
開港5都市景観まちづくり会議
2020神戸大会 開催記録

2020年10月2日（金）・3日（土）

w i t h コ ロ ナ 時 代 の 新 し い 景 観 ま ち づ く り
開港5都市景観まちづくり会議2020神戸大会実行委員会



　平成5年から開催されてきました「開港5都市景観まちづくり会議」、６巡目に入る今回

の神戸大会は、これまで四半世紀の活動の蓄積をふまえ、開港都市間のつながりを深め

て魅力づくりの契機となるよう、景観のみならず開港にまつわる歴史や文化を多くの人に

体験いただくことのできる市民向けイベントとして企画を進めてきました。

　しかし、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの皆さんに集まっていた

だく形式で開催するのは困難な状況となったことから大会の趣旨と企画を見直し、

「withコロナ時代の新しい景観まちづくり」をテーマに、新しい生活様式を定着させなが

ら市民生活や経済活動をいかにして回復させていくか、また今後の都市間交流のあり

方を改めて考えていく機会ととらえて、各都市関係者による会議を開催させていただくこ

ととなりました。

　大会では、接触機会を低減するため神戸へお越しいただく人数を絞り込まざるを得な

い一方で、そうしたなかでも多くの方に参加いただけるよう、リモート会議システムを導入

いたしました。結果として10月2日の大会当日は、神戸会場のほか画面を通じて、昔からの

顔ぶれの方のほか、次世代を担う若手の方も多数ご参加いただくことが出来、大変心強

く感じました。新型コロナ禍の困難な状況下、2日間という短い期間でしたが、新しい景観

まちづくりのあり方を皆さまとともに考え、非常に活発な意見交換を行うことが出来、３密で

はなく親密な交流が図られた会議であったと自負しております。

　最後になりましたが、このような状況下でご参加いただいた皆さま、ならびに開催にあ

たりご尽力いただきました関係者の皆さまに、心より感謝申しあげます。

開港5都市景観まちづくり会議
2020神戸大会
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開港5都市景観まちづくり会議2020神戸大会　実行委員会会長   浅木 隆子

【開催概要】
大会名：
テーマ：
日　程：
会　場：

主　催：
協　賛：

開港5都市景観まちづくり会議2020神戸大会
withコロナ時代の新しい景観まちづくり
2020年10月2日（金）・3日（土）
1日目／代表者会議・FG会議
           THE SORAKUEN（相楽園内）  神戸市中央区中山手通5-3-1
2日目／全体会議
           神戸国際会館セミナーハウス  神戸市中央区御幸通8-1-6
開港5都市景観まちづくり会議2020神戸大会実行委員会
一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社・
株式会社OMこうべ・阪神国際港湾株式会社　※順不同

● 会議報告
● 意見交換
● 大会旗引継ぎ
● 閉会

会場になった相楽園を自由見学

■スケジュール

［会場］

THE SORAKUEN

1日目

2日目

210 金

310 土

● 開会

● 各都市報告

● 意見交換

● グラフィックレコーディングによる振り返り

代表者会議 15：30～17：00
● 開会

● 各都市報告

● 意見交換

● 次期開催都市確認

FG会議 14：30～17：00

［会場］

神戸国際会館

全体会議 10：30～11：30

神戸大会1日目の会場「THE SORAKUEN」がある相楽園は、
かつて神戸市長を務めた小寺謙吉氏の父、泰次郎氏が明治
末期に完成させた私邸を整備したもので、2万㎡の規模を誇る
神戸唯一の池泉回遊式日本庭園です。
会議に先立って、園内にある国指定重要文化財の船屋形、
旧ハッサム邸、旧小寺家厩舎などを自由にご見学いただきました。
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代表者会議
2020年10月2日（金）15:30～17:00　THE SORAKUEN

テーマ：withコロナ時代の新しい景観まちづくり

Zoomでつながり各都市会場から
オンラインで発表、意見交換

林 芳樹 さん浅木 隆子 さん
（神戸新聞社特別編集委員）（実行委員会会長、

北野・山本地区をまもり、
そだてる会会長）

●開会のごあいさつ

1日目の会場になったTHE SORAKUEN

●コーディネーター

　これまでの開港5都市景観まちづくり会議は、広い会場に
参加者が一堂に会した全体会議ではじまることが通例でし
たが、新型コロナ禍での開催となった神戸大会初日は、小規
模な代表者会議とＦＧ会議を並行実施するところから始まり
ました。
　コロナ禍でもより多くの方に参加いただけるよう、神戸以
外の４都市にも会場を確保いただくなどの協力を得て、神戸
と各都市を接続するリモート会議システムを構築しました。
　会の冒頭、実行委員会浅木会長のあいさつで、コロナ状
況下で開催も危ぶまれたが、多くの皆さんに参加いただい
たことへの謝辞が語られたのち、各都市リモート会場から画
面越しの方も含めて、参加者の皆さんをご紹介しました。
　会議は、コーディネーターの林さんから、新型コロナ禍で
各都市とも大変な歩みを経験しているなか、次のステージに
行く提案が見つかるよう期待して進行する、とのあいさつの
のち、各都市からの報告に移りました。
　長崎からは、自分の住むまちを観光、消費して見直す「マ
イクロツーリズム」へのシフトなど、横浜からは、市役所新庁
舎の供用開始のほか、空き店舗に悩む商店街の活性化の

テレワークが広がりを見せるなか、Zoomリモー
ト会議システムを活用し各都市会場とリモート
接続したことで、より多くの発表や意見交流
が可能になりました。
また、当日の会議の模様を収録、編集し、後日
ホームページにアップする予定です。

取り組みなど、新潟からは、「新しい観光スタイル推進協議
会」の発足による新潟らしさの創出や、空き店舗における
アートイベントなど、リモート会場の函館からは、歩道空間を
活用したオープンテラスの設置等の取り組みによる賑わい
創出の事例など、神戸からは、外部空間の利活用事例や、
幹線道路をヒト中心の楽しく過ごせる空間へ転換する計
画などが報告されました。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

■■■報告の一番手になった長

崎からは、居留地の山手地区の

活動を中心に紹介され、モニタ

ーや手元に配られた資料で内容

を確認 ■■横浜からは、新しい
施設が続々と誕生するなど、ま

ちの変貌が報告 ■■■新潟か
らは、古町などで実施した商店

街の活性化活動の具体的事例

が紹介 ■■函館からは、コロナ
禍での公共空間の活用事例や

歴史的な建物である旧ロシア領

事館の保存に関する取り組みを

報告 ■■最後に神戸からは、早
期からコロナ禍に対応して実施

した事例から現在の活動、玄関

口の三宮の未来像を報告

1日目 1
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11 12
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　その後、リモート会場も含めた意見交換に移り、イベント運営
時の離隔距離確保や、反対意見を乗り越える意気込みなど、
様々な取り組みでのコロナ対策等に関する活発な議論が行わ
れました。
　最後に林さんに会議をまとめていただいたあと、次の2021年
の大会が長崎市で行われることを全員で確認し、代表者会議
は閉会となりました。

Topic

54



FG会議
2020年10月2日（金）14:30～17:00　THE SORAKUEN

テーマ：新型コロナウィルス禍におけるまちづくり

根津 昌彦さん
（ゼンクリエイト代表）

●コーディネーター

足立 大輔さん
（実行委員会幹事、

美しい街岡本協議会会長）

●司会

フューチャージェネレーション会議

3つのセッションにおけるサブテーマ

●セッションⅠ「観光」：
　周遊型（マス）観光から
　滞在型（マイクロ）観光への転換
●セッションⅡ「景観」：
　都市型屋外空間の活用
●セッションⅢ「商業」：
　地域商店街の今後のあり方

1日目

　2016年の長崎大会から活動が本格化したＦＧ会議。毎
年の大会を経てメンバーは連携を深めながら、各都市での
まちづくり活動に携わってきました。その成果をふまえた意見
交換の場となる今回の神戸大会では、新型コロナ禍で制約
が大きいなかでも実りのある会議とすべくリモート会議システ
ムを導入、あらかじめ3つのセッションとサブテーマを設定す
るなど準備を進めてきました。当日は神戸会場のほか、各都
市のリモート会場からも多数のＦＧの皆さんに参加いただい
た結果、熱のこもったプレゼンテーション、フリートークの場に
なりました。
　会の冒頭、実行委員会の足立幹事のあいさつで、多くの
方に参加いただいたことへの謝辞が語られたのち、コーディ
ネーターの根津さんから新型コロナ禍における公共施策の
紹介を皮切りに会議が進行されました。
　セッションⅠ『周遊型（マス）観光から滞在型（マイクロ）観
光』では、「まち歩き型イベントで、ウォーカブルな仕掛けの有
効性がわかった」「オンライン一辺倒ではなく現場も楽しめる
取り組みを」「学生時代の4年間、歴史的建造物に住みなが
ら日常を楽しむという長い観光を体験している」「観光地の

裏側を見るとまちの歴史や営みが理解できる。コロナ禍が自
分のまちを見直す良いきっかけに」「参加することで新しい
日常をつくるなど、日常の捉え方によってマイクロツーリズムに
もなる」「ヒトやコトを発掘することの面白さ」「ちょっと力が足
りないところにはアートを掛け合わせることで大きな力に」と
いった報告や意見が聞かれました。
　セッションⅡ『都市型屋外空間の活用』では、「人口減少
局面では、偶然の出会いや多様性がもたらされる豊かな都
市空間が必要」「公園や海岸等のオープンスペースに日々
の癒しを求めた」「人が歩きたくないのは、歩道が狭いなどと
いった、ちょっとしたことが理由。そうしたことを丁寧に改善し
ていくのが大切」「人はずっと歩けない。休憩場所をうまく埋
め込むなど、こまやかな環境整備を」といった報告や意見が
聞かれました。
　セッションⅢ『地域商店街の今後のあり方』では、「これか
らの商業は、公の空間をいかに利用するかが大事」「コロナ
禍で自分のまちを歩くようになり、近所の店、商店街を知るよ
うになった」「商店街は、歩いて楽しめる典型的な空間」「地
域の人が地域のお店を応援する流れをつくりたい」といった
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■会議はセッションごとに各都

市が発表、「観光」のトップに立

った新潟からは、自主的に広が

った地域おこしの活動が報告 
■■長崎からは、人気観光地の

山手地区で実施したまつりが紹

介 ■■神戸では、連携をキーワ
ードにした活動指針と具体案が

提示 ■■■横浜からは、コロナ
禍のなかでも動き出したまちの

変貌の姿が紹介 ■■函館から
は、私有地をオープン空間とし

て開放する取り組みや学生が実

践するプロジェクトを紹介 ■■
「商業」「景観」のセッションでも

同じように報告が行われ、フリー

トークにつながる
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報告や意見が聞かれました。
　さらにはじめての試みだったグラフィックレコーディングによ
り、多岐にわたった内容を視覚で振り返り、いっそう理解を深
めることが出来ました。

神戸のバナー活動に
メッセージのアシスト

コロナを契機にしたヨコのつながりが広がるイベントと
して、神戸の都心部の街灯をジャックして約400か所
にバナーを掲出する「愛街メッセージ」。大会の受付
横に特設ブースを設置し、神戸会場にお越しいただ
いた皆さまにも多数ご協力いただきました。

Topic
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代表会議・FG会議での
報告内容
会議で各都市から語られたコロナ禍の現状としては、

どの都市もまちから人がいなくなり、多くのイベントが中止されるなど、

大きな痛手を受けた様子が伝えられました。

そうしたなか、国や自治体の施策と並行し、

民間でも公共空間の活用やアイデアを凝らしたイベントの実施など、

活路を見出す様々な動きや、

それらをふまえたポストコロナ時代のまちづくりのヒントが多くありました。

◎代表者会議での報告順に記載しています。

◎重複する内容は代表者会議、FG会議のどちらかで記載しています。

新潟市 信濃川とともに発展した港まち。これからは、水辺空間も活動の場に

【代表者会議】●自治体の取り組み（「新しい観光スタイル推進協議会」を設
立、「新潟駅周辺整備事業」など） ●コロナ禍で実現した8商店街初の連携事
業（昼食利用割引券発行、飲食・商店街などの福袋の販売など） ●芸妓のま
ち「花街茶屋ランチセット」販売（老舗割烹で古町芸妓の舞観賞） ●古町商店
街のシャッターアートイベント「Rene challenge」 ●商店街連合体インフォ
メーションセンター「まちみなと情報館」オープンほか

【FG会議】●多ジャンルのアーティストによる「はじめて、しもまち。」プロ
ジェクト(音楽、映像、デザインなどで、北前船で栄えた港町エリアを紹介)
●国交省の「かわまちづくりミズベリングプロジェクト」で『かわまち大賞』受

賞の「ミズベリング信濃川やすらぎ堤」(経済活動の場としての川、水辺の新
しい可能性の創造) ●「新潟駅・万代地区をつなぐ公共空間の利活用社会
実験」でウォーカブル推進都市を進展（道路の活用、テラス・パークの設置、

キッチンカー導入など）ほか

神戸市 何かと何かを掛け算。連携で新しい価値を生み出すまちづくり

【代表者会議】●コロナ禍での観光地の活動（南京町の新型コロナ収束祈願祭、
北野町のバーチャル異人館のウェブ配信など） ●三宮中央通りなどでオープン
カフェ・パークレットの設置 ●東遊園地の芝生化とファーマーズマーケットの開
催 ●神戸が大きく変わる未来ビジョン「三宮クロススクエア」計画（神戸の玄関
口・三宮の再開発、人中心に、歩いて、ゆったりと楽しく過ごせる空間を実現）ほか

【FG会議】●「コウベアンド KOBE &」企画（えき＝まち空間をさまざまなコン
テンツが楽しめるテーマパーク的に） ●「RAINBOW DAYS KOBE」企画（六
甲山でのフェス、ドライビングシアターの実施） ●南京町「中秋節」のオンライ
ン開催（中華レシピ公開、太極拳レッスンなど） ●元町・三宮の商店街でオープ
ンカフェ実施 ●市内商店街に広がった「愛街メッセージ」バナー活動（市民から
寄せられたメッセージを入れ、統一デザインバナーで掲出） ●「EAT LOCAL 
KOBE」「Lunch Box Garden」の実施 ●「SANNOMIYA COLLECTION」
のオンライン開催 ●飲食店を支援する「ハロトコ」「さきめし」ほか

函館市 公共空間、歴史的建造物、駅前の遊休地。日常に残る価値を再認識

【代表者会議】●公共空間である歩道を活用し、オープンエリアとして開放す
る「五稜郭まちなかオープンテラス」の実施（飲食店を中心に客席やテイクア

ウトスペースを店先に設置、屋外テラスなどでのイベントの実施など） ●●日
本に唯一残る帝政ロシア時代の領事館であり、歴史的価値のある「旧ロシア

領事館」の保存・活用に関し、市民団体が施設見学会や講演会を実施ほか

【FG会議】●●●古民家を再生、学生らが共同生活を通して学ぶ「人生の学
び舎『荘』プロジェクト」（築108年の歴史的な建物を改修した「わらじ荘」な
ど３軒で暮らしながら学ぶことでまちづくりに参画、地元材の家具づくり、多

世代交流会や夏休み期間の子どもたちの疑似家族体験の実施、店主が毎回

変わる「だれかな喫茶」の運営など） ●JR五稜郭駅前にある3万坪の遊休地
「HAKONIWA」の可能性（コロナ禍でオープンエア空間を開放、将来的に
は駅前にある函館の庭として、キャンプ・バーベキュー場など有効な施設利用

を模索）ほか

横浜市 横浜が変わる。新ランドマークや交通手段など、コロナ状況下でも動き出した

【代表者会議】●新しい顔の誕生（アトリウム・商業施設もある市役所新庁舎、
JR横浜駅西口「JR横浜タワー」「JR横浜鶴屋町ビル」） ●MICE都市推進の
中核「パシフィコ横浜ノース」開業 ●ラグジュアリーホテル開業ラッシュ（「ハ
イアットリージェンシー横浜」「ザ・カハラ・ホテル&リゾート」など） ●観光用
連節バス「ベイサイドブルー」運行開始 ●国際アートイベント「ヨコハマトリ
エンナーレ2020」開催（バーチャルツアー実施、駅でアートに触れる
「Creative Railway」） ●オープンテラスの「かんないテラス」ほか
【FG会議】●医療関係者への感謝「ブルーライトアップ」 ●原寸大ガンダム
のアミューズメント「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」始動 ●全国初
の都市型ロープウェイ「ヨコハマエアキャビン」の来春完成 ●コロナ禍での
市民アクション（「PANDAID」「オタガイハマ」など）●商店街活性化事業
（空き店舗見学と商人と対話を図る「商店街空き店舗コンサルティング事業」

「商店街ベストマッチング事業」「あきない塾」ウェブ配信）ほか

長崎市 キーワードは“歩く”。地域を見直し、人がつながり、まちづくりの可能性が広がった

【代表者会議】●長崎居留地・山手地区で結成された「長崎山手応援隊」 ●ク
ラスター発生時に長崎居留地まつり実行委員会と地元ホテルが行った地域

の病院への応援活動（エール募金による横断幕作成、メッセージ付きロース

トビーフ丼の提供） ●まち歩き自体をイベント化した「長崎居留地まつり」の
開催（随所に休憩スポット、風船の仕掛け演出、「まちビンゴ」、「ライトアップ

恋さるく」、野外コンサートなど）ほか

【FG会議】●●お世話になった地元商店街への感謝を込めた「長崎山手応
援隊」の取り組み（テイクアウト・デリバリー内容入れた「Go！Go！山手チラ
シ」の発行、特典付きプリペイド「Go！Go！山手カード」の作成、ライブ配信の
「GO！GO！山手チャンネル」、疑似デートでまちの魅力を紹介「Go！Go！山手
デート」の配信など） ●長崎県が目指す「ウォーカブルなまち」の未来予想図
（歩くことで健康になるロンドン事例紹介、官庁街を文化的通りに計画、歩行

者空間の充実など）ほか
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2日目

全体会議
2020年10月3日（土）10:30～11:30　神戸国際会館セミナーハウス

各会議の報告と総括

　代表者、ＦＧメンバー合同の全体会議は、会場を三宮に
移し開催しました。これまでの大会での分科会のような公式
行事がなかったため、会議の合間に少人数で密を避けなが
ら、東遊園地のファーマーズマーケットや公共空間の利活用
事例を視察するグループもありました。
　会議では、コーディネーターから前日の会議内容を報告
し、各都市出席者からのコメントをはさんで神戸大会を取り
まとめていただきました。最後は、2021年の長崎大会に向け
て大会旗の引継ぎを行い、実行委員会浅木会長の謝辞を
もって閉会しました。
　厳しい新型コロナウイルス状況下での開催となりました
が、開港都市の皆さんが集い、語り、連携を深めた、実りの
大きい大会になりました。

受付で配布した
アンケート用紙

消毒、検温して
会場に

全体会議の会場、神戸国際会館の全景

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

■事務局の司会で全体会議が

開始 ■■FG会議コーディネー
ターの根津さんが、モニターを

使い報告をまとめる ■■各都
市のFG会議出席者からの感想
コメント ■グラフィックレコー
ディングを写真に残す出席者の

皆さん ■■代表者会議コーデ
ィネーターの林さんからの報告

のまとめ ■代表者会議の出席
者からもヒトコト感想が ■神戸
大会の全体総括 ■神戸から長
崎への大会旗の引継ぎ式 ■実
行委員会浅木会長からの謝辞

1

4 5

9

10

11

12

2 3

6

7 8

みなさんの理解が深まった
グラフィックレコーディング
今回はじめてFG会議で導入したグラフィックレコーディング
は、多岐に渡る発表内容をわかりやすく視覚化すること
で、理解を促し、記録にとどめるために大いに効果的でし
た。全体会議のまとめ報告でもそれを使い好評でした。 グラフィックレコーダーの三名さんによる説明

Topic
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　まちづくりコンサルタントとして神戸の皆さんと関わらせていただいていることから、今回のＦＧ会議

の進行を務めさせていただきました。会議の進行としては、3つのセッションごとに報告と意見交換を

行い、そのやりとりをグラフィックレコーダーにまとめていただきましたが、ＦＧのメンバーは、ここ３～4年

の間、急速に親密な関係を築いておられたことから、会議も楽な感じで進められまして、ありがとうご

ざいました。

　各都市からの報告として、函館からは、リノベーションされた古い建物に住み、日常生活を楽しむこ

とが実は観光につながる「人生の学び舎」という、非常に斬新な視点のご紹介がありました。

　新潟からは、オンラインでありながらできるだけ地域を感じてもらえるような発信の取り組みのほか、

水辺のような大切に思っているものを皆さんで共有しながら新たな風景をつくっていく事例などのご

紹介がありました。

　横浜からは、空き店舗紹介ツアーで、お客さんと店の人がふれあう様子を肌で感じていただき、ここ

のまちで出店したいなと思う人を発掘する、といった斬新な取り組みのご紹介がありました。

　長崎からは、観光、景観、商業、これらを大きく貫く「歩く」というコンセプトのほか、山手応援隊の結

成など、まち歩きの先頭を走ってきた長崎さんならではの事例のご紹介がありました。

　最後に神戸からは、同様に観光、景観、商業を通して「連携」という共通コンセプトがあり、何かと何

かの掛け合わせでまちの魅力を生み出す事例などを紹介いただいております。

　この開港5都市会議は、景観まちづくりというタイトルで活動されていますが、今回は観光、商業とい

うテーマを加えた結果、実はこの3つのテーマが密接に関連していることを皆さんが実感できた。さら

にもう一つ、人が歩いていること、佇んでいること、営みが目に見えることでまちが生きているということ

を皆さんが実感したこと、自分たちのまちのヒト、コト、あるいは場所という資源にしっかり目を向けるこ

とが出来たのが、このコロナ状況下での取り組みの一番大きな成果であった、ということをＦＧ会議の

まとめとさせていただきます。ありがとうございました。

FG会議のまとめ

ヒト、コト、場所。コロナ禍の取組みで
自分たちのまちの資源にしっかりと目が向けられた。

（ゼンクリエイト代表）

FG会議コーディネーター

根津 昌彦 さん

　全国から参加された方々のご意見を聞き、私自身も教わることが多くありました。感じたことをご紹

介すると、1つは「まちに出よう」というのが、新型コロナウイルス状況下でのまちづくりの基本姿勢では

ないか。表に出て密にならないところで、思いきり楽しいことを考えようというのが基調のひとつと思い

ます。2つ目は私たちのまちの宝物は足元にあることです。普段あまり目に止まらなかったが、足元に目

を向けたら素晴らしいものがたくさんあった、触っていない、見過ごしていた宝ものがあった、これがコ

ロナ状況下でかろうじて得られたことだと思います。3つ目はこういうしんどい時は若い人の出番だと

感じました。若い人たちが前に出ているまちで衰えているところはない。前に出られるかどうかがまち

の底力を決める。阪神・淡路大震災時の仮設住宅でも、あらゆる世代が入った自治会がいちばん強

く、いちばん多様な活動ができました。4つ目はこうした状況下ではちょっとした勇気がいる、ということ

です。やめる理屈はいくらでも出来るが、前に少しでも進んでいこう勇気は、やめる理屈を超えていく

大きな力になると感じました。

　東日本大震災の取材で話題になったノンフィクション作家の石井光太さんは、コロナ禍のインタ

ビューで「日本ではぎりぎりの暮らしをしている人が多いことを初めて知った」と語られ、コロナで生きる

か死ぬかに追い込まれた人がまちの中にたくさんいることを頭に置いて動かなくてはいけない時代だ

と答えています。また「リモート、テレワークが流行りだけれども、これは危ない」と。テレワークは便利で

有効だが人と会わない。人と触れ合うことが大事なのに人と離れようとするのは危険だと。明日もがん

ばろうと力が沸くのは、人の何気ない言葉。その場を無くすのはよくない。これもまちづくりに関係する

と感じます。さらに「コロナウイルスは人を試す病気だ」とも。近くに感染者が出たとき、どう行動するか

で人もまちもまちづくりに関わってきた人も試される。私たちはいまそれと向き合っているのでしょう。

　今回の神戸大会では各都市の間でつながってきた歴史があることを強く感じました。強敵に立ち

向かうには、さらに強めていかないといけないと思います。「つながり合いましょう」ということを、最後の

総まとめの言葉にして終えたいと思います。ありがとうございました。

代表者会議のまとめと全体総括

人が試され、まちが試される時こそ、
強くつながり合いましょう。

（神戸新聞社特別編集委員）

代表者会議コーディネーター

林 芳樹 さん

◎コロナ禍も小康状態となった10月上旬に開催された神戸大会。終了後の年末から第3波が押し寄せ、再び緊急事態宣言が発せられました。一日も早い収束と各都市の皆さんのご健康とご活躍を願うばかりです。

函館●中村拓也さん

2021年

長崎で会いましょう。

出席された

みなさんのヒトコト

コロナ禍での函館の取り組

みは、もともと積み上げて

きたものが形に

なったものです。

長崎●桐野耕一さん

今回、こういう状況下で大会

を開催いただいたことに、

ただただ感謝

しています。

横浜●番場俊宏さん

観光地の横浜ですが、今回

は生活に寄り添ったものを

ご紹介出来たと

思います。

新潟●本間龍夫さん

若手の人が動いていただけ
るようになり、当初立ち上げ
たころとは違ったステージに
向かっていることを
楽しみに期待
しています。

長崎●平山宏孝さん

長崎市民が

長崎を楽しめるよう

取り組んでいます。

新潟●西野廣貴さん

新潟の酒と神戸の豚まんを
コラボさせてみた。5都市の
ブランド力の
可能性を感じ
ました。

函館●溝江隆紀さん 神戸●松岡辰弥さん

毎年の会議でみんなの頑張り
に会えることで、答えは見つか
らなくても頑張ることのきっか
けになればいいと
思います。

代表者会議とＦＧ会議がさ

らに有機的に絡みながら発

展していけたらと

思いました。

神戸●曹祐仁さん

いままでは情報共有で終わっ
ていましたが、記録に残して
今後のまちづくりに活かす
スキームが出来た
と感じています。

横浜●宮川眞壽美さん

コロナだから高齢者は家で

静かにしていろと言われてい

ましたが、今日から

外に出ます。
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アンケート結果報告 参加団体一覧

全体会議会場で神戸大会のアンケートを実施しました。今後の参考にさせていただきます。

◎各都市リモート会場含む

30代 9

40代 8
50代 5

20代 1

■出席者の年齢構成

60代 4

70代 4

80代 1
無記入 1

■出席者の男女比

男性 25

女性 8

■出席者の都市別人数

新潟市 4

横浜市 7

神戸市 12

函館市 2

長崎市 8

■出席した会議
　※複数回答

代表者会議 17

FG会議 14

全体会議 30

■神戸大会に対する満足度

とてもよかった 20
よかった 9

ふつう 2
無記入 2 よくなかった 0

■会議の内容、進行についての意見・感想

■神戸大会についての意見・感想

新潟市

函館市

横浜市

長崎市

◎神戸会場のみ

アンバサダーズジャパン株式会社

株式会社エイバンバ

オープンウェディング実行委員会

Kosha33ライフデザインラボ
NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ
横浜シティガイド協会

横浜18区ブランディングプロジェクト
横浜商科大学商学部観光マネジメント学科

横浜市立大学

横浜の文化を愛する会

よこはまＹＹラボ

横浜市都市整備局都市デザイン室

風頭公園景観振興会

斜面地・空き家活用団体つくる

十善寺地区まちづくり協議会

長崎居留地12A
長崎市景観まちづくり連絡協議会

長崎大学

長崎都市・景観研究所

東山手地区町並み保存会

一級建築士事務所モーア

長崎県

長崎市まちづくり部景観推進室

函館の歴史的風土を守る会

ＮＰＯ法人はこだて街なかプロジェクト

函館デザイン協議会

函館湾岸価値創造プロジェクト

函館屋外広告業協同組合

Code for Hakodate
「荘」プロジェクト

函館市都市建設部まちづくり景観課

新潟商人塾

にいがた花絵プロジェクト

新潟学の会

新潟水辺の会

ユニバーサルカラープランニング協会

新潟市都市政策部まちづくり推進課

「時間が足りなかった」「分科会ができず残念」「まち歩きができなかった」という意見もありましたが、「スムーズな進行だった」「内
容が濃く、コロナ禍のなかリアルな意見交換がなされた」「5都市のつながりを強く感じた」「新しい視点でまちを見るきっかけと
なった」「まちを思う気持ちが高まった」といった感想をいただきました。
また「オンラインとオフラインのミックス」「コーディネーター」「グラフィックレコーダ―」を取り入れたことに関しては多くの方々
から高評価をいただきました。今後は「代表者会議とFG会議の融合」「5都市の強い絆」を深めたいとの意見が寄せられました。

「失ったこと、できなくなったことも多いが、その反面、新しい視点でまちを見るきっかけとなった」「大変ななかでも、切り開いてい
く勢いを感じた」「今後チャレンジ出来る可能性があると思える議論ができた」という感想が数多くありました。
また「開催前にLINEやオンラインで打合せを重ねる新しい動きがあり、つくり上げている側に触れられた」「次回大会まで定期的
にネットワーク化するミニ会議などの仕掛けなどがあればいい」「5都市共通の公共空間のデザインコードが1つでもできるとおも
しろい」といった神戸大会の成果をふまえた意見も多くいただきました。

神戸市

神戸市景観形成市民団体連絡協議会

　有馬まちなみ景観委員会

　魚崎郷まちなみ委員会

　美しい街岡本協議会

　北野・山本地区をまもり、そだてる会　

　旧居留地連絡協議会

　神戸元町商店街まちなみ委員会

　栄町通周辺まちづくり懇談会

　三宮中央通りまちづくり協議会

　新長田駅北地区東部いえなみ委員会

　トアロード地区まちづくり協議会

　南京町景観形成協議会

　もとまちハーバー懇談会

コネクト神戸

神戸新聞社

ゼンクリエイト

地域問題研究所

神戸新聞事業社

神戸市都市局景観政策課
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