
　

　

　

　摂津・播磨の両国にまたがる神戸

は、古くから京都と瀬戸内海方面を

結ぶ海上交通の要衝として機能して

きた。平安末期になると、武家政権

を打ち立てた平清盛が、「大
おおわだのとまり

輪田泊」

と呼ばれていた船着き場を改修。整

備された港は、宋や明との貿易拠点

として多くの船舶が行き交った。そ

の後、江戸時代の長い鎖国を経て、

港が世界に開かれたのは1868年。

神戸港は開港以来、日本屈指の規模

の国際港として発展した。

　かつての中央区海岸通り一帯は何

もない野原だったが、開港と同時に

神戸に駐留する外国人のための「神

戸外国人居留地」が築かれ、整然と

した西洋風の街並みが出現した。や

がて外国人は港を一望できる山手の

北野地区に住居を構えるようにな

り、「神戸北野異人館街」と呼ばれる

住宅街を形成。一方、日本との通商

条約が未締結だった清国の華僑は、

居留地の西側に南京町（中華街）を

つくった。これら居留地や異人館

街、南京町には今も往時の面影が感

じられ、エキゾチックでレトロな神

戸独特の雰囲気を醸成している。

　開港当時、神戸一帯の人口は3万

人に満たなかったが、市制が敷か

れた1889年には13万人に急増し、

1939年には100万人を突破。市街地

が焦土と化した終戦時には38万人

に激減したものの、1956年には再び

100万人を超えた。

　高度経済成長期に入ると、市街地

北側の山地から削った土砂でポート

アイランドをはじめとする人工島を

造成。1981年には地方博ブームの

先駆けとなる「神戸ポートアイラン

ド博覧会」を開催して成功させるな

ど、その都市経営手法は全国の市町

村の手本として賞賛された。

　そんな神戸市を1995年1月に襲

ったのが、淡路島沖の明石海峡を震

源とした阪神・淡路大震災である。

大震災の苦難を乗り越えた

日本有数の港湾都市

海と山に挟まれた魅力ある神戸市の景色

新旧の魅力が交錯する

「港都」神戸の
  都市ビジョン
2017年に開港150年を迎えた神戸。六甲山の美しい山並みと瀬戸内海に挟まれた神戸市は、
開港当時のレトロな面影をとどめながら、都市機能を備えた人工島を全国に先駆けて開発するなど、
先進的なまちづくりにも取り組んできた。阪神・淡路大震災からの復興を遂げた今、この都市は
将来に向けていかなるビジョンを描いているのだろうか。
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甚大な被害は近畿を中心とする広域

に及び、震源に近い神戸の市街地は

壊滅的な打撃を受けた。家屋倒壊

や火災で4,500 人を超える死者を出

し、ライフラインや交通ネットワー

クは寸断。港湾施設もほとんどが使

用不能となる中、神戸市は迅速に復

興計画を策定し、全力で復興事業を

推進してきた。

暮らしの質を高める 

都市づくりを模索

　震災から20年以上が経過した現

在、神戸市では新たな都市づくり

の指針として、「若者に選ばれるま

ち、誰もが活躍するまち」をコンセ

プトに「神戸2020ビジョン」を掲げ

ている。

　「神戸市の人口は2012年に減少傾

向に転じました。若者に住んでもら

うために都市ブランドに磨きをか

け、その結果として全ての市民の

暮らしの質を高めることが、『神戸

2020ビジョン』の目的です」と話す

のは、神戸市住宅都市局計画部計画

課調査係の泉伸介係長。

　そこには、起業支援や人材の育成

と定着を図る施策による神戸経済の

活性化、インフラ整備などにより、

市の総合力を高める具体的な施策が

盛り込まれている。

　「『神戸2020ビジョン』が若者を

意識しているのは、人口減少社会を

克服して都市を持続的に成長させる

ためです。神戸市は学生の人口が多

い一方で、卒業後に市外へ転居する

傾向が強いですが、社会人となって

からも神戸にとどまってもらいたい

と考えています。そのためには雇用

を創出して、都市の活力を高めなけ

ればなりません」（泉係長）

　神戸市では、ポートアイランドに

先端医療技術の研究開発機関を集積

する「神戸医療産業都市」という計

画を推進しており、国内最大規模の

医療産業拠点へと成長させてきた実

績がある。

　また、「神戸2020ビジョン」では、

国内外の成長型起業家（スタートア

ップ）を集める「神戸スタートアッ

プオフィス」を計画。神戸経済の活

性化を目指している。新事業の支援

では、専門家のメンターサポートや

成果発表の機会をもうけ、人材育成

の役割も担っている。

　これらを重要な施策として位置づ

ける神戸市では、今後さらに「産・

学・金・官」が協力し、新たな起

業・創業が連鎖的に創出されること

が期待されている。

神戸市全体に活力を与える 

三宮周辺の「再整備構想」

　神戸市には、ウォーターフロント

地区に近い三宮周辺地域の「再整備

基本構想」もある。

　「今、神戸は新たなステージを歩

み始めています。神戸の玄関口であ

る三宮の再整備は、その波及効果の

高さから神戸全体のまちや経済を活

性化するうえで不可欠であり、民間

活力の導入を図りながら、魅力的で

風格のある都市空間を実現していき

たい」と、神戸市住宅都市局都心再

整備本部都心三宮再整備課都心企画

係の菅原真也係長は話す。

　長引いた不景気の下では、民間事

業者によるビルの建て替えなどの再

開発もあまり進まなかった。しか

し、経済情勢の好転に加え、震災で

悪化した市の財政が安定してきたこ

とで、最近は三宮の再整備に対する

機運が高まっているという。

　「再整備基本構想」では、「人が主

役」との考えに基づき、複数の道路

が交差している三宮の駅前を広大な

歩行者中心の空間とする「三宮クロ

ススクエア」や、現在６カ所に分散

している中・長距離バスの乗降場を

集約して西日本最大級のバスターミ

ナルとする計画などがうたわれて

いる。バスターミナルの1期工事は

2020年の着工が計画され、「再整備

基本構想」全体はおおむね30年後

の実現を目指している。

　老朽化が進む中で、大震災の被害

を受けた神戸市役所の2号館建て替

えも検討され、そこにはイベントが

行われるホールなどを備えた「賑わ

い機能」を持たせる計画だ。

　「市役所を多くの人が集まる場に

することで、三宮駅周辺とウォータ

ーフロントエリアをつなぐ結節点に

することができます。新しいバスタ

ーミナルを整備するビルや市役所の

建て替えも、民間のアイデアや活力

を最大限に活用しスピーディーかつ

安定的に事業を進めていきたい。そ

して、わくわくするような非日常や、

良い意味での刺激を生み出す取り組

みを進めていきたい」（菅原係長）

　この「再整備基本構想」には、市

民会議などを通じて出された市民の

意見が反映されている。市が主催し

たワークショップには約300人もの

参加者が集まったといい、三宮再整

備に対する市民の関心の高さがうか

がえる。

　「神戸の大きな魅力は六甲山の山

並みと海に挟まれた景観です。その

良さを生かしながらまちに回遊性を

持たせることで、市民がより暮らし

やすく、観光客の誘致にもつながる

都市づくりを進められると思いま

す」と、泉係長・菅原係長は語り、

より良い都市づくりには行政と市

民、民間事業者が一体となることが

重要だと強調する。

西日本最大級のバスターミナルを建設し、 現在６カ所に分散しているバス乗降場を集約する計画
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神戸市の多様な都市機能を持ったウォーターフロント
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うとしており、10年後の街並みは一

変しているでしょう」と話すのは、

神戸市中央区を拠点とする建隆マ

ネジメントの頴
え

川
がわ

欽
のり

和
かず

代表取締役。

1950年代にこの地で設立された貿

易会社を礎とする同社は、1980年

代以降不動産事業を本格化させ、現

在はグループ会社全体で貿易・不動

産・飲食・ホテル・社会貢献事業な

どに幅広く展開している。

　かつての旧居留地一帯は地味なオ

フィス街だったが、取得したビルに

最先端のアパレルショップなど、目

新しい商業施設をテナントとして入

れ、今日につながるお洒落なエリア

に変貌させるきっかけをつくった。

2018年３月には中央区磯上通に最

新のオフィスビルを竣工、アメリカ

の製薬会社が1棟全て借り上げるな

ど、企業誘致にも貢献している。

　「神戸の活性化には、時代時代で

変化していくまちに、新しい要素を

フィットさせていくことが必要で

す」と頴川代表取締役。中心街であ

る三宮に都市機能を集中させるのは

行政の役割だが、まちとしての魅力

を高めるにはハードが整った上でソ

フトを整備しなければならない。そ

の部分にこそ、「大阪や京都にはな

い神戸ならではの特徴に着目するべ

き」と頴川代表取締役は指摘する。

　「その一例が食文化で、神戸は明

石の海産物や淡路島の農産物の良さ

を国内外に発信することができま

す。当社グループはホテル事業やレ

ストラン事業を通じてそのことを実

践していますが、このような仕掛

けをする企業がたくさん現れれば、

神戸はもっと元気になるでしょう」

（頴川代表取締役）

　旧居留地のような古い景観を守る

ための規制もある程度は必要だが、

旧来の価値観を打破する「創造的破

壊」も都市にはなければならないと

頴川代表取締役は語る。

　行政と民間の協働によって、こ

れからの三宮、ひいては神戸市がど

のように発展していくのか。「神戸

2020ビジョン」や三宮周辺地区「再

整備基本構想」の行方が注目される。

官民の力を結集、 

まちの新たな魅力を創出

　それでは、民間の事業者は神戸の

未来像をどのように捉えているのだ

ろうか。

　「三宮は再開発ラッシュが起きよ

フジテック製エレベータが入る建隆マネジメント
本社ビルと頴川欽和代表取締役。 アパレルやカ
フェなどさまざまな事業を手がけており、 近年
は神戸の食文化の普及にも力を入れる

新設・リニューアルの両面から
神戸の発展を支える

　神戸支店では阪神地区の一部を除

く兵庫県全域をカバーしています。近

年は神戸市から受注する公共施設へ

の昇降機の導入案件が増加しており、

新港第4突堤にある神戸ポートターミ

ナルへのエレベータ増設もお任せいた

だきました。

　工期はわずか3カ月。このような短

納期を可能にしているのは、製造から

販売・メンテナンスまでを一貫して行

う当社ならではの連携体制です。今

後は神戸市の都市再開発に伴い、

民間のオフィスビルなどで新築需要が

見込まれます。総力を結集してお客

様に、「フジテックに任せれば安心」と

信頼していただける商品をお届けして

いきます。

田中 勲

フジテック株式会社
近畿統括本部  神戸支店

新設営業グループ
課長代理

　昇降機のリニューアル案件の受容

は堅調です。神戸ポートターミナル

では、エレベータの増設と同時に4

台のエスカレータのリニューアルをお

任せいただきました。リニューアルの

ニーズは民間のオフィスビルやマン

ションなどでも多く、美意識の高い神

戸市のお客様は、かご内の美装も望

まれるケースが少なくありません。

　また、阪神・淡路大震災で被災を

経験されているお客様は、地震・停

電時の安全対策に強い関心をお持ち

です。今後も技術部門と協力しなが

ら、多様なご要望に柔軟にお応えし

ていきます。

フジテック株式会社
近畿統括本部  神戸支店

サービス営業グループ
課長代理
梅田 聡

中央区にある製薬会社が入るオフィスビルには、
フジテック製エレベータが稼働しスムーズなフロ
アの移動を担う
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