
 

 

 

 

 

「デザイン都市・神戸」  

創造会議 
平成 28 年度 第１回 

 

 

 

 

日 時 平成 28 年 4 月 25 日 午後 1 時 30 分～4 時 30 分  

場 所 神戸商工貿易センター24 階ステラコート  
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○齊木議長  皆さん、こんにちは。本日

は創造会議に御参加いた

だきましてありがとうご

ざいます。  

 この創造会議は２年前

にスタートし、今回から

３年目に入ります。神戸

の未来のため、言ってみ

れば、神戸の未来の人た

ちのために、私たちに何

ができるか。これを負う仕事をこの新しい

メンバーと一緒に進めていきたいと思って

おります。  

 初めに、久元市長から御挨拶をよろしく

お願いします。  

 

○久元市長  皆さん、こんにちは。市長

の久元喜造でございます。

平成 28 年度第１回の「デ

ザイン都市・神戸」創造

会議を開催させていただ

きます。お忙しいところ

お集まりいただきまして、

ありがとうございます。

この会議は平成 26 年度

からスタートしました。

この場には、議長の神戸芸術工科大学学長

の齊木先生を始め、26 年度より御参画いた

だいている委員の皆様もおりますし、また、

28 年度に新しく参画をお願いをした委員

様がおられます。どうかよろしくお願いし

ます。  

 この創造会議は、単にアイデアを出し合

うとか、議論を出し合うという形ではなく

て、目に見える方向にしていく。そして、

行政もそれを認めて、しっかりと目に見え

る成果を出していくというような考え方で

進めてまいりました。  

 おかげさまで、この 26 年度、27 年度の

議論を踏まえ、例えば東遊園地の芝生化の

プロジェクトが進行しましたし、市役所庁

舎の庁舎空間も、かなり改善ができました。

それ以外でも、大きな成果が出てきていま

す。大変ありがたいことだと思っておりま

す。  

 こういう動きは、ある意味で実験である

という面がございます。例えば、東遊園地

の芝生化も、市民の皆さんがここでいろん

なイベントをしたり、憩ったりするという

ことですから、はげてしまうかもしれない

わけです。そのリスクもおかしながら、と

にかくやってみようということで、公園サ

イドの皆さんで芝生を植えようとしていま

す。デザイン都市の創造について考えたと

きに、リスクのことを考えながらも、チャ

レンジしていくというプランが必要ではな

いかと感じております。  

 ただ、いろいろと成果を出していくこと

が大事ではありますけれども、やはりデザ

インの原点、これも忘れてはならないと思

います。この点については、奥行きが深い

話ですので、私はまだまだ勉強不足のとこ

ろがあるんですが、最近、デザインについ

てずっと御指導いただいておりますフェリ

シモの矢崎社長が、10 年以上前に書かれま

した論文を読ませていただきました。デザ

インというのは、非言語的コミュニケーシ

ョンシステムであるということを書かれて

おりました。  

 一方で、役所では文書のやりとりが頻繁

にあります。言語とデザインは必ずしも排

除し合うものでもないと思うんですが、言

語よりもかなり幅広い可能性をデザインが

持っているのではないか。26 年度の開始の

ときにも申し上げましたけれども、デザイ

ンというのは、恐らく人間の五感全体にか

かわるという意味で、非常に大きな可能性

を持っているんではないかなという気がし

ております。  

 もう一つ、「デザイン都市・神戸」をさら

に進めていくためには、やはり日常性とい

うことだけでは、ひょっとしたらだめなの

かもしれません。日常性と非日常性という

ものが両方ある、暮らしやすいまちである

ということ、これが大事です。まだまだ神

戸も足りないところがありますが、やはり、

若者に選ばれるまちとして、外からも神戸

に来て、ワクワクしてもらうためには、日

常性だけではだめなのです。両方の要素が

恐らく神戸のこれからのまちづくり、ある

いは神戸市民の暮らし、あるいはさまざま

なビジネスをどうしていくのかということ

についても、かなり大事な要素になる。こ
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れはやはり、デザインということと大きく

かかわってくるのではないかという気がし

ております。  

 私は専門家ではありませんので、これ以

上は申し上げませんけれども、とにかくク

リエイティブな発想で、クリエイティブな

まちに神戸がなっていくように、この「デ

ザイン都市・神戸」創造会議が今年度も大

きな成果を上げられていただきますように

御期待を申し上げながら、年度開始に当た

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。（拍手）  

 

○齊木議長  それでは改めて、進行役を

務めます齊木でございます。よろしくお願

いします。きょうは、時間が２時間しかご

ざいませんので、プレゼンターの方々には、

８分以内でとお願いしております。できれ

ば５分ぐらいでやっていただきまして、あ

と、少しずつでもきょうのお互いの意見に

ついての意見交換をしたいなと思っており

ます。  

 きょうは、実はこのメンバーと顔を合わ

せるのが初めてです。今、15 分前に顔を合

わせました。この場を使って、私たちがこ

れから１年、または２年間で展開する、そ

のスタートアップをしていきたいと思って

おります。よろしくお願いします。  

 自己紹介は、プレゼンテーションの場で

それぞれにお願いをします。  

 この会議では、これまでの２年間と同じ

ように、皆さんの御意見も含めて記録に残

します。そして、それを積み上げて、神戸

の未来に活用していただく資料にしていき

たいと思っております。ホームページ等で

この記録は公開されますので、御了解いた

だきたいというふうに思います。  

 それでは早速、私からプレゼンテーショ

ンしてよろしいでしょうか。  

 ２年間、「デザイン都市・神戸」創造会議

をお手伝いいたしまして、議長を務めさせ

ていただきました。そして今、４枚ほど資

料を準備いたしましたので、これで簡潔に

申し上げたいと思います。  

 神戸がデザインの都市であるというのは、

揺るぎない事実だと思います。その１枚の

絵が、この神戸が開港したときの１枚の絵

です。私がロンドンに住んでいたときにこ

の１枚を手に入れました。この色は、イギ

リス人が着色したものです。何とこの絵の

後ろは、はげ山です。緑は山麓にしかあり

ません。実は、神戸が開港したときに、こ

の六甲山の緑化がデザインされたのです。

旧居留地も建設中です。神戸のデザイン都

市の原点は神戸開港の時にあると思ってい

ます。  

 

 ２年間、この 11 名のメンバーと一緒に

創造会議でいろいろ議論してまいりました。

矢崎和彦さん、それから福岡壯治さん、星

加ルリコさん、そして、嘉名光市さん。岩

田弘三さん、青木史郎さん、大谷燠さん、

大月ヒロ子さん、島田陽さん、高濱史子さ

ん、山崎亮さんがおいでになりましたけれ

ど、私が一番感動を覚えたのが、やはり、

「デザイン都市・神戸」創造会議は、人に

よってつくられるということです。  

 創造会議のメンバーの特色をここに紹介

しています。何よりも、「ひとを思いやるこ

ころ」、さらには「総合的な思考体系」があ

ります。さらには、「楽観主義」といっても

いいかもしれませんが、「夢を持ち続ける意

志」があります。さらには、市長も先ほど

実験という言葉を使っていただきましたが、

「実験を積み重ねる実践力」を皆さん持っ

ていらっしゃる。さらには、複数のプロボ

ノ。まさにそれぞれの「プロフェッション

を生かして協調する能力」を皆さんお持ち

でした。さらに、地域社会や常にグローバ

ルな世界につながり「地球社会に貢献する
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意志」を持っていました。  

 そして、皆さんと「デザイン都市・神戸」

創造会議を展開する中で、気づいたことを

仮説として組み立てる。そして、その仮説

を確認する。問題を把握する。課題を設定

する。というこの図 1 の左側の部分を動か

しながら、実は、委員会とかよくある会議

は、左側で大体終わるんですが、図１の右

側の実践に突進していったんですね。  

 初めは、嘉名さんと福岡さんがどこかで

つぶやかれた芝生事件です。私は事件だと

思っているのですが、短期対応型で、芝生

を持ってきて、東遊園地に芝生を張ってし

まった。その後、長期的にこれをどうする

かということで、市長や皆さんにお願いを

して、特に、公園の方々、緑地管理の方々

も大変な努力をされたと思いますが、今、

この長期・短期組み合わされた計画が、少

しタイムラグを持ちながら実践の方向へ動

いています。  

 ただ、芝生は枯れてしまいました。これ

は、失敗です。だけど、失敗は次のいいチ

ャンスを生み出しています。ここで実現の

検証までやってしまいます。こういう流れ

が実は図に示す様に無限に、１、２、３、

４、５、６、７、８と続いていく、これが

創造会議のクリエイティブデザインプロセ

スといっていいと思います。  

 これがスライドの最後です。この緑の文

字は２年間で議論して、実行した内容です。

「東遊園地の活性化」、「仲間で気軽に音楽

を」、それから、「親しみやすいコベリンコ

ミュニティ・サイクル」、これはもうまちを

自転車が走っています。「ふれあい商品の魅

力向上」、それから、「デザインのチカラ展」、

さらには「地域づくりコミュニティづくり

研修」。さらに、「神戸暮らし体験事業」、「医

食同源健康な食を神戸から」、「BE KOBE」、

「廃材に新しい価値を」。それから、あとは

「下町芸術祭」、「若手建築家を育てるトー

クイベント」そして、「市庁舎の空間の見直

し」というようなことで、それに担当され

た方々の名前は紹介しませんけれど、これ

らは実現したものです。この後ろにある黒

い文字は、２年間議論して、皆さんが仮説

を立てた内容です。そして、実践されまし

た。  

 

 神戸がデザイン都市としてスタートした

2011 年のころに、神戸の課題を図２にまと

めたものがあります。これは皆様の意見を

私がまとめたものですが、仮説と実践が創

造会議で展開されました。この延長に、私

たちは今、立っていますし、これから、こ

のメンバーで新しいチャレンジが始められ

ることを期待しております。これで、私の

プレゼンテーションを終わります。（拍手） 

 ここからは、嘉名さんからよろしくお願

いします。  

 

○嘉名委員  嘉名でございます。よろし

くお願いします。きょう

は、「やってみたいが叶う

まち・神戸」ということ

で、少し私の紹介も兼ね

てやらせていただきます。 

 きょうお話しする話は、

多分、社会や仕組みのデ

ザイン、あるいは、公共

性のリ・デザインという

ようなことかなと思って

います。  

 今回、神戸市の総合計画でも、「惹きつけ

る」というキーワードが出てきました。「惹

きつける」って何だろうというのを考えて

みたときに、我々がよく考えるのは、都市

の存在条件です。存在条件というのは、例

えば道路とか交通とか、それから行政サー

ビスが充実しているとか、要は、環境が充

実している。そのことは結構考えやすいし、
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できやすい。だけど、こればっかりやって

いると、実は、お金がないとできないとか、

人がいないとできないとか、そういう話に

なってしまう。つまり、根本的にやっぱり

差別化というのはなかなか難しいわけです。

違いがなかなか出せない。それこそ、日本

全国地方創生と言っているので、ますます

差がつきにくいということになります。  

 そこでやっぱり、本当にじゃあ何が大事

なのかと考えると、私は、やっぱり都市の

存在理由というのが非常に大事だろうと思

っています。この都市じゃないとだめ、こ

の都市だから私は住むんだということ、そ

れは多分、福祉のサービスがいいとかいう

こともありますけれども、やっぱりこの神

戸という都市がワクワクする、惹きつけら

れるっていうことだと思います。  

 私がよく言う例えでいうと、仏つくって

魂入れずっていう言い方をしますけれど、

仏をつくるということは、皆さんよくやる

んですけど、この魂を入れる、都市に魂を

入れることが非常に大事なんだろうと思っ

ています。  

 ２年前の「デザイン都市・神戸」創造会

議のときに、私は二つのことを申し上げま

した。一つは、プロジェクトから考えまし

ょうということです。実際にやってみまし

ょうという話です。それから、もう一つが、

神戸の「やりたい！」をつくりましょうと

いうことで、それを実際にやって、皆さん

に実感してもらいましょうということです。

それも、行政だけじゃなくて、いろんな人

が深くかかわりながらやっていくのがいい

んじゃないでしょうかという話を申し上げ

ました。  

 そのバックグラウンドとしてあるのが、

例えば、これはニューヨークのハイライン

です。これは、別に行政がやったプロジェ

クトではないんです。市民や NPO の人た

ちがやりたいと考え出した仕事です。それ

から、タイムズスクエアの BID の広場化も、

地域の人たちがやりたいと言い出した。役

所はどちらかというと、私はよく、勝ち馬

に乗ってくださいっていう言い方をするん

ですが、ハイラインもタイムズスクエアも、

最初は渋々なんですね。だけど、後から、

いや、僕らが仕掛けましたと言っていいん

です。やりたい人たちが自分たちのやりた

いまちを実現するような、神戸にしたいと

いうことですね。  

 実際、大阪の難波の高島屋の駅前も、地

域の人たちが広場化したいと言い出して動

いています。要は、勝手にどんどんやりた

いという思いが地域から巻き起こるという

状況が、非常にバイタリティのある、活力

ある都市なんだと思っています。  

 実際、神戸でも、先ほど市長からもお話

がありました東遊園地で、福岡さんや村上

君、星加さんも映っていますが、実際に神

戸の東遊園地を変えていこうという動きが

出てきた。これは本当に神戸にとってすば

らしいことだろうと思っています。  

 これをもっと広げていくことがこれから

大事なんだと思っています。２年前にも少

し申し上げたのですが、これは、大阪の木

津川っていうところでやったデザインコン

ペです。普通、こういう公共空間のデザイ

ンは、資格があるとか、専門家じゃないと
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エントリーできないんですが、誰でも応募

できる仕組みにしました。これはかなりの

チャレンジでした。そのかわり、新しい地

域の公共性や、地域の人たちと一緒にデザ

インをしていってくださいというリクエス

トは入れました。つまり、新しい仕組みで

空間をつくっていきました。こんなことも

一つのアイデアだろうと思います。  

 それから、これは水都大阪で、2010 年か

ら、恒常的な水辺のにぎわい創出支援事業

っていうのをやりました。これは何かとい

うと、水辺で何かやりたい人は手を挙げて

くださいというプロジェクトです。最大

150 万円補助もつきますが、どちらかとい

うと、やりたいことを提案してください、

それをかなえてあげましょうというプロジ

ェクトです。  

 これは、リバーサイド・ヨガという、実

はヨガをしている団体さんが、水辺でヨガ

をやっています。実際には、これはほとん

どお金は必要なくて、規制緩和だけでした。

なぜ、ヨガをやっている人たちがこの公園

で水辺のヨガをやりたいかというと、実は、

ヨガというのはふだん、カルチャーセンタ

ーとかでやるんですけど、本当はガンジス

川のほとりでやる。実は、リバーフロント

でやるということは非常に大事なんだそう

です。ところが、こういうところは、営利

行為禁止で普通は使えないので、それをど

うやってやるかと考えた。我々は、これは

公園の風景を豊かにしてくれるんじゃない

のと。もちろん、エゴではだめなんです。

だから、公園の風景を豊かにしてくれると

いう公共性を担ってください。例えば、週

末に無料のヨガ教室を開いてください。だ

から、営利行為だけではだめですけれども、

ちゃんと公共貢献してくれるんだったら、

あいている時間はヨガスクールをやっても

いいじゃないかということで、これは、公

園管理者等と話し合って、規制緩和で実現

することができました。  

 こんな形で、皆さんがやりたいと思うこ

とに手を挙げて、それがどんどん形になっ

ていくような仕組みやシステムがいいと思

っています。  

 実際に、これはサンアントニオのエリア

マネジメントの仕組みですけれど、民間と

行政と地域の方々が一緒に魅力的なまちを

つくる仕組みっていうのが、私はゴールだ

と思っています。それに向けて、神戸の次

のステップを目指していってはどうかなと

思っています。  

 こういうソーシャルデザインとか社会や

仕組みのデザイン、あるいは、公共性のリ・

デザインをやっていこうとすると、実際に

いいプロジェクトをしつらえる、ハード空

間をつくるとか、いい空間をつくるプロジ

ェクトだけではなくて、いろんな人にその

意味を伝えたり、価値を伝えたり、それか

ら、そういうものをやろうという人たちを

育てていったり、私は五つぐらいのアクシ

ョンのジャンルを考えています。こういう

のをやっぱり同時に、順番に回していくこ

とがとても大事だと思っています。  

 ありたい都市を実現している神戸という

のが、やっぱり何よりも神戸の魅力になる

んじゃないかと思います。そのまちの市民

であるということに誇りを持って、 civic 

pride を持つと、やっぱり何かをやりたい

という意志を持った人が神戸にやってくる

ようになる。そうすれば、神戸っていうま

ちは、ほかの都市とやっぱり違うなという

ことになるんじゃないか。そういうことが

実現できる神戸っていうのを、ぜひ実現す

ればと思っています。以上です。ありがと

うございました。（拍手）  

 

○齊木議長  ありがとうございました。

しっかり場を楽しくしていただき、ありが

とうございます。  



- 6 - 

 次は、横山さんお願いいたします。横山

さんは、SRC グループの会長兼兵庫エフエ

ム放送株式会社代表取締役社長でもいらっ

しゃいます。よろしくお願いいたします。  

 

○横山委員  皆さん、こんにちは。横山

と申します。よろしく

お願いします。調子に

乗って、スライドを 30

枚もつくってしまいま

して、どうやってやろ

うかなと思いながらこ

こに立っております。  

 きょうは、「街を楽し

もう。」というコンセプ

トでお話をさせていただきます。時間がな

いので、さくっと自己紹介に行きます。実

は私、甲南大学の３年生のときに会社をつ

くりました。実は、今、こうした事業をし

つつ、まだ神戸大学で学生をやっているん

です。博士課程の３年生になります。自称

「愛」研究家。どうでもいいことですけれ

ども、愛について語らせると２時間ぐらい

しゃべります。今、学生という立場を利用

して、学生起業家と言いながら、新事業の

開発等をさせていただいております。  

 西日本で一番求人広告を売っている会社

とか、地域でフリーペーパーを発行したり、

今流行っているランチパスポートもやって

います。あとはウェブ関係とか、日本で最

大規模のキッズチアスクールを兵庫県で展

開したり、わかりやすいところでは、今紹

介いただいた Kiss FM KOBE であったり、

そんなことをやっております。  

 ほとんど地元で仕事をしていますから、

やっぱり神戸の中で解決したいことや発展

させたいこととかいろいろあって、それを

実際のビジネスをやりながら、どんなこと

ができるかと、ずっとやってきています。  

 まず、情報媒体はいっぱいあるのに、情

報が足りないのではないかと思っていまし

た。実はこれ、福岡と神戸とをよく比べる

んです。私はよく、福岡と神戸は比べられ

るものでないと言うんですけど、自分も比

べていまして。新聞のシェアというのがあ

ります。実は、神戸新聞のシェアと福岡で

いうと西日本新聞のシェアとは結構違うん

です。福岡では、西日本新聞は半分ぐらい

のシェアを持っていて、神戸新聞は、神戸

では３分の１ぐらいのシェアですから、な

かなか統一した情報が行きにくい状況にあ

るなと思っています。  

 また、街を楽しむ情報を網羅するメディ

アが実はない。じゃあ、それを何か解決で

きないかと思ってやっているのが、 Kiss 

FM KOBE です。何を思ったかというと、

ラジオをやっている場合ではないというこ

と。単なるラジオではなくて、地域のメデ

ィアとしてやっていくことによって、今言

ったようなエンターテイメントの情報を網

羅して、何かお役に立てないかなと考えま

した。  

 一生懸命番組をつくっているので、地域

で一番聞いてもらえるラジオにはなったん

ですけれども、それだけではだめだなと言

って、イベントも今、頻繁にやっておりま

す。こういう Kiss PRESS というフリーペ

ーパーも発行しまして、あちこちで配布し

ています。どんどん今、発展しているとこ

ろです。  

 これとまた、ウェブ版が実は人気でして、

どういうことかというと、今週末に遊びに

行きたいなと思ってこのサイトをクリック

すると、今週末のイベント情報が、一気に

見られる。これを、実はたくさんの人に使

っていただいていまして、ウェブのリーダ

ー数がウナギのぼりの状態です。こういう

ニーズがやっぱりあったんだと思って、こ

れもまたどんどん発展させていきたいな今、

みんなでやっております。イメージとして
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はこんな感じです。この辺がちょっと魂に

できればなと思っております。  

 次に、「起業家が足りない？」。私は学生

のときに事業をやっていて、もっともっと

たくさん起業家が出ないかなということで

す。そこで神戸大学の卒業生の起業家が集

まって、起業家ゼミをやっていました。こ

こから、起業家を結構、輩出しております。

これは、起業家ゼミと神戸大学、神戸市と

一緒にやったイベントです。神戸大学のホ

ームページでも紹介されています。  

 こういうゼミをつくって、まずは起業マ

インドの醸成ができればいいなと思ってい

まして、また、この後も御協力いただけれ

ば頑張りたいと思っております。  

 問題は、そのマインドを醸成しても、ち

ゃんとした起業家が地域にたくさん出るか

ということです。これは、神戸市のシリコ

ンバレーへの派遣交流事業と連携してやら

せていただいた起業家のイベントです。IT

事業で大きく展開するのもいいんですけれ

ど、どちらかといえば、非常に地に足のつ

いた事業、地域の中でいい仕事をつくりま

せんかという意味の、ちょっと形が違うイ

ベントです。実際にこれで優勝した彼は、

実は事業を始めていまして、そのサポート

もしながら、また次の方向でもやっていき

たいなと。また次も御協力いただければな

と思っております。  

 次は、「地元就職が足りない？」。これも

よく出てくる課題です。神戸で卒業した人

が、神戸の会社に就職しない。これをどう

にかしなければという話も出てくる。そこ

で我々できることは何かないかなというこ

とで、実は、リクルートと話をつけまして、

リクルートがやっている地域のイベントは

かなり少なかったんですけれども、神戸で

たくさんイベントを開催するということを

やっています。大体、去年、一昨年に比べ

て３倍、４倍のレベルでイベントの数をふ

やしていこうと思っております。  

 「音楽が足りない？」。これは、足りない

とは実は思っていなくて、御存じのとおり

カミング神戸というイベントがありますし、

また、新開地音楽祭とか、ジャズストリー

トとか、私どもがやっているアコースティ

ックのイベントとか、いろんなイベントが

ありますので、うまくこれらを競争させな

がら、どんどん発展させていければ、もっ

といいまちになるかなと思っております。  

 「マーケットが足りない？」。これは、私

一人でずっと言っているんですけど、東瀬

戸経済圏と一緒にやりませんか。東瀬戸経

済圏というのは、岡山とか高松、福山、こ

のあたりのことを言います。それに徳島も

兵庫県もひっくるめて、みんな、兵庫県の

人って東を向きたがるので、西を向きませ

んかと。実際調べてみると、経済圏でいう

と、大体、２倍ぐらいになると。地域でち

ょっと手打ちがないなというときに、経済

圏をぐっと広げてみると、少し目が変わる

かなと思っています。流通データを調べて

みると、まだまだ発展性があるので、これ

はいいかなと思っております。  

 「予算が足りない？」。やっぱり行政の方

にお願いしたいのはお金です。使うときに、

どうしても消費・消化・習慣という感じの

お金の使われ方をしているような気がして

なりません。最近もいろいろなコンペに参

加をさせていただいていますけれども、そ

の事業が「自立可能」「持続可能」「再生産

的」な事業であれば、余りお金をかけずに

どんどん二重、三重に街が発展していくよ

うなお金の使い方ができると思うので、そ

の辺の基準を加えていただきますと、すご

くよくなると思っております。  

 最後に、私たちが街を楽しむと人が集ま

ってくる。この前、市長ともお話ししたん

ですけれども、人口の取り合いの競争をし

たって全然無意味じゃないですかと言った

ら、いや、そんなことないとおっしゃいま

した。そうですか、じゃあ何が必要かと言

うと、我々が街を楽しむべきなんです。人

を呼ぶために何かをするというのではなく

て、我々が楽しむことによって、勝手に周

りの人がああ、おもしろいって寄ってくる

のではないかと。そこに力を入れていくこ

とによって、人口はふえていくのではない

かなと思いながら、きょう、お話をさせて

いただきました。どうもありがとうござい

ました。（拍手）  
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○齊木議長  ありがとうございました  

 それでは、次は矢崎さんにお願いいたし

ましょう。株式会社フェリシモの代表取締

役社長で、さらに神戸経済同友会の顧問を

務めていただいております。嘉名さんと同

じく、第１期の創造会議のメンバーであり

ます。よろしくお願いします。  

 

○矢崎委員  人口減少、既存産業の衰退、

東京一極集中、国際競

争によって神戸が終わ

ってしまった・・・。

なんていうということ

になったら大変という

ことで、そのための方

策を真剣に考えないと

いけない時期にあると

思います。私の結論を

先にお話ししたいと思

います。神戸は、横山さんの話にもありま

したが、やっぱり新しい産業が生まれる都

市にしないといけませんし、どんどん人が

移り住んでくれる活気がほしい。最近、福

岡に人口が抜かれましたが、じゃあ神戸と

どうしていくのか。そのことを考え、手を

打っていかなければならないと思います。  

 とはいえ、これまでのように何でもあり

ではだめです。やはり、キーワードは創造

性だと思います。クリエイティブな産業が

どんどん生まれて、クリエイティブな人材

が世界中、日本中から集まってくるまち。

目指すべきはそこだと思います。神戸にい

る人たちが輝いていると、それに引き寄せ

られて、人口は増えていきますし、経済も

活性化していくと思います。  

 デザイン都市推進にあたっては、いろん

なことを皆さんが考えておられると思うん

ですけれども、デザイン都市推進は神戸の

戦略です。だから明確な目標と具体的なア

クションプランが求められます。神戸のあ

るべき 10 年後をイメージして集中的かつ

接続的に取り組んでいく必要があります。

この会議も２年ということなんですが、２

年、３年でできることを、というのももち

ろんあるんですけれども、私は 10 年後を

イメージして、集中的かつ持続的な取り組

みをする必要があると思っています。  

 仮に神戸 2026 としました。企業の普通

の経営ではよく使うような枠組みですが、

何のために会社があって、それは誰が対象

で、何を提供して、どんな方法でやるのと

いうような戦力ドメインというフレームや、

STP、つまり、セグメンテーション、ター

ゲティング、ポジショニングといったフレ

ームを使用して考えてみました。  

 まずは WHY？神戸の存在理由は何なの

でしょうか。ちょうど神戸 2020 ヴィジョ

ンというものが発表されました。そこに、

「若者に選ばれるまち」プラス「誰もが活

躍できるまち」とあります。まず前者です

が、この図では若者の対極を老人としまし

た。若者には選ばれたいけど、老人には選

ばれたくないということです。これはかな

り明確なヴィジョンだと思います。次に誰

もが活躍できるまちとあります。ここも明

確です。この二つを重ね合わせて考えると
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若者が神戸を選ぶ理由が、自分が活躍でき

るまちであるということになります。誰も

が活躍できるまちとは私が以前から申し上

げている「舞台都市」と同義だと思います。  

 ここからは私の意見です。本気でヴィジ

ョンに取り組んでいくのであれば、ターゲ

ットは思い切って、創造的で事業意欲に富

む 20 代・30 代の若者に絞り込む。そんな

人たちに活躍の機会、つまり、機会の提供

と活躍の支援をしましょう。そのために、

神戸 2020 ヴィジョンで出ておりましたけ

ども、官民一体で、そのことを後押ししま

しょうということをご提案申し上げます。  

 仮に「KOBE チャレンジ 100」としてあ

ります。若者が活躍できるからこそ選ばれ

るまちになるための具体的なアクションを

100 個揚げて取り組んでいきませんかとい

うことです。  

 チャレンジ１はクリエイティブ産業のス

タートアップ支援制度をつくる、クリエイ

ティブベンチャーの支援制度をつくるとい

う内容です。横山さんの話とも通じるかも

しれません。  

 チャレンジ２は移住支援制度をつくる、

空き家が多いという問題があるという話で

すけれども、そういったものを低額で提供

して改装費を補助するなんていうのはどう

でしょうか。  

 チャレンジ３は仕事の機会をつくる。ミ

ラノサローネというものがあります。あれ

はもともと百貨店のショーウィンドウから

始まったことが、あそこまで大きくなった

のですが、神戸サローネみたいなことを始

めませんかとかいう内容です。  

 チャレンジ４は神戸クリエイティブ産業

賞の創設です。これは世界的な賞を神戸が

中心になってつくりませんかというもので

す。  

 チャレンジ５は、世界中からクリエイテ

ィブ産業の起業家たちが集まるイベントを

開催しませんかとかいうものです。  

 チャレンジ６は触発機会の年中行事カレ

ンダーを企画して、まちの至るところが一

年中刺激的で楽しい、そんなまちにしませ

んかという内容です。  

 チャレンジ７は MIT でも、スタンフォー

ドの D スクールでもいいんですが、世界的

に評価が差だまっている教育機関を神戸に

誘致しましょうという内容です。  

 チャレンジ８はクリエイティブ産業の世

界的企業、例えば ZIBA みたいな企業を神

戸に誘致しようというチャレンジです。  

 チャレンジ９は市民全員が主人公、ある

いは各企業が主体者になれるように、みん

なに役割を付与しませんか。という内容で

す。誰もが輝けるまちというヴィジョンに

対応したものです。  

 チャレンジ 10 はクリエイティブ産業の

メッカは神戸なんだというブランディング

を行うというもの。今のところ、どこにも

そんな都市は日本にありませんので、そう

いった印象を定着させるようなことをしま

せんかというものです。  

 チャレンジ 11 は役所の仕事に対するチ

ャレンジ目標です。現在市役所には様々な

仕事があると思いますが、それを、全てを

創造的観点から見直されてはどうですかと

いうものです。  

 チャレンジ 12 は市役所が管轄しておら

れる全ての仕事や要素を役割と舞台提供の

対象として捉え直す。例えば、地下鉄の切

符の裏のデザインを子供たちにさせてあげ

るだけで、子供たちがどれだけ喜ぶだろう

かとか、フラワーロードの花壇を、今もそ

れなりに美しいとは思うのですが、市民ガ

ーデンデザイナーの方に開放してあげると

かというものです。  

 チャレンジ 13 は創造性ランキングのよ

うなものを神戸が主体者となって毎年発表



するというのはどうでしょうかというもの

です。都市の創造性、企業の創造性、

の創造性のようなランキングの元締めを神

戸が行うという内容です。

 チャレンジ

ものをやって、まちや建物をきれいにした

ら、税金が割り引かれるという制度を作る

というプランです。

 チャレンジ

にチャレンジ目標を設定していただくとい

うのはどうでしょうか。他にもいっぱい考

えられると思いますが、具体的な行動につ

ながる目標設定を行なって

神戸を作っていくべきだと思います。そう

いった観点からご提案させていただきまし

た。ありがとうございました。（拍手）

 

○齊木議長

チャレンジ

アがいいですね。期待しております。

 次は服部さん、お願いします。服部さん

は、graf の代表で、デザイン関係のお仕事

をされています。よろしくお願いします。

 

○服部委員

起業して、

 きょう、神戸で初めましてなので、

とはどういう集団でどんなことをやってき

たかということから、きょう、でももう矢

崎さんが言っていた

ば、もう会議なんかやらなくてもいいんじ

するというのはどうでしょうかというもの

です。都市の創造性、企業の創造性、

の創造性のようなランキングの元締めを神

戸が行うという内容です。

チャレンジ 14 はデザイン減税のような

ものをやって、まちや建物をきれいにした

ら、税金が割り引かれるという制度を作る

というプランです。

チャレンジ 15 以降は市役所内の全部門

にチャレンジ目標を設定していただくとい

うのはどうでしょうか。他にもいっぱい考

えられると思いますが、具体的な行動につ

ながる目標設定を行なって

神戸を作っていくべきだと思います。そう

いった観点からご提案させていただきまし

た。ありがとうございました。（拍手）

○齊木議長  ありがとうございました。

チャレンジ 100 というネーミングとアイデ

アがいいですね。期待しております。

次は服部さん、お願いします。服部さん

の代表で、デザイン関係のお仕事

をされています。よろしくお願いします。

○服部委員  初めまして、僕は、大阪の

起業して、18 年たちます。

きょう、神戸で初めましてなので、

とはどういう集団でどんなことをやってき

たかということから、きょう、でももう矢

崎さんが言っていた

ば、もう会議なんかやらなくてもいいんじ

するというのはどうでしょうかというもの

です。都市の創造性、企業の創造性、

の創造性のようなランキングの元締めを神

戸が行うという内容です。  

はデザイン減税のような

ものをやって、まちや建物をきれいにした

ら、税金が割り引かれるという制度を作る

というプランです。  

以降は市役所内の全部門

にチャレンジ目標を設定していただくとい

うのはどうでしょうか。他にもいっぱい考

えられると思いますが、具体的な行動につ

ながる目標設定を行なって、本気で未来の

神戸を作っていくべきだと思います。そう

いった観点からご提案させていただきまし

た。ありがとうございました。（拍手）

ありがとうございました。

というネーミングとアイデ

アがいいですね。期待しております。

次は服部さん、お願いします。服部さん

の代表で、デザイン関係のお仕事

をされています。よろしくお願いします。

初めまして、僕は、大阪の

graf というデザイン

会社をやっていまして、

ことしで

ります。ちょうど神戸

大学大学院の

ったときに、神戸に震

災が起きて、そこから

起業のことを考えて、

中途半端に大学を出て

年たちます。  

きょう、神戸で初めましてなので、

とはどういう集団でどんなことをやってき

たかということから、きょう、でももう矢

崎さんが言っていた 100 のことを全てやれ

ば、もう会議なんかやらなくてもいいんじ

するというのはどうでしょうかというもの

です。都市の創造性、企業の創造性、NPO

の創造性のようなランキングの元締めを神

はデザイン減税のような

ものをやって、まちや建物をきれいにした

ら、税金が割り引かれるという制度を作る

以降は市役所内の全部門

にチャレンジ目標を設定していただくとい

うのはどうでしょうか。他にもいっぱい考

えられると思いますが、具体的な行動につ

、本気で未来の

神戸を作っていくべきだと思います。そう

いった観点からご提案させていただきまし

た。ありがとうございました。（拍手）  

ありがとうございました。

というネーミングとアイデ

アがいいですね。期待しております。  

次は服部さん、お願いします。服部さん

の代表で、デザイン関係のお仕事

をされています。よろしくお願いします。

初めまして、僕は、大阪の

というデザイン

会社をやっていまして、

ことしで 18 年目にな

ります。ちょうど神戸

大学大学院の研究員だ

ったときに、神戸に震

災が起きて、そこから

起業のことを考えて、

中途半端に大学を出て

きょう、神戸で初めましてなので、graf

とはどういう集団でどんなことをやってき

たかということから、きょう、でももう矢

のことを全てやれ

ば、もう会議なんかやらなくてもいいんじ
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するというのはどうでしょうかというもの
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のことを全てやれ

ば、もう会議なんかやらなくてもいいんじ

ゃないかと思うぐらいプランが出ていたと

思うんですが、ここをどうやって実践して

いくか、そして、このプランを誰に受け継

いでいくかというのが重要なんじゃないか

なというところで、少しゆっくり目にお話

しさせて

 私たち

て、少年探偵団のようなチームをつくって

いこうということで起業しました。大工さ

んとか職人とか、デザイナーでもプロダク

トデザイナー、建築家、映像作家というよ

うに、さまざまなクリエーターが一つの企

業をつくるというところからスタートして

います。

 見ていただいているように、インテリア

のデザインから建築、家具、これはプロダ

クトデザインと書いていますが、ハイテッ

クのプロダクトの商品開発もやっています。

これは実は、ソーラーパネルを球体にした

会社がありま

グラフィックのデザイン、社会活動みたい

なこともずっとやっています。

 左上が、ファンタスティックマーケット

といいます。我々は農業をやり出したんで

すけども、農業をやり出すと、本当の農家

の人たちにいろんな支援をしていただく、

もしくは農家の人たちの悩みを相談される

なんてことになりました。そして、顔の見

えるお客さんに農家の人たちはつくってい

きたい、顔の見える商売をやっていきたい

ということで相談を受けました。そのとき

に考えたのが、我々がデザインをしてパッ

ケージをして、マーケットをつくろうとい

うことでスタートしたのがファンタスティ

ックマーケットです。

 そこの次が、アート瀬戸内というのがあ

りますが、これは、瀬戸内国際芸術祭です。

ここには、アーティストとして参加してい

ます。

 最近は、県のブランディングもやらせて

いただいています。これは、滋賀県さんの

ブランディングです。ここだけちょっとだ

けピックアップして御説明しようと思いま

ゃないかと思うぐらいプランが出ていたと

思うんですが、ここをどうやって実践して
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す。先ほど、市長が日常と非日常というお

話をされていました。ブランディングには

かなりそこが欠かせない方法論だと思って

いまして、我々が考えたのは、メジャーチ

ャンネルとローカルチャ

レビのチャンネルのような例え方をして、

滋賀県のブランディングをしています。

 もう数百年、観光というビジネス自体は

成り立ってきました。例えば、メジャーな

ものというのは、皆さんの頭の中に印象は

残っているわけです。イメージというのは

頭の中に定着します。この新しいメジャー

なところから、実際、今のところ皆さんが

求めているのはローカル、超ローカルな部

分のチャンネルを欲しいと思っている人た

ちが多いと。

 テレビのチャンネルに例えますと、

だったら、ああ、こんな番組をやっている

よね、フジテレビだった

っているよねというふうに、チャンネルご

とに何となく想像できてしまうところを、

もう少し、今では細かいチャンネルを欲し

い人たちが多いということです。例えば、

BS やケーブルテレビという、細かな情報

を収集する、もしくはユーチューブで自分

たちが選択をどんどんしていくという捉え

方をしています。

 ローカルということは何なのかというと、

観光地という場所ではなくて、むしろその

土地にある生活自体にどのようにアクセス

していくかということが大切なんじゃない

かと。その土地にある生活をローカルチャ

ンネルとして捉えてい

しい観光も生まれていくんじゃないかとい

うことでやっています。

 これは、滋賀県を六つのカテゴリーに分

類しています。六つのカテゴリーというの

は、歴史、ツーリズム、クラフト、食、産

業、ランドスケープというように、それぞ

れの人たちがアクセスしやすい状況をつく

るためのものです。ここでよそ者が登場し

ます。今、左下に出ているのは、ペーパー

スタイルという雑誌をつくっているルーカ
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もう少し、今では細かいチャンネルを欲し

い人たちが多いということです。例えば、

やケーブルテレビという、細かな情報

を収集する、もしくはユーチューブで自分

たちが選択をどんどんしていくという捉え

ローカルということは何なのかというと、

観光地という場所ではなくて、むしろその

土地にある生活自体にどのようにアクセス

していくかということが大切なんじゃない

かと。その土地にある生活をローカルチャ

くことによって、新

しい観光も生まれていくんじゃないかとい

これは、滋賀県を六つのカテゴリーに分

類しています。六つのカテゴリーというの

は、歴史、ツーリズム、クラフト、食、産

業、ランドスケープというように、それぞ

れの人たちがアクセスしやすい状況をつく

るためのものです。ここでよそ者が登場し

ます。今、左下に出ているのは、ペーパー

スタイルという雑誌をつくっているルーカ

スという人です。滋賀県には縁もゆかりも

なかったんですけども、よそ者としてこの

滋賀県に入ってもらっています。

 例えばですが、これ

食のパートなんですが、東京の料理人に来

ていただいて、彼女も滋賀県には全然関係

のないよそ者だったんですけれども、その

人が入って、ドキュメントの映像を撮った

りしています。

 このよそ者がどれだけ大事かというと、

その土地に暮らしている人たちは、まず、

その土地のことを日常化してしまっていま

す。よそ者が入ることによって、日常化し

てたものを非日常として発見してもらうと、

魅力的な土地を意識できるという効果があ

ります。こういった６人のよそ者のメンバ

ーがうまく、その土地の中に入って発見し

ていくという事業を

 あとは、瀬戸内についてです。我々は瀬

戸内芸術祭に、アーティストとしても参加

しているんですけれども、ここでも同じよ

うに、よそ者の視点で新たなものを発見し

ていくということを考えています。

 瀬戸内芸術祭では小豆島を担当している

んですけれど、小豆島で有名なものは何か

というと、おそうめんです。おそうめんを

体感するようなものに変えようと思ったら、

こんなこともあるんじゃないかといってつ

くったのが、そうめん体操。そうめんのつ

くり方をプロセスとしてビジュアル化して

いくと。今まであったものを、今まで

ていない方法で伝えていくことをやってい

ます。

 そして、神戸は西を向く。先ほど、横山

さんがおっしゃっていたことと全く同じな
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年前から参加しているんですけども、そう
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が多くて、ここ十何年間でどんなことが起

こっているかというと、広島の連中が愛媛

のほうにデザインを頼んで商品を発表する

とか、香川の人たちにものづくりを頼んで、
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うふうに、瀬戸内圏内でさまざまなビジネ

スが生まれています。これはスモールビジ

ネスかもしれないんですが、これから 10

年後、20 年後、彼らがどのように新しいビ

ジネスとして発展していくかということを

考えていまして、ことし、私は瀬戸内経済

文化圏ということで、小豆島でこのメンバ

ーと会議をやろうとしています。  

 神戸も実際、できるだけ早く西側を向い

て、瀬戸内圏の中で情報発信拠点として、

この場所を確立していかれたらどうだろう

なと考えておりました。瀬戸内圏をネット

ワークし、情報拠点の確立をと。皆さん、

スカンジナビア圏という言葉を聞いたこと

があるかと思いますけれども、北欧のこと

です。北欧自体、その言葉を聞いた瞬間に、

その地域がどんなエリアなのかということ

も皆、ぱっと想像できると思うんですが、

瀬戸内経済文化圏と聞いた瞬間に、神戸か

ら瀬戸内を周遊する、地域が力を合わせて

やっているということが伝わっていくよう

な圏内であればいいなと想像しています。

では、ありがとうございました。（拍手）  

 

○齊木議長  ありがとうございました。

そうめん体操、もっと見たかったです。あ

りがとうございます。  

 それでは、福岡さん。福岡さんは第１期

の私たちの仲間で、神戸電子専門学校の校

長を務めていらっしゃいます。よろしくお

願いします。  

 

○福岡委員  皆さん、こんにちは。福岡

です。２年前、ここで

同じシートを使って説

明させていただいたん

ですが、今回、既に山

下委員以外は全員知り

合いか友人なんです。  

 神戸電子専門学校で

は、デジタル技術とそ

の活用分野、人材育成

を行う学科で、IT からハード、グラフィッ

ク、デジタル、サウンド、CAD、日本語学

科みたいな８分野 12 の学科があります。

それの教育のデザインをさせていただきま

した。建築分野の学科は、建築の CG に特

化していまして、隈研吾さんの事務所の建

築 CG チームはうちの卒業生が中心になっ

ています。これは映画のサウンドクリエイ

ト、サウンドテクニック学科ですね。学生

さんが在校中に音響制作、BGM とかその

SD 効果音の作成をさせていただいていま

す。  

 特に IT 分野で、教育のデザインをここ

十数年させていただいたと思っています。

文科省の予算を活用して作った全国の専門

学校統一のカリキュラムなんですけども、

これは、黒丸がついているのが、私が指導

したもので、当初、要素技術から始まった

ものが、だんだん基盤技術になり、教材の

作成から始まったのがだんだんカリキュラ

ム体系になり、スキルセットに上がってい

ったんですね。  

 今思えば、このスキルセットからだんだ

んおりていくべきだったなというふうに、

10 年かけて国の予算を使って勉強させて

いただいたと思っています。  

 この教育のデザインを行う中で、私がい

ろいろなデザインをしました。学校のデザ

インもそうなのですが、1,600 名以上の学

生がいると小さな町みたいなもので、これ

もデザインが必要です。ただ、都市のデザ

インと同じで、日々生きているもののデザ

インになりますので、線を引いて絵を描い

て終わりということではなくて、それを実

際に実装、適用してみて、やっぱりそのユ

ーザーの声を聞いて手直しをしていくとい

う、運用がすごく重要になってくると思い

ます。これはすなわち、もうマネジメント

と同じだと思っています。  

 この神戸市のデザイン都市は、都市デザ

インなのか否か。私はこれを、余り理解せ

ずにこの委員に参画させてもらったんです

けども、２年間参画させていただいて、な

るほど、これは都市デザインだなと、最近

やっと実感がわいてきました。  

 これは、すごく大事なことです。我々の

使命は何か。理念、ベクトルですね、それ

と、顧客は誰か。学校とか行政は顧客とい

う言葉は使いにくいですけども、誰をハッ

ピーにするのかということ。そして、その

ハッピーにしたい対象者が認める価値って
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いうのは一体何なのかということを、議論

をしながら進めていく。「デザイン都市・神

戸」創造会議は、初回に嘉名委員から、プ

ロジェクトベースで行きたいという方向性

の提案があり、今回、２年間させていただ

いて、プロジェクトベースでやることを起

こすことはできました。ただ、ずっとやっ

ぱりこの三つっていうのは、我々もまだ悩

んでいます。  

 私の仮説としては、市民が心地よいとい

うだけでは、多分だめだと思いますので、

やっぱり生業も発展していくということが

同時に達成できないといけないと思います。

市民、旅行者、そして移住予備層、この三

者ですね。やっぱり同心円的にいろいろな

ベクトルがあって、心地よいと思えるもの

からデザインしていくべきなのかなと思っ

ています。  

 そういうプロジェクトの一例なんですけ

ども、東遊園地に芝生を敷いて、本をみん

なで共有するアウトドアライブラリーとい

うプロジェクトを、モトマチ大学の村上さ

んが主導してくれました。これは、ファー

マーズマーケットですね。東遊園地で食の

デザインをみんなで考えていく試みとも言

えると思います。  

 これが、同じく東遊園地の神戸ホワイト

ディナーです。初回を東遊園地で去年の春

にやりまして、秋には、神戸デザインの日

の記念イベントとして、市から少し予算も

いただいて、高浜岸壁でさせていただきま

した。いい意味で、市民がまちおこしに参

加する感覚を持てること。また、クリエイ

ティビティをたっとぶ人をたたえ合う、少

なくとも、クリエイティブを発揮したいっ

ていう人の足を引っ張らないということ。

そして老若男女、世代の断絶なく楽しむこ

とを目的としてやりました。ホワイトディ

ナーでは、机、椅子、食べ物、飲み物、全

部自分たちで持ち込みます。ちょっと怪し

会合があるっていう苦情も１本入ったよう

ですけども、おおむね、この三つの目的が

達成できたように思います。  

 大事なのは、年配の方が主催すると年配

の人たちが来て、若い人が主催すると若い

人しか来なかったりするんですけれども、

意外といろんな層の方が来られました。春

に 60 代の方がつくられたテーブルが、本

当にかっこよかったんですね。それを見た

20 代の人たちが、神戸の大人はもう末恐ろ

しい、ちょっとこの言葉の使い方間違えて

いるんですけども、そういう触発された若

者たちが、秋のハーバーランドではそれを

超えるものを出してきて、私としてはすば

らしい思いがしました。  

 この音楽は神戸発で、ベルリンや地中海

のイビサでも活躍している兄弟がつくって

全世界で今、プレイされています。この曲

で、老若男女がみんなで踊ったんですね。

それが、やっぱり非常に印象的でしたね。  

 このようなプロジェクトを進めてきて、

今回、第２期も委員にさせていただいて、

今後やっていきたいのは、同じようにこの

プロジェクトを皆で議論しながらつくり出

していくことなんですけども、それと同時

に、自分たちがやって頑張るだけでなく、

やっぱり神戸の市民の中にどんな機運を起

こせるかということがすごく大事だと思い

ます。広がっていくこと。これは学校をマ

ネジメントする場合でも同じですし、市を

取りまとめる上、運営していく場合も同じ

だと思います。そうじゃないとやっぱり大

きな成果にならないと思いますので、そう

いう意味で、やっぱりこのベクトルとター

ゲット、そして成果指標はすごく大事だと

思っています。  

 このフレームは、大体この三つの部分が

なく、社の事業計画や営業目標は決まる場

合があるんですけれども、やっぱりここを

とことんみんなで考えていく必要があると

思います。  

 私は結婚式の祝辞を頼まれたときも、こ

れを当てはめてデザインします。これは、

何でも活用できるんですよ。これをつくっ

たのはピーター・ドラッカーさんという人

です。ただ、ちょっと時代おくれになって

きているところがあって、ここを考える際

に、やっぱりニーズマーケティングでもう

物が生まれない時代が来ていると思うんで

す。  

 多様な人たちが集まって議論することで、

触発されて生み出すのが、先ほどの紹介に



あった D スクールですね。

ラボのメソットにも、僕はそれも根幹だと

思っているんですけども、クリエイティビ

ティを発揮する人たちがたくさん集まって

くるということです。そして、いろんな議

論が起こる。それで、そういう議論が起こ

る素地をみんなでつくっていくことがすご

く重要なんじゃないかと思っています。そ

ういうことを手がけるようなプロジェクト

をやっていきたいです。

 これは最後に紹介なんですけども、我が

まち神戸が

これは本当にすばらしい思い切りですね。

若者に選ばれるまち。これを形にするため

に、市域のみんなで考えました。神戸にあ

る IT フェスティバルと、私のいる音楽の

まち神戸をつくる会、カミング神戸という

音楽イベント、そしてアニメーション神戸

や、ぽっぷカルチャーフェスティバルと

ったような既存のイベントは、単体でやっ

ていてもこれ以上大きなムーブメントを起

こすことはできない。

 もう一緒にやってはどうかということで

ターゲットにしたのが、サウスバイサウス

ウエストです。これは、

言われています。

表をしたり、フェイスブックやツイッター

に火がついたのはここかららしいんですけ

れども、テキサスのオースティンでやって

いるイベントです。これは今、世界最大の

クリエイティブ・ビジネス・フェスティバ

ルと言われていて、アメリカ国内はもちろ

ん、世界中から若者が目

のオースティンがある。サウスバイサウス

ウエストは映画と音楽と

も、これを意識したイベントを今企画中で

す。これに市の方も一緒に行っていただい

て、地元の面々と、うちの職員も２名派遣

をして、現地の市の職員と交流してもらい

ました。  

 これはリチャード・フロリダという人が

書いたクリエイティブクラスというんです

けども、クリエイティブな人々にとって魅

スクールですね。

ラボのメソットにも、僕はそれも根幹だと

思っているんですけども、クリエイティビ

ティを発揮する人たちがたくさん集まって

くるということです。そして、いろんな議

る。それで、そういう議論が起こ

る素地をみんなでつくっていくことがすご

く重要なんじゃないかと思っています。そ

ういうことを手がけるようなプロジェクト

をやっていきたいです。

これは最後に紹介なんですけども、我が

まち神戸が 2020 年ビジョンを出しました。

これは本当にすばらしい思い切りですね。

若者に選ばれるまち。これを形にするため

に、市域のみんなで考えました。神戸にあ

フェスティバルと、私のいる音楽の

まち神戸をつくる会、カミング神戸という

音楽イベント、そしてアニメーション神戸

や、ぽっぷカルチャーフェスティバルと

ったような既存のイベントは、単体でやっ

ていてもこれ以上大きなムーブメントを起

こすことはできない。

もう一緒にやってはどうかということで

ターゲットにしたのが、サウスバイサウス

ウエストです。これは、

言われています。Perfume

表をしたり、フェイスブックやツイッター

に火がついたのはここかららしいんですけ

れども、テキサスのオースティンでやって

いるイベントです。これは今、世界最大の

クリエイティブ・ビジネス・フェスティバ

ルと言われていて、アメリカ国内はもちろ

ん、世界中から若者が目

のオースティンがある。サウスバイサウス

ウエストは映画と音楽と

も、これを意識したイベントを今企画中で

す。これに市の方も一緒に行っていただい

て、地元の面々と、うちの職員も２名派遣

をして、現地の市の職員と交流してもらい
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けども、クリエイティブな人々にとって魅

スクールですね。MIT

ラボのメソットにも、僕はそれも根幹だと

思っているんですけども、クリエイティビ

ティを発揮する人たちがたくさん集まって

くるということです。そして、いろんな議

る。それで、そういう議論が起こ

る素地をみんなでつくっていくことがすご

く重要なんじゃないかと思っています。そ

ういうことを手がけるようなプロジェクト

をやっていきたいです。  

これは最後に紹介なんですけども、我が

年ビジョンを出しました。

これは本当にすばらしい思い切りですね。

若者に選ばれるまち。これを形にするため

に、市域のみんなで考えました。神戸にあ

フェスティバルと、私のいる音楽の

まち神戸をつくる会、カミング神戸という

音楽イベント、そしてアニメーション神戸
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ていてもこれ以上大きなムーブメントを起

こすことはできない。  

もう一緒にやってはどうかということで

ターゲットにしたのが、サウスバイサウス
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れども、テキサスのオースティンでやって
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クリエイティブ・ビジネス・フェスティバ
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て、地元の面々と、うちの職員も２名派遣

をして、現地の市の職員と交流してもらい

これはリチャード・フロリダという人が

書いたクリエイティブクラスというんです

けども、クリエイティブな人々にとって魅

MIT のメディア
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ティを発揮する人たちがたくさん集まって

くるということです。そして、いろんな議

る。それで、そういう議論が起こ

る素地をみんなでつくっていくことがすご

く重要なんじゃないかと思っています。そ

ういうことを手がけるようなプロジェクト

これは最後に紹介なんですけども、我が

年ビジョンを出しました。

これは本当にすばらしい思い切りですね。

若者に選ばれるまち。これを形にするため

に、市域のみんなで考えました。神戸にあ

フェスティバルと、私のいる音楽の

まち神戸をつくる会、カミング神戸という

音楽イベント、そしてアニメーション神戸

や、ぽっぷカルチャーフェスティバルと

ったような既存のイベントは、単体でやっ

ていてもこれ以上大きなムーブメントを起

もう一緒にやってはどうかということで

ターゲットにしたのが、サウスバイサウス

界のパリコレと

がここで新曲発

表をしたり、フェイスブックやツイッター

に火がついたのはここかららしいんですけ

れども、テキサスのオースティンでやって

いるイベントです。これは今、世界最大の

クリエイティブ・ビジネス・フェスティバ

ルと言われていて、アメリカ国内はもちろ

指すまちとしてこ

のオースティンがある。サウスバイサウス

なんですけど

も、これを意識したイベントを今企画中で

す。これに市の方も一緒に行っていただい

て、地元の面々と、うちの職員も２名派遣

をして、現地の市の職員と交流してもらい

これはリチャード・フロリダという人が

書いたクリエイティブクラスというんです

けども、クリエイティブな人々にとって魅
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ラボのメソットにも、僕はそれも根幹だと

思っているんですけども、クリエイティビ

ティを発揮する人たちがたくさん集まって

くるということです。そして、いろんな議

る。それで、そういう議論が起こ

る素地をみんなでつくっていくことがすご

く重要なんじゃないかと思っています。そ

ういうことを手がけるようなプロジェクト

これは最後に紹介なんですけども、我が

年ビジョンを出しました。

これは本当にすばらしい思い切りですね。

若者に選ばれるまち。これを形にするため

に、市域のみんなで考えました。神戸にあ

フェスティバルと、私のいる音楽の

まち神戸をつくる会、カミング神戸という

音楽イベント、そしてアニメーション神戸

や、ぽっぷカルチャーフェスティバルとい

ったような既存のイベントは、単体でやっ

ていてもこれ以上大きなムーブメントを起

もう一緒にやってはどうかということで

ターゲットにしたのが、サウスバイサウス

界のパリコレと

がここで新曲発

表をしたり、フェイスブックやツイッター

に火がついたのはここかららしいんですけ

れども、テキサスのオースティンでやって

いるイベントです。これは今、世界最大の

クリエイティブ・ビジネス・フェスティバ

ルと言われていて、アメリカ国内はもちろ

指すまちとしてこ

のオースティンがある。サウスバイサウス

なんですけど

も、これを意識したイベントを今企画中で

す。これに市の方も一緒に行っていただい

て、地元の面々と、うちの職員も２名派遣

をして、現地の市の職員と交流してもらい

これはリチャード・フロリダという人が

書いたクリエイティブクラスというんです

けども、クリエイティブな人々にとって魅

力的なまちには、必ず人が集まるんだと。

これは、神戸にとっても同じことが言える

んではないかと思っております。ここを中

心に、委員長が言われる今期の仮説にして

いきたいです。（拍手）

 

○齊木議長

 それでは、次は山下香さんにお願いした

いと思います。流通科学大学の准教授で、

一級建築士でもいらっしゃいます。下町レ

トロに首っ丈の会の隊長でもいらっしゃい

ます。よろしくお願いします。

 

○山下委員

での活動、そして、それが今まで皆様が蓄

積されてきた活動とどのように連動してい

くかということを御紹介させていただきた

いと思います。

 人と空間に着目した状況づくりというこ

とで、住商工混在地域における活動を通し

てという説明をさせていただきます。

 まず、住商工混在地域と先ほど申し上げ

ましたのが、私たちが今、活動している、

神戸市の兵庫区、長田区というエリアです。

こちらは、下町とよく言われますが、住宅

と工場や商店が混在しているエリアになり

ます。どうしてこのエリアで活動するよう

になったかというきっかけとしまして、実

は、この言葉が挙げられます。

力的なまちには、必ず人が集まるんだと。

これは、神戸にとっても同じことが言える

んではないかと思っております。ここを中

心に、委員長が言われる今期の仮説にして

いきたいです。（拍手）

○齊木議長  

それでは、次は山下香さんにお願いした

いと思います。流通科学大学の准教授で、

一級建築士でもいらっしゃいます。下町レ

トロに首っ丈の会の隊長でもいらっしゃい

ます。よろしくお願いします。

○山下委員  

での活動、そして、それが今まで皆様が蓄

積されてきた活動とどのように連動してい

くかということを御紹介させていただきた

いと思います。

人と空間に着目した状況づくりというこ

とで、住商工混在地域における活動を通し

てという説明をさせていただきます。

まず、住商工混在地域と先ほど申し上げ

ましたのが、私たちが今、活動している、

神戸市の兵庫区、長田区というエリアです。

こちらは、下町とよく言われますが、住宅

と工場や商店が混在しているエリアになり

ます。どうしてこのエリアで活動するよう

になったかというきっかけとしまして、実

は、この言葉が挙げられます。

力的なまちには、必ず人が集まるんだと。

これは、神戸にとっても同じことが言える

んではないかと思っております。ここを中

心に、委員長が言われる今期の仮説にして

いきたいです。（拍手）

  ありがとうございました。

それでは、次は山下香さんにお願いした

いと思います。流通科学大学の准教授で、

一級建築士でもいらっしゃいます。下町レ

トロに首っ丈の会の隊長でもいらっしゃい

ます。よろしくお願いします。

  よろしくお願いいたします。

流通科学大学で准教授

をさせていただいてお

ります山下香と申しま

す。本業は、一級建築

士事務所、状況設計室

の代表として設計活動

をさせていただいてお

ります。きょうは初め

てということで、今ま

での活動、そして、それが今まで皆様が蓄

積されてきた活動とどのように連動してい

くかということを御紹介させていただきた

いと思います。  

人と空間に着目した状況づくりというこ

とで、住商工混在地域における活動を通し
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まず、住商工混在地域と先ほど申し上げ

ましたのが、私たちが今、活動している、

神戸市の兵庫区、長田区というエリアです。
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になったかというきっかけとしまして、実

は、この言葉が挙げられます。

力的なまちには、必ず人が集まるんだと。

これは、神戸にとっても同じことが言える

んではないかと思っております。ここを中

心に、委員長が言われる今期の仮説にして

いきたいです。（拍手）  

ありがとうございました。

それでは、次は山下香さんにお願いした

いと思います。流通科学大学の准教授で、

一級建築士でもいらっしゃいます。下町レ

トロに首っ丈の会の隊長でもいらっしゃい

ます。よろしくお願いします。  
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す。本業は、一級建築
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てということで、今ま
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積されてきた活動とどのように連動してい

くかということを御紹介させていただきた

人と空間に着目した状況づくりというこ

とで、住商工混在地域における活動を通し
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まず、住商工混在地域と先ほど申し上げ

ましたのが、私たちが今、活動している、

神戸市の兵庫区、長田区というエリアです。

こちらは、下町とよく言われますが、住宅

と工場や商店が混在しているエリアになり

ます。どうしてこのエリアで活動するよう

になったかというきっかけとしまして、実

は、この言葉が挙げられます。  

力的なまちには、必ず人が集まるんだと。

これは、神戸にとっても同じことが言える

んではないかと思っております。ここを中

心に、委員長が言われる今期の仮説にして

ありがとうございました。  

それでは、次は山下香さんにお願いした

いと思います。流通科学大学の准教授で、

一級建築士でもいらっしゃいます。下町レ

トロに首っ丈の会の隊長でもいらっしゃい

 

よろしくお願いいたします。

流通科学大学で准教授

をさせていただいてお

ります山下香と申しま

す。本業は、一級建築

士事務所、状況設計室

の代表として設計活動

をさせていただいてお

ります。きょうは初め

てということで、今ま

での活動、そして、それが今まで皆様が蓄
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よろしくお願いいたします。



 エスパス・デレセというフランス語があ

るんですが、これは日本語にきちんと訳す

と言葉がないんですけれども、あえて訳す

としましたら、未利用空間という言葉にな

ります。私自身、イギリスのグラスゴー大

学というところで建築を

後、フランスのパリラ・ヴィレット建築大

学院というところで都市計画を勉強させて

いただきました。そのときに、フランスで

学ばせていただいたのが、このエスパス・

デレセという言葉です。

 エスパスというのは空間という意味で、

デレセといいますのが、放棄されたという

意味です。フランス語では、これは工場跡

地や住宅跡地にあります、今、活用されて

いない空隙地、または鉄道や線路などの脇

にあります空隙地、こういったものを指す

言葉です。

 私が学んでおりましたパリ建築大学があ

るところは、パリの

当な下町エリアです。私も、神戸市の兵庫

区出身でして、この

どこかと似ているなと思いましたら、兵庫

区に似ているなということで、非常に親近

感を感じたわけです。

 その 19

ったエスパス・デレセがたくさんございま

した。例えば、左は鉄道の高架下、真ん中

は高速道路の高架下、そして、右はですね、

運河沿いにこういったエスパス・デレセが

ありました。そして、地元に帰りますと、

神戸市の兵庫区南部地域、鉄道の高架下、

高速道路の高架下、運河沿いといいますよ

うに、パリと神戸といいましたら、都

成り立ちは全然違うんですが、このような

同じような空間、ユニバーサルな空間があ

るのだなということがわかりまして、これ

が研究のスタートになりました。

 そして、エスパス・デレセ、要するに、

使われていない空間をどういった形で活用

エスパス・デレセというフランス語があ
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デレセという言葉です。
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区出身でして、この 19

どこかと似ているなと思いましたら、兵庫
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えていく活動を行っておりました。

 その中で、こういった地域資源といいま

すか、人的資源とか空間資源、こういうも

のを一人でも多くの人に、特に若い方に知

っていただくために、下町レトロ地図とい

う地図をつくりました。これがその中身な

んですが、例えば、大仏ですと兵庫大仏が

ございますが、大仏は後ろから撮られると、

オブジェのように見えます。お湯の

るお風呂屋さんですとか、別に知らなくて

も生きていける情報なんですが、知ってい

ると少し、まちの中が楽しいかなという情

報をこの地図の中に盛り込んで販売してい

きました。

 これも、左側が今はもうないんですが、

中央市場の商店街なんです。それがフラン

スのパッサージュという空間と非常に似て

いるのではないかと、こじつけてこういっ

た提案をしましたり、人が持っている人的

資源、つまり知識や技能を紹介するための

「ひとレトロ」というふうに紹介したりい

たしました。

 そういうことをしている中で、例えばそ

のまちの中で、特に商店街

でめぐっていると、こういった手芸作品ら

しきものが点在しているのがわかりました。

これが靴屋です、これが銭湯ですね。こう

いったものが、実は手芸作品でして、おか

んアートと呼ばれて、非常に全国的に若い

人に人気があるということがわかりました。

そして、このつくっているお母さんたちは、

自分たちの作品がそこまで全国的に人気が

あるということも知らないということもわ

かりました。

 そこで、こういった「兵庫・長田おかん

アート案内」という書籍をつくりまして、

自費出版といいますか、兵庫県の支援でつ

くらせていただいたんですが、全国的に販

売させていただきまして、同時におかんア

ート展を、ことしで７回目になるんですが、
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スのパッサージュという空間と非常に似て

いるのではないかと、こじつけてこういっ

た提案をしましたり、人が持っている人的

資源、つまり知識や技能を紹介するための

「ひとレトロ」というふうに紹介したりい

そういうことをしている中で、例えばそ

のまちの中で、特に商店街や工場をツアー

でめぐっていると、こういった手芸作品ら

しきものが点在しているのがわかりました。

これが靴屋です、これが銭湯ですね。こう

いったものが、実は手芸作品でして、おか

んアートと呼ばれて、非常に全国的に若い

人に人気があるということがわかりました。

そして、このつくっているお母さんたちは、

自分たちの作品がそこまで全国的に人気が

あるということも知らないということもわ

そこで、こういった「兵庫・長田おかん

アート案内」という書籍をつくりまして、

自費出版といいますか、兵庫県の支援でつ

くらせていただいたんですが、全国的に販

売させていただきまして、同時におかんア

ート展を、ことしで７回目になるんですが、

えていく活動を行っておりました。  

その中で、こういった地域資源といいま

すか、人的資源とか空間資源、こういうも

のを一人でも多くの人に、特に若い方に知

っていただくために、下町レトロ地図とい

う地図をつくりました。これがその中身な

んですが、例えば、大仏ですと兵庫大仏が

ございますが、大仏は後ろから撮られると、

オブジェのように見えます。お湯の熱過ぎ
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でめぐっていると、こういった手芸作品ら
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いったものが、実は手芸作品でして、おか

んアートと呼ばれて、非常に全国的に若い

人に人気があるということがわかりました。
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ート展を、ことしで７回目になるんですが、
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アート案内」という書籍をつくりまして、
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くらせていただいたんですが、全国的に販

売させていただきまして、同時におかんア

ート展を、ことしで７回目になるんですが、

毎年１回開催しています。

 大事なのは、場所も空間も人もなんです

が、こういったものを私たちが開催するの

ではなくて、出店されている方が毎年どん

どん参画といいますか、自分たちで企画し

て、最後はお金の調整までもするようにな

ってきています。こうやって集まってきた

お母さんたちと、今の若いクリ

方々が集まって、自分たちでツアーや展覧

会を開催するようになっています。

 ことしは、瀬戸内国際芸術祭もありまし

て、あちらの豊島のお母さんたちと神戸の

おかんたちが一緒になりまして、おかんア

ート展を開催することになっています。

 こちらが、そのツアーで発掘した人なん

ですが、この丸いのが人になります。この

兵庫区、長田区で発掘した人たちが数珠の

ようにつながっていきまして、新しい会を

つくりました。まず、この二人が下町レト

ロに首っ丈の会、私ともう一人、会長も和

田岬で淡路屋という駄菓子屋をしているん

ですが、二人

人的資源がこれぐらいになりました。

名余りのツアーに協力してくれた人たちが

今度、自分たちが主体になって、このツア

ーを組んでいく、「くもの会」という会を結

成しました。毎月１回、ミーティングはす

るんですが、ツアー自体は３カ月に１回、

開催するようになりました。これは、今ま

で下町レトロに首っ丈の会の会員だったメ

ンバー以外の、今までツアーに協力してい

た人たちが主体になってツアーを組んで、

自分のまちを紹介するという実験です。

 昨日も神戸のユダヤをめぐるツアーとい

うことで、再度山の外国人墓

のシナゴーグ、そして、長田区に至るまで、

ユダヤ文化をめぐるようなツアーを行いま

した。

 もともと私たちは、下町レトロというだ

けありまして、レトロという価値観だけで
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ツアーを組んでいましたが、このくもの会

は、国際文化や歴史、産業遺産、商店街等、

多様な主体の多様な人たちがツアーを組み

ますので、多世代で多様な価値観でツアー

がつくられていきます。それによって発掘

されている資源も、ベトナム寺や墓地、モ

ノレールというふうに、どんどん多彩にな

っています。

 こういった方々を今度は、空間の中に組

み込んで、空間を

体になっていただこうというような実験を

今、行っています。こちらは関西水栓とい

う一般企業の倉庫と駐車場です。ここに商

店主たちが月に１回、各店舗１店舗しか出

店できないのですが、今、８店舗ほど集ま

りまして、自分たちの店舗が出店しないと

きも手伝いに来たり、自分たちが持ってい

る正業ではない裏の技術を用いながら、こ

こで DIY

ちと展開する場になっています。

 空き地カフェという活動なんですが、こ

の活動をスタートしたときの大体どんな人

が集まってイベントを開催しているかとい

う主体のモデル図です。当初、５名でスタ

ートしまして、あと１名ぶら下がっている

ような状態です。これが

３年前です。現在は、このような形で、３

年間でこういった主体がたくさんかなりぶ

ら下がり出しまして、いろいろな活動を展

開しています。特にお店で販売する以外の

人、商店主であっても裏の技能、趣味や自

分の特技を生かして、ここで商売以外の活

動も行うような場所になってきています。

 空間を活用しながら、こういった担い手

を育成して、その空間を持続的に運営して

いくという実験を今までしてきました。建

築会社としま

非常に興味がございまして、今、国土交通

省も長期優良住宅化リフォーム推進事業を

進めています。今後どんどん人がいなくな

ツアーを組んでいましたが、このくもの会

は、国際文化や歴史、産業遺産、商店街等、

多様な主体の多様な人たちがツアーを組み

ますので、多世代で多様な価値観でツアー

がつくられていきます。それによって発掘

されている資源も、ベトナム寺や墓地、モ

ノレールというふうに、どんどん多彩にな

っています。  

こういった方々を今度は、空間の中に組

み込んで、空間を活用して持続的な運営主

体になっていただこうというような実験を

今、行っています。こちらは関西水栓とい

う一般企業の倉庫と駐車場です。ここに商

店主たちが月に１回、各店舗１店舗しか出

店できないのですが、今、８店舗ほど集ま
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ら下がり出しまして、いろいろな活動を展
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ら下がり出しまして、いろいろな活動を展

開しています。特にお店で販売する以外の

人、商店主であっても裏の技能、趣味や自

分の特技を生かして、ここで商売以外の活

動も行うような場所になってきています。

空間を活用しながら、こういった担い手

を育成して、その空間を持続的に運営して

いくという実験を今までしてきました。建

しては、空間というところに

非常に興味がございまして、今、国土交通

省も長期優良住宅化リフォーム推進事業を

進めています。今後どんどん人がいなくな

ツアーを組んでいましたが、このくもの会

は、国際文化や歴史、産業遺産、商店街等、

多様な主体の多様な人たちがツアーを組み

ますので、多世代で多様な価値観でツアー

がつくられていきます。それによって発掘

されている資源も、ベトナム寺や墓地、モ

ノレールというふうに、どんどん多彩にな

こういった方々を今度は、空間の中に組

活用して持続的な運営主

体になっていただこうというような実験を

今、行っています。こちらは関西水栓とい

う一般企業の倉庫と駐車場です。ここに商

店主たちが月に１回、各店舗１店舗しか出

店できないのですが、今、８店舗ほど集ま

りまして、自分たちの店舗が出店しないと

きも手伝いに来たり、自分たちが持ってい

る正業ではない裏の技術を用いながら、こ

をしたり、いろんな活動を住民た

ちと展開する場になっています。  

空き地カフェという活動なんですが、こ

の活動をスタートしたときの大体どんな人

が集まってイベントを開催しているかとい

う主体のモデル図です。当初、５名でスタ

ートしまして、あと１名ぶら下がっている

2013 年、今から

３年前です。現在は、このような形で、３

年間でこういった主体がたくさんかなりぶ

ら下がり出しまして、いろいろな活動を展

開しています。特にお店で販売する以外の

人、商店主であっても裏の技能、趣味や自

分の特技を生かして、ここで商売以外の活

動も行うような場所になってきています。

空間を活用しながら、こういった担い手

を育成して、その空間を持続的に運営して

いくという実験を今までしてきました。建

しては、空間というところに

非常に興味がございまして、今、国土交通

省も長期優良住宅化リフォーム推進事業を

進めています。今後どんどん人がいなくな
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今、行っています。こちらは関西水栓とい
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店主たちが月に１回、各店舗１店舗しか出

店できないのですが、今、８店舗ほど集ま

りまして、自分たちの店舗が出店しないと

きも手伝いに来たり、自分たちが持ってい

る正業ではない裏の技術を用いながら、こ
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空き地カフェという活動なんですが、こ

の活動をスタートしたときの大体どんな人

が集まってイベントを開催しているかとい

う主体のモデル図です。当初、５名でスタ

ートしまして、あと１名ぶら下がっている

年、今から

３年前です。現在は、このような形で、３

年間でこういった主体がたくさんかなりぶ

ら下がり出しまして、いろいろな活動を展

開しています。特にお店で販売する以外の

人、商店主であっても裏の技能、趣味や自

分の特技を生かして、ここで商売以外の活

動も行うような場所になってきています。  

空間を活用しながら、こういった担い手

を育成して、その空間を持続的に運営して
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しては、空間というところに
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進めています。今後どんどん人がいなくな

っていくので、建物が余っていきます。こ

ういう既存ストックをどのように長寿命化

していくかということに対して、例えば、

マンションといいますか、集合住宅の１住

戸の住む人のライフスタイルに合ったよう

な改修方法も今、検討しながら、人と空間

というものをつなぎ合わせるような状況づ

くりを行っております。ありがとうござい

ました。（拍手）

 

○齊木議長

い、それで

いと思います。一息入れます。

（休憩）

 

っていくので、建物が余っていきます。こ

ういう既存ストックをどのように長寿命化
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