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○齊木議長  よろしいでしょうか。はい、

それでは、進めてまいります。  

 御紹介いたします。星加ルリコさんです。

第１期からのメンバーです。ユネスコの創

造都市ネットワークに、神戸市が申請する

と き に も 大 活 躍 し て 、 RURIKO 

PLANNING 代表で、アートディレクター

をされています。よろしくお願いします。  

 

○星加委員  よろしくお願いします。皆

さ ん 、 こ ん に ち は 。

RURIKO  PLANNING

という企画会社をこの神

戸でやっております、星

加ルリコと申します。２

年前からこの創造会議の

委員をさせていただいて

います。自己紹介も兼ね

て、きょうはプレゼンテ

ーションさせていただきたいと思います。  

 神戸で企画会社を起業しまして 12 年に

なります。私は「デザイン」を動詞として

捉え、企画、表現、伝達というスリーステ

ップで深めていくことが非常に大事なので

はないかと考えています。  

 誰に売るのか、何を売るのか、どうやっ

て売るのかをチームでしっかり議論して、

その後に表現に移していく。そして、ちゃ

んと伝わったかどうかを自分たちで確認す

る、検証するところまでやって、初めてデ

ザインという言葉を使えるのではないかな

と思って仕事をさせていただいております。 

 事例といたしましては、約 10 年前ユネ

スコに「デザイン都市・神戸」として立候

補した、パリの本部に出す申請書を作成し

ました。  

 率直にいうと、初めは落ちるなと思いま

した。理由は、「デザイン都市・神戸」とし

ての戦略が無かったから。なぜ神戸がデザ

イン都市で世界に立候補しないといけない

のかという理由が曖昧だったのです。  

 裏を返すと、神戸が世界に対してデザイ

ン都市としてどうお役立ちするのかという

ことになります。既に認定されている都市

はこれをはっきりと書いていました。  

 私がいつも心がけているのが、ゴールか

ら逆算して考えるということなんです。こ

の申請書をつくるときも、認定をされたと

仮定して、20 年後の神戸ってどうなってい

るだろうと考えた（あまり先過ぎると自分

もイメージができないので、20 年にしまし

た。）その中で「生活デザイン都市」という

ことを一つの軸にして考えようと仮説を立

てました。  

 なぜなら神戸は、人々の生活の中から生

まれてきたもの・コトで形づくられた街だ

からです。ファッション都市宣言もしてい

ますけれども、衣食住遊はまさに生活です。

私たちは創造的な都市の世界的な見本にな

らなければならないという義務があると思

っています。  

 もう一つの事例ということで、神戸ビー

フ（神戸肉流通推進協議会）のプロモーシ

ョンです。  

 世界にお役立ちをするのであれば、ほか

の都市がやっていることよりも新しいニュ

ースを発信し続ける必要があると思ってい

ます。それを考えると、デザインが全く介

入していないジャンルが面白い。例えば、

畜産や農業、福祉、漁業、林業、特に第一

次産業ですね。  

 神戸ビーフを商品としてではなくて、畜

産のジャンルとして、兵庫県で飼育されて

加工された、兵庫県の地場産業のブランデ

ィングと捉えることも出来ると思います。

神戸ビーフが松坂牛になっても近江牛にな

っても、黒毛和牛なら何でも同じというも

のになっては意味が無い。  

 私が仕事を受けたとき、ちょうど神戸の

ビーフの競りの値段が最低価格になって、
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ブランド力が低下していました。認知度は

あるんですけど、実際に売れてはいない。

私はまず世界戦略を考えました。  

 これは今の神戸と似ているかもしれない。

昔売れていたアイドルみたいになってしま

っていて、名前が陳腐化してきている。リ

ニューアルするには既成概念を捨てること

が重要です。  

 これは世の中に多く、資源が埋もれてし

まって全く磨きがかかってないという状態

です。神戸ビーフを世界に売るという戦略

を立てた段階で、ビジュアルを刷新し、農

家は日本人が抱いているイメージではなく、

プロフェッショナルの「マイスター」集団

と見せることにしました。そうすることで

世界から認められる。シェフも、料理人で

はなくて「クリエーター」といして見せて

いく。  

 まとめですが、神戸がどこを目指さない

といけないかということを、一度視野を広

げて考える必要がある。世界の人に、わあ、

すごいって思われるところまで、何のプロ

ジェクトをやればいいんだろう、神戸から

発信できる、未開拓な新しいものは何だろ

うという視点を持たないといけないと思っ

ています。  

 また、神戸市はどうしても東（東京・大

阪）に売ろうとしてしまう。私は六甲山の

プロモーションを担当しているんですけれ

ども、東へのプロモーションは非常に難し

い。理由は、ライバルが多すぎること。東

京の場合は途中に、山なら高尾山や富士山、

観光なら横浜や鎌倉、京都など、沢山あっ

て、そこから選んでもらうのは至難のわざ

で費用対効果は低い。  

 そこで、回れ右して西を向く。プロモー

ションを打つのであれば、関東よりも、む

しろ瀬戸内地域や福岡に対して打つほうが、

費用対効果が高いのではないかということ

を仮説で持っています。データをとってみ

ると、瀬戸内の地域から来ていただいてい

る方が多い。  

 あともう一つ、当然のことですけれども、

ブランディングでは地元の人、地域の方を

いかに巻き込むかというのがとても大事だ

と思うので、地元に対する情報提供は、き

め細やかに常にやっていく必要もあります。 

 情報の洪水のような世の中なので、自分

たちのお国自慢や、神戸にただ来てもらい

たいというプロダクトアウトになると、地

方創生の中でパイの奪い合いになってしま

うと思います。それがお客様のお役立ちに

なっているかどうかですね。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。

それでは、続きまして、槻橋修さんにお願

いします。株式会社ティーハウス建築設計

事務所、そして、神戸大学の准教授で、何

と、KIITO の住人でもいらっしゃいます。

よろしくお願いします。  

 

○槻橋委員  神戸大学の槻橋です。よろ

しくお願いします。私は

今回から新しくこのメン

バーに入れていただいた

ので、自己紹介から簡単

にやって、きょう仰せつ

かった、やりたいことを

簡単に述べさせていただ

きたいと思います。  

 私が神戸に来たのは、

2009 年の暮れでございまして、その前は仙

台に６年間、大学の講師をしながら、ティ

ーハウス建築設計事務所というのをやって

おりました。KIITO がまだオープンする前

には、神戸市の産業振興局がやっておられ

るポートアイランドの KIO というインキ

ュベーションオフィスにおりまして、2010

年、KIITO がオープンしたときから今まで、
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４階の 403 号室というところで設計事務所

をやらせていただいております。  

 最初に御紹介したいと思いますのは、ち

ょうど私どもが神戸に来て１年ぐらいで起

こった東日本大震災がきっかけとなった復

興支援活動です。当時私には東北にはいろ

いろと御縁がありましたが、私自身はこう

した復興支援に関して素人同然でした。神

戸大には震災復興を戦ってきたたくさんの

先輩方いらっしゃって、そういう方々の教

えを請いながら、とにかく若者たち、学生

たちと一緒に被災地に行く方法を考えよう

ということでひねり出したのが、この「失

われた街」模型復元プロジェクトです。  

 津波でたくさんの街が失われて、とにか

くどんなまちが被災したかを知るというこ

とと、まちが失われた、地元から離れて暮

らさなければいけない人や、姿を思い出せ

なくなってしまう人たちのためにも、失わ

れる前の街の姿の模型をつくったほうがい

いんじゃないかという発想から、縮尺 500

分の１の被災地の模型を全国の建築学生と

一緒につくりました。活動を開始してから

１年後の 2012 年の夏に、兵庫県立美術館

のギャラリーで、中間発表のような形で白

い模型を展示したときの写真です。手前が

福島で、奥のほうが岩手県の被災地。それ

から白い模型を現地に持っていきまして、

一週間で、学生と住民の人たちが、その模

型を囲んでいろいろ話すことによって、色

をつけていくワークショップをやることに

しました。ふるさとの記憶を模型の上に、

何でもかんでも全部載せようということで

やったのが、この「記憶の街ワークショッ

プ」という取り組みでございます。  

 こうやって、模型をつくった学生たちが

現地に一週間、この模型を持っていって、

白い模型の段階から、住民の皆さんにいろ

んな思い出を聞いて、ここに桜が咲いてい

たよとか、ここに井戸があったよとか、こ

こで町内会別の運動会をしたんだとか。あ

るいは、何か怒られたときに、この岩に泳

いでいって、一人で泣いたんだとか、いろ

んな小さな思い出から地域の共有の思い出

まで、あらゆるものをもうとにかく載せら

れるだけ載せようということでやったワー

クショップでございます。  

 東日本大震災は被災地が非常に大きいの

で、次から次へといろんな地域で活動をや

って、何とか今、５年継続しておりますが、

まだまだいろいろな地域が残っているので、

現在も継続中でございます。この仕事を通

して強く感じたのは、まちは、ハードやい

ろんな仕組みでできているというふうに考

えがちですけれども、やはりそこに住んで

いる人たちの思い出、記憶でできているん

だなと。やっぱりこれが第一義じゃないか

なというふうに思いました。  

 ですから、街をつくったりするというこ

とは、私たちのような専門家もお手伝いは

するけれども、やっぱりそこに住んでいる

人たち、そこに主体的にかかわっている人

たちがつくらざるを得ないものだと感じて

おります。  

 そういった点で、これと同時並行で勧め

ている神戸のプロジェクト、神戸の建築家

で昨年まで委員だった島田陽さんや新進気

鋭の建築家畑友洋さん、構造家の萬田隆さ

んらと一緒になって取り組んでいるプロジ

ェクトを少し紹介します。三宮センター街

１ 丁 目 の 皆 さ ん と 取 り 組 ん で い る

「SANNNOMIYA 2016」というプロジェ

クトです。  

 その皮切りになったのは「三宮 BOS」と

いうプロジェクトで、ご覧になった方もい

るかもしれません。三宮センター街一丁目

のジュンク堂の前にぶら下がっているビジ

ョンです。ビジョンは、私が来る前、2005

年に設置されたんですが、太陽の光の影響

でなかなか見えづらいので、2010 年に日よ
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けのシェードをかけようと企画されました。 

 既存のアーケードから吊り下げるために、

軽くなければならないのと、下のお店の前

が暗い印象にならないようにする必要があ

るということで、薄いアルミの板で 9 メー

トルの長さのメガホン状のものをつくり、

プロジェクターからスクリーンの部分を囲

うということを考えました。  

 製作を依頼したのが、こういう薄い曲面

加工ができる気仙沼の金属加工の業者、高

橋工業さんというところでした。いろいろ

設計を進めてつくっていて、実は、2011 年

の３月 25 日に三宮センター街に届いて、

それが設置される予定だったんですが、東

日本大震災で、高橋工業さんは非常に大き

な被害を受けました。  

 三宮センター街の皆さんも、震災のとき

にはアーケードが落ちて、本当にもう大変

な思いをして、何とか 20 年、がんばって

復興してきたという方々ばかりです。です

から、復興と一口に言っても、いいことも

悪いこともいろんなことがあることをご理

解されている。ですが、高橋工業さんが本

当に復活するのであれば、それまで納品を

待つということを決断してくださいまして、

その結果、2 年後の 2013 年の春、高橋工業

さんも何とか復活されて、最初の仕事とし

て、もう一度つくり直してもらいました。  

 現在は、センター街を通られると、こう

いったベンチが設置されているのをご覧に

なった方もいると思います。これも現在、

まちの方々と一緒に社会実験という形で、

２年間ほど、ちょっとずつ直しながら設置

しているベンチです。神戸大学だけでなく、

神戸芸術工科大学のプロダクトの学生さん

たちとも一緒につくっています。まちの

方々は、それをきれいに管理するような形

でやっています。  

 また、昨年、アーケードの照明が全部

LED になりました。同時にちょっとくたび

れていたデッキの天井を少し化粧直しして

いますので、ぜひセンター街に行かれたら、

上を見上げていただければと思います。  

 それから、三宮プラッツプロジェクト。

神戸市の道路計画課さんが中心になって進

めている京町筋と中央通りの交差点のとこ

ろにありますサンクンガーデンで、人が過

ごせたり、ちょっとしたライブをやったり、

いろいろ使えるような場所にしていこうと

いう話合いに２年ほどかかわっています。

昨年、市民公募で三宮プラッツという場所

の名前が決まりました。  

 この名前はまだあまり知られていないの

で、今年１年、いろんなイベントにも活用

を検討しながら、三宮プラッツという名前

を道行く人によく知ってもらおうというこ

とで、看板を設置する予定になっています。

御期待ください。  

 現在私は神戸大学のランドスケープデザ

イナーの福岡孝則先生と共同で、リバブル

シティ、次の時代の住みやすいまちの条件

は何かということを考えております。  

 その中で重要なポイントになるのは、ア

クティブであることとインクルーシブであ

ること。アクティブというのは、ニューヨ

ークのマイケル・ブルームバーグ前市長が

数年前に提唱したアクティブデザインの考

え方です。つまり、どんどんまちをアクテ

ィブに活用し、体を動かす機会を増やして

いくことで、みんなが健康になり、医療費

も低減できる、そういうデザインをちゃん

とデザイナーがつくっていかなきゃいけな

いんじゃないかという、考え方です。  

 同時に、インクルーシブという観点も大

事。誰でもまちを使える、誰でも街の活動

に参加できる。アクティブとインクルーシ

ブは両輪としてやっていかないといけない。

図らずも神戸市の 2020 ビジョンで提唱さ

れている、若者に選ばれる街、かつ、誰も

が活躍する街ということと非常に似ている
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なと思います。この会議で私はこのような

観点でやりたいことを考えようと思いまし

た。  

 もう一方で、僕は神戸市の BE KOBE が

本当にすばらしいキャッチフレーズだと思

っています。神戸の人たちは、シビックプ

ライドを強く持っていて、神戸が大好きと

いうこと、それを「神戸は、人の中にある」

というキャッチでロゴにされたのが、本当

にうまいと思っておりまして、BE KOBE

の特区みたいなものをつくったらどうかと

思っています。  

 なぜそんなことを思ったかといいますと、

実は、10 年間温めていた課題がございまし

て、それは 2004 年に横浜国立大学と東京

理科大学で非常勤講師をして設計の授業を

していたときに、学生たちに出した「Boy’s 

City-若者の都市」という課題です。  

 これは、1,000 人ぐらいの若者をまちな

かにぎゅうぎゅう詰めで住まわせて、快適

な住空間を求めるのではなくて、みんなが

成功するチャンスを貪欲に求めるような、

そういう熱い若者の固まりのようなまちを

つくりなさいという課題を出しました。い

わば、漫画のトキワ荘がまちのレベルにな

ったもの、あるいは、松下村塾がもっとま

ちのレベルになったようなものです。若者

に選ばれるということは、若い人たちが快

適だと思って住みに来るのではなくて、神

戸に行けば一旗あげられる、いろんな人と

出会える、刺激がある、そう思ってくる場

所ではないか。そういった意味で、例えば

この BE KOBE で出てくるいろいろな魅力

的な方々が講師になるというような形で、

次の BE KOBE な人々を育てていく「ワカ

モノ特区」をつくったらいいんじゃないか

と思っています。  

 それには、いろいろなハードルや課題が

あると思いますけれども、先ほど矢崎さん

のプレゼンを聞いていて、非常に重なる部

分が多いなと思いました。私は、それに何

か場所を設定して、台風の目になるような

場所を皆さんとつくっていけたらいいかな

と思っております。以上です。（拍手）  

 

○齊木議長  ありがとうございました。

まさに槻橋さんが今、拠点とされている

KIITO、私たちはそれが特区になる拠点だ

というふうに考えることもできます。神戸

の中にチャンスがいっぱいありますよね。

ありがとうございます。  

 それでは、網本雅生さんを紹介いたしま

す。NPO 法人神戸デザイン協会理事長でい

らっしゃいまして、株式会社ジャム・デザ

イン代表取締役社長をやっておられます。

よろしくお願いします。  

 

○網本委員  皆さん、こんにちは。本日

は、神戸デザイン協会

から来させていただき

ました。初めての参加

でございます。２年前

から、実は傍聴席の側

で、神戸デザイン協会

の面々と、どんなこと

やっているんだろうと

見させていただいてい

ました。  

 我々デザイン協会は今、40 名の会員でや

っております。グラフィックデザイナー、

アパレルデザイナー、フラワーデザイナー、

いろんなデザイナーから、コピーライター、

カメラマン、イラストレーター、イベント

企画、トリックアート、まちづくりに至る

まで、多種多彩な個性あふれるメンバーで

構成されております。  

 例えば、歌って踊れるイラストレーター。

きょうも来てくれています。食べ物が大好

きで、まちなか、神戸のおいしいものはほ

とんど知り尽くしているアーキテクチャー

のデザイナーとか、たくさんの個性的な人

がいるんですけども、こういう個性的な人

に、もっと神戸のまちを任せてほしいなと

思っていたら、今回、呼んでいただきまし

て、ありがとうございます。  

 デザイン協会は、実は、1981 年、この中

でどれだけの方が記憶をされているかわか

らないんですけども、ポートピア 81 とい

うのが、ポートピアランドができたとき開

催されました。そのころに、前身のデザイ

ナー協会が設立されております。2005 年に、

現在のデザイン協会という、NPO 法人の神

戸デザイン協会が発足しております。  
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 我々の活動なんですけれども、基本的に

は、地域のデザインの提案で、地域のお役

に立とうという形でやっております。今期

は、神戸市さんに寄り添っていこうという

ような形で、創造都市委員会、そして広報

委員会、交流委員会、この三つの委員会で

事業を進めております。  

 内容的には、デザインスクールの専門講

師の派遣であったりとか、例えば、きょう

もお見えになっている福岡先生の神戸電子

専門学校の生徒さんに指導させていただく

ようなこともさせていただいております。  

 毎年、デザインフォーラムとかデザイン

会議のような形で、大体、50 名から 100

名規模で、そのときのテーマに沿った会議

やフォーラムをやらせていただいておりま

す。去年５月に、日本の CI の第一人者で

ある中西元男先生、我々デザイン協会の特

別会員なんですけれども、この方を招いて、

デザインフォーラムをやらせていただきま

した。  

 最近の活動としましては、こうべガーデ

ンカフェの共催、皆さんも御存じだと思い

ますが、KIITO とみなとのもり公園、２カ

所で、秋の「KOBE デザインの日」記念イ

ベントでやらせていただいております。３

年前には延べ 9,000 人来たようなイベント

でございました。  

 今回、デザイン協会として何を提案させ

ていただこうと考えているかといいますと、

すぐそこに旧居留地がございます。実は、

私は旧居留地連絡協議会の広報委員でござ

いまして、365 日、まちの景観やまちづく

りで、日本的にも注目を浴びている旧居留

地を、とにかく皆さんにかわいがっていた

だく、魅力あるまちでずっとあり続けるた

めに、いろんな活動をしております。  

 その旧居留地が、皆さんも御存じかもし

れないんですけれども、不法駐輪が結構多

いんです。年に４回ぐらい、環境委員会が、

不法駐輪の、ここにとめたらだめですよっ

ていう啓蒙活動をやらせていただいていま

す。それも、ここは不法駐輪ですよってい

うような、ちょっと不粋なタグをつけて、

そのタグでデザインを台なしにしているよ

うなことをやっております。  

 例えば、神戸市がユニークな看板を設置

したことが全国ニュース、あるいはヤフー

ニュースでも流れました。これも、非常に

私的にはおもしろい対策だったと思ってお

りますけども、「デザイン都市・神戸」とし

て、あのデザインでいいのかと、賛否両論

がございました。そんなことも含めて、と

にかく神戸の自転車事情というのを何とか

したいなと考えております。  

 神戸の魅力発信としまして、「自転車と共

存する神戸」。不思議に思われますかね。何

でこんなに坂が多いまちに自転車が共存で

きるのかと。そもそも、神戸で自転車って

いうのは、全然考えられないと思われてい

るかもしれないんですけれども、実は、自

転車人口はふえております。  

 そして、中央区などのいろんな区に行き

ましても、昔の自転車屋さんはどんどんな

くなっているみたいなんですけれども、新

しい自転車屋さんがふえているんですね。

サイクルショップというところです。そう

いうところがなぜふえているのか。必要と

されているからだと思うんです。新しい自

転車の乗り方、新しいスタイルが神戸の若

者に受け入れられているというように感じ

ます。  

 六甲山を擁するこの街では、南北移動の

際は坂道必至で、ヨコ移動はラクですけど、

タテ移動はしんどいよと。実は、私が住ん

でいる県庁の上のほうも、坂が多いです。

でも、実は、子育て中のお母さん方とかち

ょっと年配の方は、電動付自転車で、結構、

まちの暮らしを楽しんでおられます。  

 この創造会議でもありましたコウベリン

クル、コベリンですね、赤い自転車を、去

年からまちで見かけるようになりました。
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すばらしいことだと私は思います。昔の神

戸だったら考えられなかったけれども、実

はあれ、電動付自転車なんですね。神戸の

まちになくてはならない電動機付自転車と

いうことで、赤い自転車も走っております。

そういうことも考えて、とにかく環境に優

しい乗り物ですし、短距離なら自動車より

も短時間で移動でき、健康づくり等、いい

こと尽くしの自転車を何とかデザインの力

で神戸らしい共存の仕方ができないかと考

えております。  

 神戸市も、自転車利用環境総合計画を平

成 24 年に策定されております。先日も、

三宮のフラワーロードの三ノ宮駅の近くの

違法駐輪を、ここにとめたらだめですよと、

きょうはとめると撤去しますからという地

道な活動をやられていました。いつまでた

ってもそういうアナログな地道な活動もい

いんですけど、やはり神戸らしい形で、デ

ザインの形で解決していかないといけない

だろうと、我々が取り組もうというふうに

思っています。  

 取り組む前に、神戸の自転車事情をやは

り検証する必要があるだろうと。不法駐輪

の現場の調査、神戸のサイクルショップへ

のヒアリング、あるいは、自転車愛好家の

座談会とか。実は、デザイン協会にも自転

車好き、必ずどこに行くにも自転車に乗っ

てくる人が数名います。デザイン協会の人

間だけじゃなくて、市民の方、あるいは観

光客の方、全国の自転車愛好家の座談会と

いうのもおもしろいなと考えております。  

 あるいは、コベリンを使った観光客への

アンケート、子育て中の方へのアンケート

も、非常に大事だと思うんですね。私も 50

年ほど子育てをしておりまして、実は、子

供を自転車に積んで走っていた張本人でご

ざいます。このような神戸市内の自転車利

用状況も考えながら、自転車がなぜ大好き

なのかというような事情、あるいは、違法

駐輪の問題。例えば、私も旧居留地で仕事

があるんですけども、自転車が好きなんで

自転車にもたまに乗ります。でも、乗って

いっても置くところがない、置くところが

ないから違法駐輪がふえるというような悪

循環になっております。  

 走行マナーにしてもそうなんです。今現

在、日本で、１日に自転車事故で２名近く

の方が亡くなっておられるというデータも

出ております。たかが自転車なんですけど

も、非常に危険な乗り物でございます。そ

ういう走行マナーも大事だと、環境にも健

康にもいいし、さらに、こんないいことあ

るよとか、こんなおもしろいことあるよっ

ていうような、神戸自転車フォーラムを開

催してやろうと思っております。  

 「自転車にやさしい街神戸」。これは、ネ

ット上の写真を集めてきたんですけれども、

例えばドイツでは、ことし 2016 年、自転

車専用の高速道路っていうのができたみた

いですね。それぞれの写真にありますよう

に、おもしろい駐輪場、例えば、移動式の

駐輪場ですね。イベントのときだけの、お

もしろい駐輪場をつくると、みずから皆さ

んが集まってくるだろうというようなこと

でございます。  

 路面電車が映っておりますけれども、神

戸の路面電車は、我々の年代が多分記憶し

ている最後の年代なのかなと思いますけれ

ども、デザイン協会の先輩方は、この路面

電車も、神戸にもう一回取り戻したいとい

う活動をされていました。自転車と路面電

車っていうのは、非常にマッチした乗り物

だと思います。例えば、自転車を折り畳ん

で路面電車に積んで、次の停留所まで行っ

て、またそこから自転車に乗って観光して

いただくというような観光客の姿を目に浮

かべながら、「自転車にやさしい街神戸」っ

ていうのを何とか我々の力で、少しずつや

っていきたいと考えておりますので、皆さ

んの御協力をよろしくお願いします。以上

でございます。（拍手）  
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○齊木議長  次は、三上真由美さんです。

ゲストハウスユメノマドの女将さんでいら

っしゃいます。よろしくお願いします。  

 

○三上委員  初めまして、三上真由美と

申します。一応、こうい

う感じなんですけれど、

女将さんと呼ばれていま

す。きょうは、私の日々

の活動の中でイメージし

た神戸というのをお話し

したいと思います。  

 今、神戸市兵庫区でゲ

ストハウスをしています。

もともと、新開地の北のほうで３年前から

ホステルユメノマドをしておりました。そ

の２号店として、昨年９月にユメノマドか

ら徒歩６分のところに、ホステルなかむら

というゲストハウスをオープンしました。

新開地というまちの中で、世界中から集ま

る旅人をお迎えしています。  

 １号店のユメノマドは、遊びに来られる

サロンとしてカフェを併設し、旅人だけで

なく、地元の方も来ていただけるスペース

を設けております。人が行きかう状況をつ

くるために、ユメノマドに次いでなかむら

をつくりました。三角形をつくるために、

現在、もう一つ、新開地で場所をつくって

います。動きを出す、動きを見せる、これ

が目的になっています。  

 築 50 年以上の建物を仲間たちとリノベ

ーションし、ホステルによみがえらせまし

た。今現在、古い建物を自分たちで壁を壊

して、毎日、ペンキを塗ったりして、第三

のスペースをつくっています。残す新しさ

といいますか、もともとあるものを使って

新しいものに変えるという、そういうこと

におもしろさを感じています。これが、居

心地のよさやオリジナリティとなって特化

していけるものになると思っています。ま

た、あなたの得意と神戸の滞在を交換しま

せんかということで、海外のアーティスト

を招いたりして生活しています。  

 まちの景色を少し変えるという点におい

て、毛色の違う人たちが行きかうことで、

まちのイメージが変わるのではないかと思

っていました。ゲストハウスという場所は

それをちょっと促進する働きも持っている

と思います。今まで素通りされていた新開

地という駅で人がおり立つことや、今まで

いなかったいろんな人がこのまちを歩き出

すことになると思いますので、その結果、

この一帯がおもしろいということを発見す

る人がいたら、住むとか、お店を始めると

か、また、次の動きが何か起こるかもしれ

ません。そのきっかけになれたらうれしい

なという思いで、ゲストハウスを始めまし

た。これまであるものが、また動き出すき

っかけをつくるということが、再生や創造

につながると考えます。  

 現在、２店舗で月約 600 名の方をお迎え

しています。国籍はさまざまで、40 カ国以

上の方に御利用いただいております。初め

は、西洋人しかいませんでしたが、最近は

日本人やアジアの方もふえてきました。ス

タッフも県外、海外のメンバーで構成して

おります。  

 ゲストハウスは、ホテルや旅館と違って、

生活するように旅をすることを提案する場

所で、お客様は世界中を旅したバックパッ

カーの方が多いです。スタッフも同じです。

バックパッカーは、ツーリストとは違って、

観光地をめぐるというよりも、その土地の

風土や文化に触れることを目的としていま

す。１カ所にとどまるような旅のスタイル

の方ではありません。世界中、また、日本

国内を数日おきに旅したお客様やスタッフ

たちの声をもとに見えてきたことをお伝え

したいと思います。  

 日本国内で神戸の名前が出るというより

も、世界の中で神戸というキーワードが出

る、それを目指して活動しています。私は、

現在の活動の中で、神戸というまちは、そ

れがかなうと思っていますし、それこそが

若者にも注目されていくことになるだろう

と思っています。本日は、その日々の活動

で、そのような思いに至った経緯を含めて、

お話ししたいと思います。  

 「一発屋にならない街」という、ちょっ

ときつい言葉なんですけれども、これは、

どこにでもあるまち、見たことがあるまち

というものではなく、実際、足を踏み入れ
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ると抜け出せないまち、日常の風景や人こ

そが観光地になり得る、旅行者も住民もふ

えていく、即効性というよりも、先を見据

えた都市づくりを、「一発屋にならない街」

として提唱します。  

 住むことに関して、神戸は満足度も高く、

そのポテンシャルがあると思っています。

居心地を追求していくことに今後のまちを

デザインするというテーマの核となる部分

があると思っています。お客様も連泊を希

望される方などいらっしゃいます。その方

のほとんどが、特にどこかに行ったという

ことではなく、ただ生活した方々です。バ

ックパッカーは自分にとって居心地のいい

宿やまちに出会うと、とどまるという性質

があります。居心地がいいというのは、五

感が満たされているということだと思って

います。これは、とても抽象的ですけれど

も、食べる、飲む、しゃべる、本を読む、

自然を感じる、たまのパーティー、眠たく

なったらすぐベッドにつける、自分の本能

に従って、ただ生活することが許される、

五感を満たす場所というイメージです。き

ょう、自分がどう過ごすかを選択できる、

これこそが生活をするということだと思っ

ています。  

 実際、私どものお客様も、正直、神戸は

予定になかったと言われます。大阪、京都

から姫路、または広島への通過点で立ち寄

っただけだとか、京都、大阪で宿がとれな

かったから泊まりにきたとかいう方がほと

んどでした。でも、その方たちからもう一

つの声があります。お寺も日本食も初めて

見たら感動するけれど、三日ぐらいでいい

かなということです。  

 なので、私たちは、全てを準備しません。

あくまでもその方が自分で見出したという

探検心、冒険心を残す、きょう、どう過ご

すかを自分で選択できるということが、五

感を満たすことだと感じます。こちらが準

備するのは、場所と情報だけです。用意し

過ぎない、これがポイントです。  

 神戸のアクセスのよさは、神戸を拠点に

いろんな都市に行けるということで、それ

を知らずに神戸に来て、連泊を希望される

方の理由の一つにもなっています。そして、

ただ生活する。こちらの写真は、うちの宿

の中での日常の風景になっています。バッ

クパッカーの人たちというのは、お友達と

旅行に行くとかではなく、個人旅行が多い、

あと、１人で旅行に行くことが多いので、

世界中で出会いがあり、情報交換がなされ

ています。どこかの国の話をするというの

も、いいことも悪いことも、都市の名前、

まちの名前が出ます。そういうことを目に

して生活をしているので、日常をデザイン

するということが、今後の神戸のデザイン

ということにもつながるんではないかと思

っています。  

 世界の若者が住みたいまちに挙げられる

場所は、アクセスのよさ、都会なのに自然

がある、観光客にも人気、まちのコンパク

トさ、カフェが近い、アートがある、安い、

これってどこかで聞いたことがあるなと思

っています。それは、神戸です。まだ少し

足りないところがありますが、神戸は住み

たいまちに挙がる要素が多大にあります。  

 バックパッカーの言葉で、沈没という言

葉があります。沈没というのは、そのまち

とか宿に思わず居ついてしまうということ

で、滞在が延びることなんですけれども、

大体、そのときの条件というのが、人との

出会いと先ほど挙げたものになってきます。 

 これは、今、出しましたけれども、神戸

の最大の魅力は、山だと言われます。西洋

人は本当に外が好きで、トレッキングが大

好きです。その中で、山と海が近い、この

距離感が神戸の最大の魅力だと言われます。

私はその中で、人工ビーチをつくろうって

思っています。人工ビーチは砂浜があると

いうことではなくて、ビーチだと感じられ

る場所をまちの中につくっていくという意

味です。  

 例えばこのブリスベンの人工ビーチは、

まちなかに突如としてビーチがあらわれま

す。これは、ニューヨークのブライアント

パーク、これは、ビジネス街とか高層ビル

の 間 に 突如 と し て 自 然 が あ らわ れ て 、

Wi-Fi が通っていて、ほどよい距離にカフ

ェがあって、本があったりして、いろんな

人が集まります。ニューカッスルのポート

エリア。これは、ポートエリアですけれど

も、デッキがあるということだけで海岸を
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感じることができるつくりになっていて、

とにかく自然との距離が近いということが

ポイントになっています。  

 最後に、私が神戸の特徴のちょっと問題

点と、そのままでいいという考えがありま

して、時間がないのでこれもまたの機会に

お伝えできればと思います。  

 きらきらした神戸は三宮、元町に任せる、

新開地の私たちは、それではないものを求

める人がきっと世界中にいて、その人たち

の五感をくすぐることに注力を注ぎました。

そして今、世界中の方に出会うことができ

ています。リピーターもふえています。そ

の人たちだけでいいと少し腹をくくること、

これで、そこに必ず追随してくる人が自然

とふえてくると思っています。  

 ツーリストは、大阪や京都など、世界に

知られる観光地に任せて、神戸は生活する

ように旅をするバックパッカーのまちにし

てみる、そんな視点もあってもいいのでは

ないでしょうか。もう十分、まち自体が観

光地になり得るポテンシャルがあります。

いま一度、神戸の特徴を見直して、新しい

価値をつけ加える、そのことだけで神戸は

世界に知られるまちになると思うのです。

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。

槻橋さんの話とつながってきましたね。い

いですね。ありがとうございました。  

 それでは、続きまして、福井さんお願い

します。福井さんは、株式会社プラスリジ

ョン代表取締役でいらっしゃいます。それ

では、よろしくお願いします。  

 

○福井委員  初めまして。株式会社プラ

スリジョンの福井と申し

ます。2008 年に神戸市中

央区に会社を設立いたし

ました。社名には、常に

プラスするのはリジョン、

ラテン語で融合という意

味なんですけども、異な

る視点や異なる分野、異

なる専門性を融合させて、

事業を推進するという活動方針を込めてい

ます。  

 弊社は、障害のある人の働く場をつくる、

働く場づくりを推進するということを目的

に設立しました。弊社は、福祉事業所では

ありません。福祉事業所を含む多様なステ

ークホルダーとともに事業を推進するとい

うスタイルをとっています。  

 事業には、自主事業と外部の支援事業が

あります。自主事業では、農業や食のフィ

ールドで、オニオンキャラメリゼという独

自商品を軸とした食品加工事業を推進して

います。オニオンキャラメリゼというのは、

淡路島の有機たまねぎの規格外品を扱う福

祉事業所です。これは厚生労働省の研究で、

障害のある人たちの合理的配慮の研究の現

場として推進させました。彼らが働きやす

いような現場設計をしながら、生産・加工・

流通・食育を循環させる、今でいうところ

の６次産業化の商品です。  

 こちらは、将来、人口減少社会に残るで

あろうオーガニックの農産加工の一つのソ
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リューションとして設計したものです。地

域の福祉事業所の参画、障害のある人の雇

用をどう推進できるのかというのを実証し

た現場として商品をつくりました。それ以

外にあるのが外部の支援事業で、主には民

間企業の研修ですとかコンサルティング事

業をやっています。  

 ここで、少し皆さんと社会背景の共有を

したいんですけれども、障害者白書による

と、私たちの国には 793 万人を超える障害

のある人たちがいます。これは、年々増加

傾向にあり、私たちの国では、障害のある

人の社会参画や就労が大きな課題になって

います。  

 就労対象人口というのは、大体 320 から

350 万人と言われています。また、福祉予

算は皆さんも御存じのとおり、社会保障費

で賄われておりまして、その内訳は、年金、

医療、福祉の３分野です。そして、それら

どれもが年々増加傾向にあるという現状で

す。この 20 年で社会保障費は倍以上にふ

えまして、今では、120 兆円に達する勢い

です。今後も、高齢化が進行いたしますの

で、さらなる増加が予想されるという現状

です。  

 このような背景もあって、私たちの国に

は障害者自立支援法というのができました。

障害がある人の就労と雇用にもまつわる法

律というのは、昨今、目まぐるしく改正さ

れているという現状があります。  

 就労と雇用というのは、実は表裏一体な

んですね。就労というのは、障害のある人

に焦点を当てた支援のアプローチでして、

神戸市内にもたくさんの福祉事業所があっ

て、日々頑張っておられます。弊社は、雇

用、もう一方の、後者の立ち位置にありま

す。皆さんも御存じのとおり、企業側には

全従業員の２％に当たる障害のある人を雇

用しなきゃいけないという法定雇用率とい

う法的な義務がございますので、そちらの

お手伝いをして、雇用する側、される側、

ともに持続・継続的な雇用をつくっていこ

うというお手伝いをしています。  

 法定雇用率をクリアする姿勢というのは、

昨今、グローバル企業を中心に変化を感じ

ています。これまでは、法定雇用率を達成

するという一つのニーズに対するソリュー

ションをやっていた会社が多かったかと思

うんですけども、最近では、マイナスから

ゼロのアクションではなくて、もうマイナ

スからプラスのアクションにしようと。例

えば、法定雇用率を達するというニーズと、

ダイバーシティ経営の一環で、多様な方が

働きやすい雇用環境をつくるというニーズ

をあわせ持ったソリューションといったよ

うな攻めのアプローチをする会社がふえて

いるように感じます。  

 単独のニーズだけでなく、複数ニーズを

組み合わせてソリューションするという視

点のデザイン、社会課題のデザインといっ

てもいいのかもしれませんが、これは、置

かれている地域や、置かれている企業ごと

にアプローチが違ってきます。弊社は幸い

なことに、設立してからこれまで、そのソ

リューション型の企業と一緒に仕事をする

機会に恵まれてきました。仕事をしていく

中で感じていることなんですけれども、社

会課題を事業的な手法で解決するという新

しいアプローチは、若い人たちにすごく関

心が高いです。  

 弊社にかかわった学生さんは、今では、

世界中で活躍しています。アジアで活躍す

るアントレプレナーの中にもそういったメ

ンバーがいますし、また、弊社はすごく小

さな会社ですけども、世界最大のコンサル

ティングファームさんのクライアントにな

りました。その中で研修のお手伝いをして

いるんですが、そちらの先には、国内でい

うと何千社という大手企業の存在があるの

で、その方々の視点をデザインすることが

できる。弊社の貢献しているインパクト的

なものは、恐らく自主事業の中にあるので

はなくて、外部支援事業の中にあります。

そのプロフェッショナルな人たちの視点を

変えることで、障害者雇用って、違うやり

方ができる、自分たちでソリューションし

ていけるというようなことを、指し示すと

ころに波及効果があるのかなと思っていま

す。  

 東京モデルと地方モデルと弊社では呼ん

でいるんですが、これまで弊社は東京モデ

ルのお手伝いをしてきました。東京モデル

では、そういったソリューション型の企業
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さんが従来と違う障害者雇用のアプローチ

を、今はスタンダード的にもうやり始めて

います。でも、このモデルを地方にはその

まま持ってくることはできないと私は思っ

ています。  

 だから、人口減少社会に対してのアプロ

ーチは、これから自分たちでつくっていか

ないといけないなと思っています。そこに

は、未来を担う学生さんですとか、若いビ

ジネスマンの関心が結構集中していると感

じています。皆さんも御存じかと思います

けども、毎年、アメリカの文系の大学の就

職ランキングが発表されるんですけども、

そのトップテンの中には、NPO が今は２社、

毎年入ってくるんですね。例えば、Teach 

for America っていう NPO さんは、アップ

ルや IBM、マイクロソフト、フェイスブッ

クよりも上位にいつもランキングされてい

ます。私が感じているだけではなくて、世

界を見てもそういったところに熱を感じる、

若者のモチベーションについての一つの数

値のあらわれでもあると思います。  

 最後に、これまで農業や福祉の現場で皆

さんと寄り添って、ちょっとゆっくり歩ん

できたという弊社の状況がございます。で

も、じっくり現状を分析できたと思ってい

ます。これから「デザイン都市・神戸」創

造会議では、皆さんと一緒に、持続・継続

性のあるよりよい社会づくりを人口減少社

会のニーズに対応しながら考えていけたら

いいなと思っています。まずは、現状を的

確に把握して、あるべき姿とのギャップを

認識するところから、ともに学ばせていた

だければ幸いに思います。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手）  

 

○齊木議長  ありがとうございます。  

 それでは、最後にお願いします脇浜紀子

さんです。読売テレビ放送株式会社でコン

テンツビジネスセンターコンテンツ事業部

副部長をされています。  

 

○脇浜委員  皆さん、ちょっと両手を、

ずっと上に伸ばして伸

びをしてください。は

い、深呼吸でございま

す。  

 というわけで、こん

にちは。脇浜紀子とい

います。よろしくお願

いいたします。神戸生

まれの神戸育ち、神戸

在住です。兵庫高校出身の人いますかね？

72 陽会です。  

 

○山下委員  80 です。  

 

○脇浜委員  あ、80 ですか。結構、兵庫

高校って神戸の中では学閥でして、いろん

なところに先輩、後輩がいるので、一応言

っておかなあかんかなと思って言うときま

した。神戸大学の法学部卒で、ずっと両親

も神戸でしたので、生粋の神戸っ子かなと

思っています。  

 仕事は、去年の夏まで 25 年間、読売テ

レビのアナウンサーをやっておりました。

ニュース報道はもちろん、情報系、バラエ

ティ系、スポーツなど、幅広い分野で仕事

をしてきたんですけれども、もしかして私

を見たことあるでっていう人がいるとした

ら、このズームイン！朝とかね。ズームイ

ン！スーパーとか、あるいは、情報ライブ・

ミヤネ屋のレポーターを担当していました

し、鳥人間コンテストとかですね、いろん

なテレビの現場の最前線で経験を積んでき

ましたが、去年の夏にアナウンサーをやめ

まして、今はコンテンツビジネスセンター

コンテンツ事業部というところで、番組の

プロデューサー、映画の宣伝、それからイ

ンターネット事業を担当しています。  

 そんな傍ら、実は研究者の端くれでもあ

りまして、2000 年にアメリカの南カリフォ

ルニア大学というところで修士号、それか

ら、2010 年に大阪大学の国際公共政策とい

うところで博士号を取得しまして、研究の

柱は、下に書いているんですが、「地域情報」

「映像表現」「放送と通信の融合」といった

ところをテーマに勉強してきております。  

 これまで三冊本を出しまして、大分前に

は、「テレビ局がつぶれる日」なんていう本

をテレビ局員でありながら出したりした、

非常に挑戦的な人であります。また一方で、

HINT という NPO をやっておりまして、
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地域情報発信についていろいろと活動して

います。例えば、市民の方に、スマホで皆

さんがレポーターになって生中継してくだ

さいと言って、そのコツをおしえるワーク

ショップをやっています。  

 というのが簡単な自己紹介で、けさ、こ

のプレゼンで何か実践したいことを言って

くれと言われたので、急遽つくってきまし

た。ちょっとまとまってないところがある

んですけれども、やはり私の分野で言うと、

ここで何がしたいのかということで考える

と、情報発信とかメディア分野ではないか

と考えています。  

 じゃあ、どんな情報発信かというところ

がポイントなんですが、今回の会議に一つ

のキーワードとして「若者に選ばれるまち」

というのがあったかと思いますが、その若

者でいうと、こんなデータがあります。２

年前のアメリカのマーケティングに関する

アンケート調査のようですが、ブランドサ

イト、つまり企業のホームページを訪れる

消費者の４割が、テキストを読むより動画

を視聴することで情報を得たいと望み、さ

らに、若者世代では５割以上になるという

んですね。  

 つまり、もちろん、新聞、テキスト、ラ

ジオの情報も大切なんですけれども、やは

り、映像で情報発信することがかなりキー

になってきている。映像ってやっぱり訴求

力があるし、みんなが理解しやすいという

ところがあるかと思います。  

 もう一つ、こんな話もありまして、フェ

イスブックの有名な CEO、マーク・ザッカ

ーバーグさんなんですが、最近、こんな話

をしています。「動画の新黄金時代」が来て

いますよと。BuzzFeed News のインタビ

ューなんですけれども、「私たちは大きな決

断を下し、ライブ動画に力点を移すことに

した。出現しつつある新しいフォーマット

だからだ。過去５年、10 年、ネット上にあ

った動画とは違う。動画が新黄金時代に入

っている。今後５年を早送りしてみたら、

ユーザーが Facebook で見るもの、毎日シ

ェアするもののほとんどが動画だったとし

ても驚かないね」と。要するに、動画の中

でもライブ動画、生で情報を発信するとい

うことが今後ポイントになってきていて、

これは、恐らく日本にも当てはまると思い

ます。  

 実は、日本では、もともとニコニコ動画

とかツイキャスとか、若い世代はみずから

ライブ発信するメディアをもう活用してお

ります。この辺は、ポイントになるんじゃ

ないかと考えています。  

 というわけで、私が言いたいことは、神

戸というまちの「ライブ配信動画」をふや

して、どんどんシェアしてもらうことがで

きたらいいなという夢を今、抱いておりま

す。  

 ライブ動画、シェアしてもらう動画を、

制作する、配信するって、実はそんなに簡

単じゃないんですね。私も 25 年間、テレ

ビの仕事をやってきたので、人に見てもら

うって本当大変なことです。ただ、今現状

でいうと、ライブ動画を、一番発信できて

いるのは、実はテレビ局なんですね。テレ

ビ局って、もちろんいろいろ、最近御批判

も多いし、もうオワコンちゃうんかとか、

若者はテレビ見てへんでという話も、いっ

ぱいあるにしろ、やっぱりまだテレビは家

庭の中でみんなが見ているという中で、最

後に一つだけ、ちょっと問題提起をして終

わりたいと思っています。  

 神戸って、地上波テレビに関して、実は

ものすごく後進地域なんです。これを見て

いただきたいんですが、放送免許は、基本

的に県単位で出ます。ただ、例えば熊本県

だったら、１ .２地上波民放テレビがちゃん

と４局あるんですね。だけども、関西は広

域圏で免許が出ているので、地上波は、今、
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私が勤めている読売テレビ含め、４局ある

んですけど、これは、関西の２府４県 2,000

万人に対してなんです。神戸市にはサンテ

レビというところがありますけれども、熊

本県 182 万人で４局あるんですよ。2,000

万人に対して４局なんですよ。言っている

意味、わかりますか。  

 何が言いたいかというと、テレビから出

ている動画情報って、兵庫県や神戸に関し

ては、熊本県より全く少ないっていうこと

なんです。福岡県も４局、実はテレビ東京

系もあるので５局、民放テレビ局がありま

す。福岡市内に５局テレビ局があるんです。

神戸市内にあるテレビ局って、今、NHK

除いて話していますけれども、サンテレビ

だけです。また福岡と比べていますけれど、

福岡市は５局も民放テレビがあるんですよ。 

 それぞれの民放テレビ局の平日の帯の情

報番組というのを書き出してみました。普

通のストレートニュースは別です。平日の

ミヤネ屋みたいな番組です。ミヤネ屋みた

いな番組を、福岡では各局がこれだけやっ

ているんです。地域から、福岡市発で、帯

の情報番組ってこれだけやっているんです

ね。トータルをざっと計算したら、月曜日

から金曜日までで、合計 3,795 分。63 時間

以上あります。  

 福岡県では、福岡市発で、テレビで動画

情報が、福岡の話が 63 時間、毎週出てき

ているっていうことです。残念ながら、サ

ンテレビさんもすごく頑張ってらっしゃる

んですけど、今、サンテレビさんで月から

金の平日の帯の情報番組っていうのは持っ

てらっしゃいません。神戸市に関して言う

と、何かこんなところに、やらなあかんヒ

ントがあるんじゃないかなと私は思います。 

 きょう他の委員の皆さまから、いろんな

お話が出てきて、福岡先生を始め、すばら

しいことをいっぱいされているんですけれ

ども、それが動画情報として、ちゃんとど

んどん出せていますかと。出したら、今度

はソーシャルメディアでシェアされるなど、

いろんな可能性が出てきます。なので、動

画で情報発信をやりたいなというのが私の

夢です。以上です。（拍手）  

 

○齊木議長  きょうは、本当にありがと

うございました。皆さんにお願いする時間

が本当に短くて、大変申しわけございませ

んでした。ただし、私は、第２期目の創造

会議を進めていく勇気が出ました。これま

で、私たちが捉えていた、例えばものづく

りや、形を表現する仕組み、その中での情

報伝達を完全に超えたところに、私たちの

コミュニケーションを、地方や、それから

今、テレビ局の話をいただきましたけど、

私たちがチャレンジしなければいけないこ

とが随分あったんじゃないかなと思います。 

 ではこれから、本当に一言ずつお願いし

ます。先ほどおっしゃったことで、ダブっ

ても結構です。  

 じゃあ、こちらから順番に。  

 

○脇浜委員  そうですね、映像情報、動

画情報というのをもっともっと出していき

ましょう。そごうで物産展をやっていたら、

福岡や熊本では、毎日、夕方の情報番組で

生中継をやっています。それを神戸でもで

きるようなまちにしたいなと思っています。 

 

○齊木議長  ありがとうございます。  

 

○横山委員  それに引き続いて、神戸は

情報発信がすごく実は難しい地域だとわか

ってきて、どういうふうにそれを解決して

いくかというのがすごく重要だと思うので、

そこを取り組んでいきたいと思っています。

よろしくお願いします。  

 

○齊木議長  ありがとうございます。  
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○山下委員  多様な一つの空間を、一つ

の価値観ではなく、多様な価値観を持って

いる人たちで積極的に運営し、何かを創生

するような場所をつくっていけたらと思い

ます。  

 

○齊木議長  それでは、女将さん。  

 

○三上委員  神戸は、住むことにおいて

ポテンシャルがすごく高いと思っています。

それを世界に情報発信していって、お客様

の声も伝えていくっていうことがまちに残

された目標であると思っているので、そこ

をしていきたいなと思います。  

 

○星加委員  ありがとうございます。す

ごくおもしろいメンバーでした。創造会議

が、２年前の方もおもしろかったんですけ

れど、きょうも個性と個性のぶつかり合い

のようなプレゼンテーションで、すごいな、

ちょっと久しぶりにおもしろいなと思いま

した。  

 私がしたいことは、やっぱり今、神戸の

魅力はもう既にたくさんあると思うので、

そういった既存のものにももう一度磨きを

かけていくようなことをしていきたいなと

思います。  

 

○齊木議長  はい。  

 

○福岡委員  そうですね、山下委員とか

ぶるんですけども、これから多様な人たち、

多様な価値観とともにつくる。共創って、

すごく大きなテーマだと思います。それが

生まれるような、仕組みや環境をつくるこ

とに貢献したいなと思います。  

 

○齊木議長  はい。  

 

○福井委員  先ほどのプレゼンテーショ

ンの最後にも申し上げたんですけども、私

はまず、的確に現状を把握して、あるべき

姿とのギャップを戦略に落とし込むという

ことを、弊社は農業と福祉の領域でこれま

で情報収集をして実践をしてきましたので、

その範囲の中で、皆さんと御一緒できたら

いいなと思っています。よろしくお願いし

ます。  

 

○齊木議長  はい。  

 

○槻橋委員  僕は、若者のまちを、「ワカ

モノの都市」をつくるということにチャレ

ンジしていきたいなと思っているんですが、

本日皆さんのお話を聞いていると、組み合

わせるとできそうな気がしてきました。い

ろいろ御指導いただければと思います。  

 

○齊木議長  はい。  

 

○網本委員  私も、皆さんの話を聞きま

してですね、非常におもしろいことができ

そうやなと思いました。ただ、市民の方か

らいつも言われるのが、情報が全く届いて

ないということです。脇浜さんが言われた

ように、とにかく情報をどうやって発信し

ていくんやということを、神戸らしい視点

で、変わったことができないかなと思いま

す。以上でございます。  

 

○齊木議長  ありがとうございます。と

いうことで新たなメンバーでの創造会議が

きょう第１回目、スタートということにな

りました。皆さんがお話しされたことで、

必ず実行、実践するということを前提に、

まさに新しい出会いがここで生まれました。

皆さんのプレゼンテーションに私は感動し

ました。ありがとうございました。  

 次の課題ですが、予定されているのは、

７月 16 日の土曜日に、きょうの成果をベ

ースにして、実践に向けてのテーブルをそ

れぞれに設けようという提案をいただいて

おります。そこに今までの私たちが考える

ことができなかった新しいテーマが恐らく

生まれると、期待をいたします。  

 ということで、次回は７月 16 日に皆さ

んとお会いしたいと思います。  

 最後に鳥居副市長より一言、お願いいた

します。  

 
○鳥居副市長  それでは、最後の締めの

挨拶をさせていただきます。本当にきょう

はお忙しい中を創造会議に参加いただきま

して、ありがとうございました。いろいろ

なお話をいただきまして、非常にたくさん

ヒントがあったと思いますし、皆さんのプ
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レゼンをお聞きしていて、本当に皆さんそ

れぞれ神戸の中で御活躍をしていただいて

いるということ、お礼を申し上げたいと思

います。  

 神戸はやっぱり、確かに神戸らしさとい

う一つの形、それからブランドのイメージ

がある程度かたまっていて、その上にあぐ

らをかいたような状態ではなかったのかな

と感じております。震災の後、新しい取り

組みをしようというモチベーションも、職

員の中でちょっと下がっていた面があるか

と思っております。  

 そういうところを今回、2020 ビジョンで

新しい打ち出しをいたしましたし、都心の

ビジョンの中でもいろいろ打ち出しており

まして、新しいことにもう一度チャレンジ

していこうと、そういう機運が役所の中に

も盛り上がってくると思います。そういう

方向性で今後ともぜひ取り組んでいきたい。

都心のビジョンの中には三本柱がありまし

てその一本は、出会い、イノベーション、

そして文化という一つの柱です。まさにク

リエイティビティのことです。我々として

は、ぜひ、新たな取り組みをして、神戸の

新しい文化を醸成していくように進めてま

いりたいと思いますので、皆様方の今後の

御指導をよろしくお願いいたしまして、御

挨拶とさせていただきます。今後ともどう

ぞよろしくお願いします。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。  

 それでは、これで終わりにしたいと思い

ますが、一つだけ私がきょう気づいたこと

は、例えば、瀬戸内海のことは、私ももう

30 年かかわってきました。ただし、諦めて

いました。ところが、きょうのお話で、諦

めなくていいんだと気付きました。実は、

皆さんの中にも諦めていることがたくさん

あるのではないでしょうか。それをもう一

度引き出す「デザイン都市・神戸」創造会

議でありたいと思います。  

 それでは、７月 16 日にお会いしましょ

う。ありがとうございました。（拍手）  

（終わり）  

 


