
KOBE LabKOBE LabKOBE LabKOBE Lab    東京で、神戸を語る～神戸好きのための神戸づくしの東京で、神戸を語る～神戸好きのための神戸づくしの東京で、神戸を語る～神戸好きのための神戸づくしの東京で、神戸を語る～神戸好きのための神戸づくしの

交流会～交流会～交流会～交流会～    開催しました。開催しました。開催しました。開催しました。    

 

 2月 24日（日）、東京・大手町の 3×3Lab Futureで、「KOBE Lab」を開催しました。

これは首都圏での情報発信や、神戸出身者、神戸ファンのネットワーキングを目的とした

もので、昨年 3月に続く 2回目の開催です。第 1回を開催した際には、KOBE Labをきっ

かけに、神戸ファンの人々の活動が加速するなど一定の成果があったことから、今年の開

催につながりました。この日も、よく晴れた日曜日の午後にも関わらず、70 名の参加者が

集まり、大盛況となりました。 

 「神戸づくしの交流会」ということで、神戸産のチューリップが満開の会場で、イベン

トの前半はトークセッション。神戸市職員から神戸のまちの最新情報をお伝えするパート

の後には、神戸でまちづくりの活動に取り組む小泉寛明氏、小泉亜由美氏の 2 氏をお招き

し、会場も交えた「トークスタジアム」を展開。後半は神戸の“こだわりの食”を食べて

いただきながら、立食形式の交流会を行いました。 

 

    

    

    

    



■変わる「神戸」■変わる「神戸」■変わる「神戸」■変わる「神戸」    

経済観光局 経済部 経済政策課 課長 神谷俊幸 

 

  神戸市出身者が多いとはいえ、長く離れている方もいます。そこで、最初は神戸市か

ら、神戸市のまちの現状を説明しました。 

 ポイントとなるのは、神戸阪急ビル東館、さんきたアモーレ広場、三宮交差点など。神

戸阪急ビル東館は阪神大震災前のビルの形状をモチーフに 2021 年の竣工を目指すことや、

アモーレ広場はデザインを公募するなど、最初は見た目の変化の話が中心となりましたが、

外見・中身ともに大きく変わるのが、三宮交差点です。 

「約 30年後までに、三宮交差点の東西の道は車が入れないようにし、公共交通機関を入れ

て、人が散策できるようにしていきます。これまでモータリゼーションとともに発展して

きた神戸でしたが、人中心のまちに変えていきたいと考えています。」 

 人を軸にしたまちづくりは、港湾部へアクセスする税関前交差点でも取り組みが始まり

ます。自動車道が高架になっているため、親近感の湧きにくいエリアでしたが、「渡りたく

なる歩道橋」のデザインを公募し、緑を配したゆるやかな弧を描くスロープにし、人が集

まるように変更していきます。 

 このほか、港湾部のウォーターフロントでも、物流拠点から人が集まる場へと変容する

動きが加速しており、クリエイティブ産業の集積や、文化施設の設置などが進められるな

ど、ワクワクするような神戸の未来像が描かれています。 

 細かな点では、神戸空港やノエビアスタジアム、東遊園地の変化や取り組みなども示し、

日々刻々と変わるさまを紹介。「もともと神戸は素晴らしい町。神戸は変わらなくてもいい、

という人がいるのも確かです。しかし、価値観やライフスタイルが変わる中、まちをアッ

プデートしていかなければなりません。変わるべきもの、変わらずに守るべきもの、双方

を大切にしていく必要があります。神戸が神戸である理由は言葉にはし難いもの。それこ

そが神戸の魅力だと思いますので、それを失うことなく、アップデートさせていきたいと

思います」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■トークスタジアム「神戸における■トークスタジアム「神戸における■トークスタジアム「神戸における■トークスタジアム「神戸における Face to Face Face to Face Face to Face Face to Face エコノミー」エコノミー」エコノミー」エコノミー」 

神戸 R不動産ディレクター／有限会社 Lusie代表 小泉寛明氏 

一般社団法人 KOBE FARMERS MARKET理事／有限会社 Lusie 広報 小泉亜由美氏 

モ デ レ ー タ ー ： 神 戸 市 都 市 型 創 造 産 業 統 括 プ ロ デ ュ ー サ ー  藤 野 秀 敏

 

 後半は、神戸でまちづくりに取り組むキーパーソンのお二人が登壇し、それぞれの活動

を紹介するとともに、会場と神戸についてのクロストークを行いました。小泉寛明氏、亜

由美氏はご夫妻で、寛明氏は不動産を通じてまちの活性化に努めており、「エリアディベロ

ッパー」を自認しています。亜由美氏は東遊園地の名物となったファーマーズマーケット

の事務局として、食・農から神戸を元気にしようとしています。 

 

▼▼▼▼スモールビジネスで変わっていく神戸スモールビジネスで変わっていく神戸スモールビジネスで変わっていく神戸スモールビジネスで変わっていく神戸    

 まず寛明氏が、「エリアディベロッパー」としての活動を紹介しました。寛明氏は「刺激」

を求めてキャリアアップと住まいを転々とする日々を続けていましたが、遍歴の 10年の最

後に神戸にたどり着き、居心地の良さに惚れ込んで「10 分圏内でできる仕事を」と独立し

現在に至ります。 

 基本的には「神戸 R 不動産」として、魅力的な個性のある物件を開拓し、仲介する不動

産業が中心です。自認する「エリアディベロッパー」とは、「エリア限定」でまちづくりに

取り組んでいることにちなみます。今、力を入れているエリアは「灘高架下」と「北野町」

の 2つです。 

 灘高架下とは、阪急電鉄の王子公園～春日野道間にある高架下。これを活用し、多目的



に適したスペースとして提供しています。 

 

小泉寛明氏 

「昭和初期に作られ、空襲の跡も残っているようなもの。このアーチの形がかっこよく、

趣があるので、クラフトマンが集まると思って、阪急電鉄との交渉の末、不動産として提

供できるようになりました」 

 高架下で音を出せることから、バレエ教室や、スポーツジムなどもできましたが、独立

した若い家具職人の工房から始まり、世界的な鞄製作工房、傘屋、額縁工房など、さまざ

まなものづくり集団が集まり、「クラフトのまちになりつつある」と寛明氏は話しています。 

 もうひとつ力を入れている北野町は、氏自身がホームにしている町でもあります。北野

町は山を背後に、古くから外国人の居住が多かったことから、洋館のイメージが強く、今

もひとつひとつの物件の居住スペースが広いという特徴があります。 

「東京の半分の値段で広いスペースに住むことができます。裏の山には温泉もあるし、ト

レイルランのコースもある。新神戸まで徒歩 5分、空港までも 20分。移動をすることを前

提にした人にはすごく住みやすいまちでもあります」 

 神戸 R 不動産を始めた当初から、「神戸 PORTLAND 化計画」と銘打って、神戸に暮ら

したい人たちに情報を提供してきました。 

「神戸をアメリカのポートランドのように、都会なんだけど、ゆったりと暮らせるまちに

しよう。そういうまちはどうですか、というように提供してきました」 

 これまでに移住のブームは 2 度起こり、さまざまな層が着実に神戸に定着しつつありま

す。そこで寛明氏が気づいたのが「人が人を呼ぶ」ということ、そして「集まるための場」



が必要だということでした。 

「2 度目の波が、設計士や写真家、コンサルタントなど、独立して仕事をしているものの、

ローカルに根付かなければやっていけないという人たちでした。要望を受けてシェアオフ

ィスを作ったところ、そういう人が人を呼んでどんどん人が集まってくるようになったん

です」 

 そして、人が集まるには「場」が必要です。 

生産者との会話を楽しみながら買い物できる「FARMERS MARKET」をほぼ毎週土曜日の

朝に開催。また、地産地消を日常に取り入れられるよう「FARMSTAND（ファームスタン

ド）」をシェアオフィスの 1F部分にオープンしました。 

「考えてみると、我々が取り組んでいるのは、顔の見える経済を作ろうということなのか

なと思います。神戸は都会のイメージありますが、農村のイメージがくっつけば、すごく

面白いことができる可能性があります。10分圏内でコンパクトに暮らせる町でありながら、

30 分圏内には農村が広がっている。大きい経済じゃなく、小さい経済に飛び込んで暮らし

たい人のためにインフラを作ることができればいいなと思って取り組んでいます」 

 寛明氏からのトークの後、会場も交えて質疑応答がありましたが、そこではローカルの

将来の可能性について触れています。これまでの経済活動の多くは、東京など大都市部に

起点を持ち、地方は単なる生産拠点のひとつであり、消費地に過ぎないものでした。しか

し、「顔の見える経済」「小さい経済」の実践は、この経済活動の流れを変えるだろうと話

します。 

「これからは、地方で取れるもの、生産されるものから、さまざまな企画やアイデアが生

まれ、地方で、自分たちで作る流れが主流になると思います。地方で生まれたそのような

コミュニティ同士がつながり、ネットワーク化し、交易も生まれるでしょう。その時、ノ

ウハウはローカルに集積し、ローカルの経済活動が大きくなっていくのではないかと考え

ています」 

 また、これは「働き方」「生き方」にも関わるものであるとし、次のように話しました。 

「仕事は仕事としてやりながら、本当にやりたいことを、週に何日か、週末だけでもやる。

それがもうひとつの仕事として暮らしを支えるようになる。神戸では、そんな生き方がで

きるようになるんじゃないでしょうか」 

 すでにそのように軽やかに転身していく人々の姿が神戸では見られるようになっていま

す。 

 

▼▼▼▼神戸らしい農と地産地食〜会話から理解が生まれ、そして実現できること神戸らしい農と地産地食〜会話から理解が生まれ、そして実現できること神戸らしい農と地産地食〜会話から理解が生まれ、そして実現できること神戸らしい農と地産地食〜会話から理解が生まれ、そして実現できること 

 亜由美氏が理事を務める「EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET」は、東遊園地で

毎週末開催される街の朝市としてすっかり定着。市民や観光客が大勢訪れる人気スポット

のひとつになっています。これは、市が立ち上げたプロジェクト「EAT LOCAL KOBE」

からスピンアウトしたもので、2015年の社会実験を経て 2016年から定常化しています。 



 「EAT LOCAL KOBE」という神戸市の取り組みがスタートした頃はウェブや印刷物の

みの発信しか行っておらず「どうも伝わっている感じがしない」と関係者みんなが感じて

いたそうです。 

「EAT LOCAL KOBEは、市のおよそ 3割が市街地で、3割が農地で、実は多くの農産物

を生産していることを市民が知らないので、それを伝えるためにスタートしたメディア活

動でした。生産者や農産物を紹介したり、地産地消を訴えたりするものでしたが、なかな

か伝わっている感じがしなかった。だから、これは実際に『農家さんに会ってもらおう』

となり、ファーマーズマーケットを開催することになりました」 

 

小泉亜由美氏 

 そこで、アメリカ・ポートランドで行われているファーマーズマーケットを代表者が視

察。ポートランドは毎週大学構内でマーケットが開催されており、市民へ食を提供するだ

けでなく、有名な観光スポットにもなっています。25 年の歴史があり、気候の良い時期は

約 150店舗が出店する規模の大きなもの。そこで主催者へのインタビューから、「木の下で

やること」「毎週やること」という 2つのアドバイスをもらって、具体化に着手しました。 

「木の下でやるのは、人は緑を無意識に求めるものだから。日差しや雨からも守ってくれ

ます。そして、毎週やるのは、ただのイベントから社会インフラに変わるから。ちょうど

東遊園地の活性化のための社会実験が持ち上がったことから、神戸市と共に運営委員会が

立ち上げられ東遊園地で実験開催するようになりました」 

 2015年春に 2日間の単発開催、秋には 6週連続開催のトライアルを行い、手応えを得た

運営委員会は、2016年から一般社団法人となって神戸市と共催で毎週開催に踏み切り、現



在では 200ベンダーが参画、毎週 20～30店舗が出店する規模にまで成長しています。 

 ポイントは消費者と生産者の距離が近くなり、「顔の見える関係」になること。 

「お客さんと農家さんが顔の見える関係になると、値段ではなく『あの人が作った野菜だ

から』と買うようになるし、生産者も『あの人のためにタネを蒔こう』という気持ちにな

る。こういう近さが、これからのまちと農村には必要なのじゃないでしょうか」 

 そして、成長していく過程でファーマーズマーケットの意義を改めて定義し直し、新規

就農者の支援、サポートに力を入れていくことも決めました。 

「農業は極端な高齢化が進んでいて、このままでは日本の食が成り立たなくなってしまう。

例えば年金のある高齢の農業者は多少の余裕を持って農業ができますが、子育て真っ最中

の若い新規就農者は大変。そういう人たちにもフォーカスしていくことにしました」 

 例えば、若手の新規就農者は、農薬不使用や有機栽培などこだわりを持った人も多く、

少量多品目で一年中出店できる。そうした非農家出身の若い農家に出会うことで「私でも

農家になれるかもしれない」と「農」を身近に感じてもらいたいと思っています。また「農

家の朝ごはん」を作ってもらって、マーケットで出してもらう。「野菜を売るだけではなく、

飲食物や加工品も販売できれば、収入もアップする」と亜由美氏。 

 また、マーケットを通じて農家同士や食の事業者が結びつき、コミュニティを形成する

ことが、相互支援や新たな活動を喚起するきっかけにもなっているそうです。 

「こだわりの強い生産者たちは、栽培方法のこだわりも百人百色。最初はピリピリしてい

ましたが、テントを立てたり設営したり片付けたりということを繰り返しているうちに、

だんだんと壁がなくなり、打ち解けるようになりました。一緒に汗をかくという体験はす

ごく大事なことなんだと、この場を通じて教えられました」 

 そして最後に、神戸の魅力を「多様性」と「ゆるさ」にあると話し、ファーマーズマー

ケットは、そのための「場」になりたいと話しました。 

「外国人も含め、いろいろな人が集まる多様性が神戸の魅力であり、力になっていると思

います。また、ある意味の『ゆるさ』も魅力。たくさん儲けたいのだったら、他の町でや

ればいいけど、趣味を生かして、自分の人生の本質的な意味を追求することが好きな人が

神戸に集まっていると思う。ファーマーズマーケットは、神戸のキッチン、パントリーと

して、そんな市民の皆さんが出会って繋がる場になりたい。もしこれから経済が下降して

いくのなら、地産地消で足元を強くしながら、明るく楽しく、本質的なところを大切にし

ながら下っていけたらいいですね」 



 

モデレーターは、神戸市都市型創造産業統括プロデューサーの藤野秀敏氏が務めました（写真右端） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



■交流会■交流会■交流会■交流会 

トークスタジアムの後は、神戸の食を食べていただきながらの交流会を実施。食事は、神

戸の農産物を使い、「FARMSTAND」のレシピで提供。神戸のおいしさをワンプレートに

詰め込みました。旬を迎えた須磨のノリなどもあり、参加者の皆さんも大いに楽しんでい

ただけたようでした。 

 昨年に引き続き 2回目の参加だという女性に感想を聞くと「大満足」との回答。 

「1回目はまだ『アウトサイダー』という感じでしたが、今回は神戸の皆さんの仲間になれ

たような気がしました。神戸が好きで、いずれは移住したいと思っていて、神戸 R 不動産

やEAT LOCAL KOBEのサイトをいつも見ていたので、今日のゲストトークにも感動して、

大満足でした」 

 また、初参加だというある男性は、「未来を考える参考になった」と述べています。 

「兵庫出身で、今は東京で働いてますが、いずれは地元のために何かをと考えているとこ

ろだったので、良いヒントをもらえました。地産地消で地元に役立つ何かができれば」 

 参加された方からは、このようなたくさんのうれしいお声をいただきました。ぜひ KOBE 

Lab への参加をきっかけに神戸のネットワークを広げ、そこから様々な活動や交流を広げ

ていただきたい。そして神戸ファンの方々から神戸の魅力が多くの人に発信されることを

願っています。 

※神戸市では、Facebookページ「KOBE Lab」にて、神戸の最新情報を定期的にアップ

しています。ご興味をもたれた方はぜひ「いいね！」をお願いします。 

 

 



  

  

  


