

ます。１つの施設だとメディアに取り上げ

て頂き難くても、神戸全体となれば、可能

性が高くなります。 

 また授産施設のキッチンに本格的なオー

ブンがないことをシェフが気にかけて下さ

り、後日ロータリークラブさんから寄附を

頂けることになったんです。このような経

済界からの支援をデザインすることも、デ

ザイン都市神戸としての在り方だと考えさ

せられました。 

○齊木議長  ありがとうございます。一

つ仕掛けられたことが波及効果を生み、新

しい人のネットワークがそこに誕生してい

ますね。 

 先ほどおっしゃったマネジメントやそれ

からPRや経済的なものの考え方、企画等を

含めて、実はかなりノウハウが私たちには

求められているし、これをサポートするた

めの行政や、デザイン都市を推進するメン

バーの能力のスキルアップも正に、求めら

れているなと強く今のお話から思いました。

そのことを、山崎さんはダイレクトにコミ

ュニティづくりの研修をやると言っていた

だいて、その後すぐ研修が始まりましたね。

市職員とコミュニティサービスデザイン、

どうでしたか。 

○山崎委員  そうですね。僕はコープこ

うべさんと一緒に仕事をしていたので、コ

ープこうべさんの職員を研修しなきゃいけ

ないなと思っていたときに、神戸市役所と

コープこうべさんとは強い関係があるみた

いで、どうせなら一緒にやったらいいんじ

ゃないかということになりました。 

 会場にそれぞれの職員が集まって、双方

に対して同じ話をしました。神戸も江戸時

代ぐらいまでは神戸村でしたよね。これは

日本全国どこもそうですけれど、連、座と

いった名前をつけて、自分たちの街のこと

は自分たちでやってきたわけですよね。そ

こから近代化によって、分業が進み、税金

を納めているんだから役所が全部やればい

いという時代になって。でもまたこれから、

人口は減っていくわけですよね。人口は減

り、でも街のことは役所が全部やってくれ

ればいいっていう街をつくってしまったら、

税収は少ないし人口は少ないのに、市民は

街のことにかかわらないということになっ

てしまう。このままでは、街の運営はでき

ないんじゃないかと。「デザイン都市・神

戸」がこれでは、ちょっとださくないかと

いうことで、役所もスマートにならなけれ

ばいけないけれど、住民もやっぱりスマー

トになって、自分たちの街のマネジメント

は楽しみながら、これを自分たちがやって

いくという気運を高めなきゃならない。 

 だからこれは、住民にそのことを説いて
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回らねばならないのではないかと思って、

袈裟か何かを着て、帽子か何かをかぶって、

こうシャリンシャリンって神戸市内を説い

て回ろうかと思ったんですけれど、なかな

か人数が多いじゃないですか、神戸市民っ

て。芦屋市民よりもっと多い。なかなかそ

うもいかないなと思って提案させてもらっ

たのは、市役所の各課が、言われたこと、

要望、陳情をはい、じゃあ神戸市役所が何

とかしますと言ってやり続けるというのは、

高度経済成長期の税財源がたくさんふえて

いる時代のやり方だったので、何かを言わ

れたときにあなたと一緒にやりましょうと

言える勇気と、その具体的な方法をやっぱ

り持たなきゃいけないということです。21

世紀になって、市役所の職員も仕事の仕方

を変えなければいけないということを、市

役所の職員にまずインストールしていかな

きゃいけないだろうと。 

 実は、全く同じなのがコープなんですね。

コープって、建築関係の方よく御存じだと

思いますけれども、実はイギリスのニュ

ー・ラナークっていう世界遺産になったよ

うな工場村をマネジメント、彼はガバナン

スって言いましたけれども、統治したロバ

ート・オーウェンという人が、その基本的

な考え方つくっているんです。そのオーウ

ェンの弟子たちが後で生活協同組合という

組合をつくって、これが世界で成功したコ

ープの一番目と言われています。 

 この成功したコープの一番目から、どん

どんいろんなところがまねして、灘購買組

合と神戸購買組合というのを賀川豊彦さん

という人がサポートしてつくり、これが二

つ一緒になってコープこうべができあがっ

た。このプロセスの中で、地域の人たちが

地域をよくしていくための運動というのを

やっていたのが、生活協同組合運動です。

そのうちの一つが、みんなで協力して牛を

一頭買ってきてみんなで解体して牛を分け

合えば、どこから買った牛かよくわかって

いて、比較的廉価でそれを手に入れること

ができるという仕組み。その部分だけがや

たら肥大化してしまっていて、イトーヨー

カドーは翌日配達しているらしい、コープ

もそうしようとか、アマゾンはドローンで

商品を配るかもしれない、コープはどうす

るみたいな話しを始めたんですけど、なん

か間違ってないかと。そっちで勝負しても

コープは勝てないから、コープはそもそも

地域をよくするための運動として市民が集

まって組合員を募ったわけだから、元に戻

るんじゃないけど、今のインターネットの

時代に、フェイスブック、タンブラー、い

ろんなものを使いながら、新しい協同組合

方式をつくったほうがいいという話をしに

行ったときに、神戸市職員にとってもこれ

は大事じゃないかと思って、一緒に今みた

いな話をしました。 

○齊木議長  ありがとうございます。確

かにロバート・オーウェンが提案して、そ

れが実は今の住宅地政策、田園都市の仕組

みですね。それをもとに、今の郊外住宅地

が生まれています。全部つながっている。

神戸はそれを全て物語として持っているわ

けですよね。そのことをソフトという視点

で、山崎さんは私たちにもっと目を開けと

いうことを提案していただきました。 

 一方、ハードもちゃんとやらなければと

いうことで、島田さん、高濱さんで市庁舎

の空間の見直しに関わっていただきました。

案内サインのイメージを今切り替えようと、

いろいろな動きが出ていると思うんですが、

うまく進んでいますか。 

○島田委員  うまく進んでいないとは言

えないです。ただ、やっぱりちょっと羨ま

しく聞いていたのは、東遊園地はやっぱり

スピードが速いですよね。実験しながら進

めていくっていうのはすごく即効性がある

と思います。やっぱりそれに比べると、市

庁舎っていうのはもう少しかたく、あるい

は10年、20年使っていこうというものなの

で、かなりゆっくりした進みでした。とは

いえ、各階について方針が決まり、コンペ

を二つ開催して、液晶のプロジェクターを

つくり、サインの見直しを進めました。私

は審査にかかわらせていただいたんですけ

れども、なかなか力のある案が集まって、

結果的にはいいものが選べたんじゃないか

なと思っております。 

 まだまだやるべきことはたくさんあって、

一番最初からこれやりましょうよと言われ

ていた一階のカフェの見直しであるとか、
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展望台の見直しであるとかは、来年度はま

だコンペの予算しかつかなかったので、こ

れから来年度、来々年度で仕上げていくよ

うなことになります。いいものにできれば

なと思っております。 

○齊木議長  今回、サインや案内を修正

するために、市役所の観光の担当者、建築

の技術部のいわゆるエージェントの方々も

ジョイントされていて、ハードとソフトを

合わせて議論されたというのが、一歩前に

進むきっかけだったと思いますが、いかが

ですか。 

○島田委員  そうですね。そうやってい

ろんな課が横断することも大切ですし、き

ょうも幾人か来られておりますけれども、

神戸市のこれからを担っていくであろう若

手の人たちが集まって、サインの基本的な、

どうあるべきかといった研究を発表されて

いました。国際都市としてどういう言語表

記にするべきかということも熱心に話し合

われて、それを僕たちはサポートする立場

でかかわらせていただきました。 

○齊木議長  ありがとうございます。高

濱さんも、御一緒に参画いただきましたね。 

○高濱委員  そうです。島田さんと一緒

に関わらせていただきました。島田さんも

最後におっしゃっていたように、横断的に

いろんな課の中に参加していただきました。

我々は建築の分野からということですし、

それ以外にもオフィス空間を常々マネジメ

ントされている方や、いろんなところの専

門家が集まって見直しを進めるというプロ

ジェクトで、いろんなところからの意見を

集めながら進めていきました。参加者が多

い分、進むのが遅く感じるときもあるんで

すけど、逆にいろんな意見が入っているか

らこそ、すごくいいものに仕上がっていっ

ているなという実感もあったので、すごく

いい経験になりました。 

○齊木議長  楽しみにしています。特に

パブリック空間のサインというのは、10年、

20年、ある意味ではもっとこう年を経て価

値化されていくというのがあります。つく

られたものが新しい命をそこに与えられて

生きていると思います。 

 ただ、島田さん、やはり建築の領域って

いうのはものの考え方が結構かたいんです

よね。島田さんがもう一つ提案されていた

のが、若手建築家を育てるトークイベント

でしたね。どのような成果がそこにあった

か、これからどのようなチャレンジをして

いかれるおつもりですか。 

○島田委員  そうですね。提案したのは

もうちょっと気軽なトークイベントだった

んですけれども、この例に挙がっているイ

ベントは、ほとんど一人ビエンナーレみた

いな感じの、シンポジウム以外にも展覧会

も企画したので、かなり大変でした。 

 企画としては、20周年の１月の震災の日

の前後を使って、東北の人たちとの交流で

すね。震災をベースに話し合うことだった

ので、かたい部分はかたいような話し合い

で、会議自体は非常に重苦しいといってい

いような内容になりました。 

 ただ、やはり大勢の人に来ていただいた

のが良かったです。神戸は先進の事例もあ

り、特に坂さんは、神戸とのかかわりから

震災のほうへずっとかじをとられました。

やはり神戸からまだ東北に対して発信すべ

きことはたくさんあるんだろうなと。それ

に関しては、もう少し活動を盛んに行って

もよかったのではないかということを神戸

市として、市民として反省しています。 

 ややこの企画自体は大変すぎたので、若

い人を呼んで、月一で気軽な会議みたいな

ものを大阪のほうでやっている人もいます

ので、今後機会があればやっていきたいな

と思っています。 

○齊木議長  これからも持続するってい

うことですね。 

○島田委員  そうですね。今回、このテ

ストケースにはかなり大勢の人が来ました

ので、ポテンシャルはあるだろうと。いつ

も思うのですけれど、大阪や京都に出向い

て話を聞くぐらいなら、神戸に来てもらえ

ばいいんですよ。どんどんやっていこうと

思います。 

○齊木議長  ということは、神戸の中だ

けでの動きではなくて、外の世界とも常に

やりとりがあるということですね。私たち

はその反応からまた次をイメージしなきゃ

いけない。そういうチャンスをつくり続け

なければいけないということを思います。 

 そこで青木さんにお願いしたいのですが、

神戸を外に出していただきたい。私たちが

やってきたことは一体何だったのか。他の

都市や、他の国々との比較をお願いできま

すか。青木さんはデザインのチカラ展を企

画されました。これは神戸にとってはどう

いうチャンスだったのでしょうか。また、

これから私たちがイメージしていかなけれ

ばいけない課題は何なのでしょうか。 

○青木委員  私どものグッドデザイン賞

は、まずタイと連携し、香港でも韓国とも、

またインドやシンガポールとも連携し、相

互乗り入れ的な活動を展開しています。 
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○齊木議長  そうですね。今随分アジア

に広がっていますね。 

○青木委員  そういう中で、デザインは

常に様変わりをしていく状況が見えました。

グッドデザイン賞は、もともとプロダクト

から始まり、コミュニケーション経営、そ

して建築環境、いわゆる20世紀的なデザイ

ンの領域をやっていたんですが、それが21

世紀に入り、サービスデザイン、それから

コミュニティのデザインへ。さらにことづ

くりまで、ものごとを総合的に考えるとこ

ろまで、あっという間に動いた。 

 もともと、デザインについての認識は、

一般的な方とプロの方でかなりずれていま

す。この認識ギャップはさらに拡大した。

いずれにしても、そういう新しい考え方が

できたことが、すごく大きいと思います。 

 山崎さんにグッドデザイン賞の審査員を

お願いしておりますのもそういう理由から

です。つまり、時代が変わる、デザインへ

の要求も変わる。我々はその変化をどう捉

えればよいんだろうか。 

 そうした新しい潮流の中で、デザイン・

クリエイティブセンター神戸（KIITO）の

問題をもう一度考えたほうがいい。これは

大変な財産ですね。 

○齊木議長  そうですね。 

○青木委員  これだけの財産があるとい

うのは、日本ではここしかない。 

○齊木議長  ないですね。 

○青木委員  アジアは何処でもデザイン

への多額の投資をしますが、そういう中で

もKIITOはすばらしいものなんです。ソウ

ルにはザハがつくった、もはやバブル遺産

みたいな施設があります。クリエイティブ

デザインセンターと称しておりますが、い

わゆる箱物行政。それとここを比較すると、

雲泥の差だと思います。掛けたお金はもう

恐ろしいですけども、神戸のほうが、市民

を向いてマインドアップ的な活動をやって

いらっしゃる。こういう理念をデザイン都

市のネットワーク等で広げていくことがで

きれば、もう少し市民レベルの国際交流が

できあがっていくのではないかと思います。 

○齊木議長  ありがとうございます。今、

青木さんにお話しいただいて気づいたので

すけれど、この三、四年、デザインという

言葉を直接使わずに、例えばサービスであ

るとか、コミュニティであるとか、言葉が

もう完全にデザインを越えている。融合体

で私たちは使い始めているという感じがあ

りますね。 

 デザイン都市という看板も、もしかした

ら新しいステージに今入っていることに気

づかなければいけないのかもしれませんね。 

 そういうふうに考えると、デザインを語

るときに、プロの方、一般の方、また、世

代を超えてさまざまに多様化している。今

アジアの世界も随分変わっていますよね。

生活や暮らしの中の多様なステージを一つ

考えるとしたら、こどもを置いて私たちは

次を考えることはできない。これは大月さ

んもずっと言われています。今回のプロジ

ェクトは物すごくおもしろかったですね。

廃材を集めて、神戸にこんなものがあるの

だと。これは何に気づかれて、そして今回

何ができるか、そしてこれから何をしよう

とされているのか、お聞かせください。 

○大月委員  一番は、今、青木さんもお

っしゃったこのKIITOという豊かな空間に

まだ使われていないところがあるという事

です。そこを十二分に活用したいです。 

○齊木議長  そうですね。 

○大月委員  廃材をいただいたり、それ

を使ったりすることで、廃材を通したネッ

トワークができました。地域の産業文化や

歴史が掘り起こされて、それぞれが持って

いる技術力みたいなものも知りながら、新

たな創造行為が生まれるハブに、KIITOは

なるのではないかと思います。そういった

ことに興味持っている市民の方たちが幾人

もいらっしゃるんです。ご自分で拠点を持

ってらっしゃる方もいる。そういう方たち

と情報も共有しながら、全体的に盛り上げ

ていけると、とてもいいんじゃないかなと

いうことで、クリエイティブリユースの活

動はスタートしました。 

 ワークショップ自体も、企画者が一方的

にこんなことができるよと提供するのでは

なくて、サポートしてくださる方もまずは

一緒に、神戸市のデザイン都市推進部のス

タッフの方とも一緒に、みんなで街に出て

その準備をしました。それからこどもたち

を迎えるときにも、そういう人たちがみん

なでこどもをサポートするというような相

互の関係をだんだん紡いでいく形にしまし

た。 

 今回、振り返りと言いますか、どうそれ

が受け入れられたのか？ということで、事

後かなり綿密なアンケートをとりました。

参加したこどもたち、それから保護者の方、

それからサポートメンバーの方たちからも

アンケートに回答いただいて、それをきち

んと分析をしました。驚くほど非常に手ご

たえがありました。こういったことを、と

ても皆さん望んでらっしゃる。 
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 でも、この次の段階は、そういったこと

を皆さんがすること。要するに、関わる人

みんなが当事者になるということです。こ

どもたちが使う材料も、自分のこども、そ

れから人のこどもも、みんな一緒に街に出

かけていってもらってきて、自分たち自ら

も仕分けする。あるいは自分の会社から廃

材を提供しましょうというような、それぞ

れが当事者になるという、そういったこと

が非常に必要になってくると思っています。 

 それはさっき山崎さんもおっしゃったこ

ととつながります。税金が減るこの時代に、

いつまでももらう側、用意されているもの

に乗っかる側ではなりたたない世の中にな

ってきている。Airbnbとか、Uberとか…、

そういえばシェアード・エコノミーという

ことで委員の矢崎さんも書かれていました

けれども、そういうふうに限界費用ゼロの

社会みたいなのがくるんじゃないかと思う

わけです。いや、既にそういったふうに世

の中は動いていると思うんですが、そうい

う中で自分たちがどう生きていくのか、ど

う豊かに暮らしていくかは、それぞれがこ

どもも含めて、当事者になっていかなきゃ

いけない。廃材を分類、活用する中に積極

的にかかわっていくことで、子供たちも一

緒に、家族ぐるみで楽しみながらやるとい

う、そういう場にできるといいなと思って

います。 

 今回、そういう実験をしましたけれども、

お花は植わった、だけどずっとお水はやり

続けないといけないし、ひょっとすると移

植していかなきゃいけなかったりするかも

しれない。そういったことが今後やっぱり

きちんとなされることが大切かなと思って

います。 

○齊木議長  ありがとうございます。一

番私が印象的だったのは、こどもたちの表

情で、もう生き生きとしていましたね。そ

れもその素材は街に皆さんが出かけていっ

て見つけたもので、神戸のものをお使いに

なったということですね。 

○大月委員  そうですね。あと、もう一

つ見ていただきたかったのが、提供してく

ださる方の生き生きしたお顔なんです。 

○齊木議長  そうですね。 

○大月委員  皆さんいろんなことを語っ

てくださいました。こんなおもしろいもの

ができるんだよとか、これは世界にここし

かないとか、そういったことをやっぱりじ

かに聞くのは非常に鮮烈だし、豊かな経験

になったかなと思います。 

○齊木議長  そうですね。やはり神戸で

仕事をされている方々の誇りや、自分の実

力、素材に対する自分たちがつくったとい

う思いがすばらしい。廃棄物にも産地があ

るんですよね。それはおもしろいですね。 

○大月委員  産地があるんですよね。そ

れはおもしろいですよ。神戸ってこういう

街なのかなと、廃棄物を見て思いますね。 

○齊木議長  それは全て身近な街からで

すね。 

○大月委員  そうです。 

○齊木議長  そのこととから想起される

のは、11月に紹介していただいた下町芸術

祭ですね。大谷さん、これはもう大谷さん

の思うかなり長いライフステージの中で準

備されたものが一つ、長田で実現しました。

これはこれからどこに向かっていきますか。 

○大谷委員  そうですね。下町芸術祭に

至るまで、確かに神戸に来て８年目になり

ますが、いろんな形で劇場の外でも、ダン

スの公演をしたり、ダンスだけに限らず、

子供や高齢者や障害者を対象としたプログ

ラムを重ねてきた結果、下町芸術祭ができ

たということなのです。開催することによ

って、より深く広く、地域の人たちとのネ

ットワークが、今強くなっていると実感し

ています。 

 そ れ が 例 え ば 、 DANCE BOX対 高 齢 者 、

DANCE BOX対子供だけではなくて、子供と

高齢者が一緒に何かできないか。あるいは、

小さいお子さんをお持ちのお母さんとこど

もが何かできないか。 

 例えば、この間は、街をダンスするとい

うので、街中に既にあるものを使ってダン

スをしていく。例えば、外にバーがあると

ちょっとそこでストレッチをしたりとか、

床が波のように模様しているとそこで水泳

をやろうかと言って、水泳の格好をしたり

とか。遊びながらダンスをしていくという

ことをやりました。 

 先日は、日本一安いバレエ教室っていう
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のを開きました。地区のこどもたち、小学

校３年生の子たちが普通バレエを習いにい

くと、大変お金がかかる。親も行かせられ

ないというこどもたちが声をあげて、じゃ

あやりましょうというのでやったところに

６０歳のおばあちゃんが来始めた。だから、

その小学校３年生とおばあちゃんが一緒に

踊っているようなスタジオができたんです。

あるいは、障害者もそうですし、在日外国

人も多い地域ですから、ベトナムの正月に

は宴会もやりました。 

 徐々にネットワークが広がっていく中で、

山崎さんや大月さんもおっしゃいましたが、

私は、循環型の地域社会というものがなん

とか形成されていかないかなと思っていま

す。それは子供も高齢者も障害者も在日外

国人もソーシャルインクルードと言います

か、社会的包摂していけるような循環型の

地域社会です。里山資本主義という言葉が

ありますが、僕は下町資本主義と言おうか

なと思っていたら、資本主義は、ちょっと

違う、下町コミュニズムって言おうかなと。

コミュニズムというのは別に共産主義のこ

とではなく、コモンズから派生している言

葉です。広場とか、原っぱとかのような。

いろんな階層の人が豊かにつながり循環で

きるために、お祭りとしての下町芸術祭が

あるという位置づけをしたいなと思ってい

ます。 

 これは隔年で続けていくつもりです。で

すので、今年は間の年になりますので、小

さくかわいくやるつもりです。可能性とし

ては、下町の豊かな資源を、アートを通じ

て体感してもらう、一つの凡例をつくりた

いなと思っています。その凡例を来年度、

可能であれば、今長田区でやっているのを

兵庫区でもやりたい。少しずつ広げていく。

特に、西神戸のほうでそういうことができ

れば、兵庫も和田岬にちょっとおもしろい

店や、変なところがたくさんありますので。

そういう場所ってとても大事なので、価値

観を読み直していく作業をしながら、そこ

に暮らす人たちのネットワークをつくって

いくとともに、初めに言いましたけれども、

若い人たちが住めるような街にしていきた

い。 

 これは、実際にDANCE BOXでダンス留学

というのをやって今年で４年になるのです

が、卒業してからも、今１期生から３期生

までで５人が新長田に残っています。新長

田に住んで、海外に公演に行ったりしてい

ます。美術のアーティストも最近ふえだし

ました。 

 また、建築家のスタヂオ・カタリストと

いうグループがあり、空き縁ネットという

のをやって、家を売りたい人とそこに住み

たい人とをつないでいく活動もあります。

我々としては、例えば中長期的に住むだけ

ではなくて、レジデント施設として機能す

るような場所を探していくということも今

考えているところです。 

○齊木議長  ありがとうございます。き

ょうは矢崎さんがおいでにならないのです

が、神戸の暮らしを体験して、神戸に住ん

でもらう取り組みも、具体的に今動いてい

るようです。 

 それから、健康的な暮らしは神戸のライ

フスタイルだということも、しっかりと主

張していこうと岩田さんが常に言われてい

ます 

 これまでお聞きになられたように、かな

り幅の広いいろいろな活動が行われてきま

した。なおかつ、この活動は、一つ一つが

独立して行われたわけではなくて、いろい

ろな融合というか、複合的な反応の中に展

開されてきたと思います。 

 そのことから申し上げますと、私は今回

このメンバーで創造会議が展開できて、そ

して実践という一つの実験がここで展開で

きたと思います。そして、それが単に一回

きりではなくて、続けることが前提で動き

始めているということ。それから、資金や

どこかの経済に頼るということではなくて、

自立した経済の仕組みを生み出そうとして

いること。この辺は大きなチャンスだった

と思います。 

 それからもう一つは、目指す世界のこと。

今までは与えられる世界に答えて、それを

目指していたんですけれど、目指す世界は、

自分たちで、この手で獲得して、次にそれ

を共有していくということになりつつあり

ます。だから、経済のことも、そういう価

値の問題も、今大きな転換期になっている

と思います。 

 ただし、先ほどロバート・オーウェンの

話も出していただきましたけれど、実は

100年、150年、200年前と、人間がコミュ

ニティとともに生きていくという意味では

変わらない部分もあるということも確かな

んです。そのことを今回のこの創造会議の

中で私は聞かせていただいたと思います。 

 一通り意見をいただいたんですけども、

時間がまいりました。ここからは一言ずつ

になりますが、次の神戸に期待することで

も結構です。今からこういうことをやろう

としているということも。先ほど青木さん



- 17 - 

から、こんなに価値あるKIITOのことを、

一体神戸はどうしようと考えているのかと、

一発パンチをいただきました。 

 各メンバー、それでは島田さんから、一

言ずつお願いいたしましょう。 

○ 島 田 委 員   そ う で す ね 、 ち ょ う ど

KIITOの話を。実際昨年１月に開催したよ

うに、大谷さんにもかかわっていただきま

したが、ここはかなり大規模な展示が可能

です。だから、もっとここはポテンシャル

があると思います。使われていない場所も

さまざまあって、それを空き家不動産とい

う形で貸し出そうとしたり、活用したりす

るイベントも動いています。創造会議が始

まる２年前、KIITOはあまり市民に知られ

ていなくて、その後２年間でどれぐらい知

られたかどうかという点では、もっと知ら

れてもいいんじゃないかなと。やはり、ま

だデザイン都市ということ自身が浸透して

ないように思います。その点ではもう少し

努力が可能だったのではないかなと。今後

の活動に期待したいところです。 

○齊木議長  星加さん、お願いします。 

○星加委員  私ができることは微力なん

ですけれども、それぞれのプレイヤーが今

やっている事を通じて、デザイン都市にど

う貢献できるかを考え、実行していくしか

ないと思っています。 

 デザインの力で解決していける課題はた

くさんあると思うので、私は仕組みづくり

から各分野の方とコラボレーションしてや

っていきたい。「動詞としてのデザイン」

を実行していきたいと思っています。 

○齊木議長  はい。ありがとうございま

す。高濱さん。 

○高濱委員  そうですね。私は今ベース

が東京というのもあるんですけれど、この

KIITOで市民の方とやったワークショップ

もいい経験でしたし、東京でも、KIITOで

レクチャーをやってきたよとか、時々そう

いう話を聞きます。今自分がせっかく東京

にいるので、今後は神戸にこういうものが

あるというのを自分から発信して、KIITO

自体にも外に発信していく力をつけていっ

てほしいとも思います。自分自身がそれを

助けるような役割ができたらいいなと思っ

ています。 

 あと希望としては、自分と今回の創造会

議で考えたいろんなプロジェクトを、いろ

んな方と関わりながらやるんですけれど、

委員同士の横の関わりも大切かと。私は市

庁舎空間の見直しに関しては島田さんと一

緒にできたんですけれども、限られた枠組

み、時間の中で、ほかの委員の方とそれぞ

れ二人や三人ずつでも、そういった形で何

かプロジェクトが今後できれば、よりパワ

フルになるのではないかなと思いました。 

○齊木議長  ありがとうございます。福

岡さん。 

○福岡委員  自己紹介でも話しましたが、

デザイン都市とは何をデザインするのか。

そのデザインで誰をハッピーにするのか。

企業で言うところの顧客セットをずっと考

えています。自分でやってみて、そして委

員の皆さんがやっているのを見て、思った

のですが、それがこの創造都市、クリエイ

ティブシティネットワークの、「クリエイ

ティブ」というワードと密接に絡むような

気がします。 

 どういう人を引き寄せたいか、どういう

人と一緒に暮らしていきたいか。やはりク

リエイティビティを発揮する人を尊ぶとい

いますか、そういう人、やはり頑張ってい

る人と一緒にいたいなと。父親や祖父の世

代の人達の言葉だと、神輿にぶら下がるな

となります。そのクリエイティビティを追

求する市民が多く住んでいるということが、

クリエイティブシティとしてのあるべき姿

なのではないでしょうか。 

 神戸ホワイトディナーをやってみて強く

感じたのですが、あの参加準備は大変なん

です。お金の問題じゃないです。アイデア



- 18 - 

をどうやって形にするか。そしてそれを越

えてやってきた人達は、互いにリスペクト

し合えます。それがとても心地よく感じる

んですよ。神戸市は今、「心地よさのデザ

イン」を色々と思索しています。クリエイ

ティビティを尊ぶ人たちが集まる街、そこ

で生まれる心地よさというものを追いかけ

ていくのがいいんじゃないかなと。これは

一市民としても追いかけたいし、できれば、

都市デザインのテーマとして取り上げてい

けないかなと思います。 

○齊木議長  ありがとうございます。そ

れでは、大月さんお願いします。 

○大月委員  今回のプロジェクトでこど

もたちの様子とか、サポーターさんたちの

様子を見て、僕もこんなものを扱っている

からいつでも連絡して、と言ってくださる

方たちも随分出てきました。 

 それから、福祉の現場で廃材をうまく使

いながら、ホームレスの人たちの自信にな

ったり、あるいは何かいい時間が持てるよ

うなものに利用できるんじゃないかといっ

た御相談も受けました。ここで生まれたい

ろんなネットワークと、集まってきている

廃材を、今後も上手にそれぞれが当事者に

なりながら、だんだん充実させていって、

ネットワークがきちんと浮かび上がるよう

なサポートを続けていきたいなと思ってい

ます。 

○齊木議長  ありがとうございます。青

木さん。 

○青木委員  ずっとやってみたかったこ

とは、サードパーティ型の新しいものづく

りであり、ことづくりなんです。 

 それからもう一つ、コミュニティレベル

のビジネス創出です。地域づくりというと

いつも田舎なんですけど、本当におもしろ

いのは都市なんだろう。神戸には可能性が

あると思います。 

 自分は最近すごく思っているのですが、

「市民は」という言葉を使うとき、何とな

く素人っぽく市民をイメージしているよう

で、上から目線を感じます。そうではなく、

市民というのは、一人一人がすばらしい専

門家であるということ。一人一人が専門家

なんだから、彼らをつなげばいいんだと思

います。 

 それからもう一つ、コミュニティで物事

をつくろうとするとき、特にデザインとい

うと小綺麗な話をするんですよ。夜景がき

れいだとか、そうじゃないですよね。もっ

と切実な問題が都市の中には山ほどあるし、

その切実な問題が出てきたときに初めて知

恵が出ると思います。そういうふうに考え

れば、ここには切実な問題がたくさんある。

それはどこの都市でも抱えている。老人問

題であるとか、そういう問題は幾らでもあ

ります。廃材の問題もそうですけれども、

うまくネガティブなものを入れることによ

って、クリエイティブが引き出されるとい

うことを考えなければいけない。 

 そんなことを考えているときに、生協の

話をしていただいて。あっ、そうか、これ

で絵づらが決められるかもしれないなと思

いました。ああいうすばらしい伝統がある

ということは、やっぱりそれだけの土壌が

ここにはあるのだと思います。市民活動の

伝統の厚みは、ほかにはない話だし、恐ら

くアジア中のどこにもないかもしれない。

神戸で何かできる可能性があるなと思いま

した。そういう活動を期待したいし、今後

もお手伝いしていきたいと思います。 

○山崎委員  青木さん、いい話をされま

す。それでいいんじゃないですか。青木さ

んにはぜひ引き続き神戸にかかわっていた

だいて、グッドデザイン賞の審査員を引き

受ける代わりに、神戸にも絶対来てくれと

いう。 

 正におっしゃるとおりだと思いますね。

神戸ってすごいことを成し遂げてきた街だ

と思いますし、神戸は一体何をどう形作っ

てきたのかと積分するというか、分割して

見ていくと、当たり前のことですけど、や

っぱり市民が神戸をつくってきたんでしょ

うね。神戸の原材料というと、やっぱり一

番大きなエネルギーは市民だろうと思うん

ですよ。もちろんコンクリートも、鉄もガ

ラスも全部神戸をつくっている。形作って

いるけれど、それを差配していくのはやっ

ぱり市民ですから、これはこうつくろうと

か、これ運ぼうとかやっているのは市民。 

 神戸を変えようと思ったら、その市民の

判断を変えないといけないということなん

でしょうね。市民が判断をしていろいろ形

作ってきたものですから、この椅子を買う

かどうか決めたのも、この空間つくるかど

うか、これをどう塗るかを決めてきたのも

みんな市民が一緒になってつくってきた。

もし今神戸市民が行政に丸投げの意識を持

っていて、他人任せで自分たちの主体性が

なくなっているとすれば、やっぱりこの市

民の意識をどう変えていくかっていうこと

が、神戸をつくる、あるいはつくり直して

いくということにつながっていくんだろう

と思います。 

 極めて距離が遠いように見えますけれど
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も、あるゆる機会を使って市民の意識を少

しずつ21世紀型に変えていくっていうこと

も、重要なのかもしれません。それは要す

るに、神戸が何か課題を抱えているとすれ

ば、その課題の中に市民の非当事者性、大

月さんの言葉を使えば、当事者になりきっ

ていないような、誰かに任せとけばいいだ

ろうと思っているような側面がないかどう

かですね。そのことについて、神戸市が何

かやろうとするのであれば、それが福祉畑

のことであろうとも、それから防犯、防災

畑であろうとも、あるいはゴミや環境問題

であろうとも、全ての施策に市民の意識を

少し変えるような要素が入っているかどう

かをチェックしていくこと、これが「デザ

イン都市・神戸」を変えていくことにつな

がっていくのではないかと思います。 

 だからこそ、市役所の職員の仕事の仕方

が変わっていくべきだと思いますし、今ま

で１年でできるだろうなと予算を組んで、

事業計画を発表してやってきたことを３年

掛けてみよう、時間はかかるかもしれない

けれど予算を下げて、市民とえんえん議論

をしながらそれをやろう。それが実行され

るのは遅いかもしれないけれど、市民の意

識は確実に変わって、行動が変わるでしょ

う。それ自体を評価指標にすることができ

るような施策展開というのは一体どんなも

のなのか。その仕組みを神戸市役所がデザ

インすることができたら、これは全国の自

治体の中ではあんまりやったことがない内

部審査指標ですからね。評価指標の仕様が

がらっと変わります。こういうことができ

る市役所に変わったとき、神戸市民が改め

て試されることになるだろうなと思います。

その先に少しずつ地域が変わっていく機運

があるんじゃないかという気がしました。 

○齊木議長  大谷さん、よろしいでしょ

うか。 

○大谷委員  市民の意識を変えることは

大事だし、とても難しいことです。例えば、

下町芸術祭やるときに、本当に商店を一件

一件回って御挨拶に行きました。それでも、

なかなか興味を持ってくれないことは当然

あるわけです。 

 ただ、ダンスを専門的にしている劇場っ

ていうのは恐らく日本でうちと東京、二つ

ぐらいしかない。ダンスのコミュニティは、

大体どこの劇場に行っても、お客さんが知

り合い同士と狭いです。それが、新長田で

はうちの劇場に、地元の人たちが今２割ぐ

らい来始めています。漁師さんや、建築家、

こどもさんも来るし、おばあちゃんも来る。

コンテンポラリーダンスをやっている劇場

にいろんな地域の人たちが来る。それは会

話の新しい形になりうるかもしれません。

それを継続していくことによって、神戸の

新しいもう一つのアイデンティティを何か

つくっていければと考えています。 

 

○齊木議長  ありがとうございます。 

 最後にお話を全て重ねてみると、人の力

といいますか、人によってデザインは実現

され、コミュニティをいかに生み出すかと

いうこともそこに全て重ねられていく。 

 一言最後に皆様のお手元にお配りした資

料について、もうまとめる時間はございま

せんけれど、きょうプレゼンテーションを

聞いておわかりいただけたと思います。私

は議長として大変幸せでした。分野が全く

違う方々が、150のキーワードを出し合い、

テーマを掘り起こして、２年になります。

２年掛けてここまでやりました。そのとき

に、実際に実験、実践をして、それをまた

次の課題にうまく展開するという一つの方

法論が生まれたんですが、ここにあります

ように、このメンバーの共通点に気づきま

した。この６点です。常に地域社会や福祉

社会に貢献する意志を持っていらっしゃる

方、それから、かなり楽観的ということに

なるかもしれませんが、夢を持ち続ける意

思があります。それから、お話の中に常に

ありました、子供やお年寄りや地域の人た

ちの暮らし、人を思いやる心、人間力を持

っていらっしゃる。それから、もう一つ大

切なことは、一つのことをある場所で行わ

れているんですが、常に他の動きとの連携

を考えていらっしゃいます。総合的な思考

体系を持っておられます。これは物すごく

私たちを刺激しましたし、楽しかったと思

います。 

 最後に２点ありますが、仮説・実験を積

み重ねる実践力を持っています。行政が何

を言おうと、地域の方々がノーと言おうと

とにかくやってしまうんだと。その実践力、

実行力、これをやはり私たちは共有してい

たと思います。 

 それから、何よりもこのメンバーでもう

一度プロジェクトを組みたいと高濱さんが

おっしゃいましたけれど、私も全く同感で

す。複数の専門によって協調する能力。特

にこういう12のプロジェクトが動くときに、

市の担当者の方々が、自分の部局を越えて

連携されました。恐らく事を動かされてい

るときには、自分がどこの部局のどういう

立場かを忘れられて参加していただいた結
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果が、この12のプロジェクトを生み出した

と思います。 

 ということで、私はこの６つのことに気

づいたということを、皆さんにお届けしま

す。 

 創造会議は、きょう２年間の役割を終え

ますが、きょういらっしゃらなかった矢崎

さんや岩田さんも含めて、このメンバーの

活動はこれからも続きます。そして、ある

ところで１冊の本を書いてみたいなとも思

っております。 

私たち自身にとっても大変有意義な２年間

だったと思います。また４月から新しいこ

とが始まるとお聞きしていますが、そこに

もこのメンバーは常に押しかけていってい

ろいろな発言や実践しているものを紹介し

て、けしかけてみたいなと思います。 

 大変ありがとうございました。これから

も「デザイン都市・神戸」がさらに推進さ

れていくことを、さらにこのKIITOは、な

んと言ってもすばらしい価値があるもので

す。これに神戸市民に気づいてもらい、う

まく活用しながら、そして神戸の都市の魅

力ももう一度読み直してみたいと思います。 

 長くなりましたが、これで私たちの２年 

間を一区切りさせていただきます。ありが

とうございました。（拍手） 

（終わり） 


