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INFORMATION ABOUT THE MEMBERS AND
THE OBJECTIVES OF THE DELEGATION
視察ツアーの目的・参加者の情報
視察の目的：既存のシステムにITを組み込むことで新たに広がる可能性につい
て調査し、神戸市のまちづくりに活かせる視点を洗い出す。
参加メンバーの仕事はインフラ系(建築・土木)ではなく、ソフト寄りなのでそ
ういった視点から考えたいと思っています。
今回の視察や調査の結果を踏まえ、神戸市の今後の政策案を考え、年度末に市
長をはじめとした市の幹部に提案します。
This delegation has the objective of researching models of urban development
that could help planning the future strategy of Kobe City from next fiscal year.
The results of this study tour will be submitted to the City Mayor and high level
decision makers. The delegation is composed by representatives from the city’s
ICT-related services (not infrastructure but “soft” type of urban planning)
MEMBERS OF THE DELEGATION (NAME AND JOB TITLE)
・Mr Nobuaki Nagai
Assistant Manager, ICT Development, Information Promotion Department,
Planning and Coordination Bureau
・Masaya Nakagawa
Assistant Manager, ICT Development, Information Promotion Department,
Planning and Coordination Bureau
・Ms Junko Hayashi
Assistant Director, Economic Department, Industry Promotion Bureau
・Ms Asako Satoh
Assistant Manager, Industrial Affairs Division, Industry Promotion Bureau
・Mr Shinya Azuma
Tourism and Convention Division, Industry Promotion Bureau

長井 伸晃、中川 雅也（情報化推進部ICT創造担当）：
①ICT利活用による新たな市民サービスの創出、
②IT関連産業の振興
という２つの大きな仕事の目的があります。
具体的には、神戸市のオープンデータサイトの構築、アイデアソン・ハッカソ
ンの開催などを通じたオープンデータ利活用の推進し、地域課題解決型のスマ
ホアプリの開発し、市民サービスの創出や新たなビジネスモデルの構築を目指
しています。さらに、先ほど紹介したウェアラブルデバイスを活用した新たな
市民サービスやビジネスの創出も目指しています。来年度以降はさらにデータ
を活用した政策形成も進めていきたいと考えており、オープンデータだけでな
くビッグデータの利活用も進めていきたいと考えていま
Mr Nagai and Mr Nakagawa (Dept. for Informatization promotion/ responsible
for ICT creation )
Main field of action:
1. Creation of new ICT based services for the citizens.
2. Promotion of new business in the IT sector.
Creation of an Open Data website, organization of Ideathon and Hackathon for
the promotion of Open data, help developing smart phone apps for the solution
of regional issues and for the promotion of a new business model. From next
year they will be researching application of Big Data, too.
林 順子（産業振興局経済企画課）：
神戸にITを活用するビジネスプランを持ったイノベーティブな人材を集積する
ことで、神戸経済の活性化につなげるため、スタートアップ支援を推進してい
ます。具体事業として、
・スタートアップへのシードアクセラレーションプログラムの提供(インキュ
ベーション施設の提供、メンタリング、活動資金提供、投資家や連携事業者へ
のつなぎの場となるデモデイ開催 等)
を中心にした事業を行っています。
Ms Junko HAYASHI (office for business promotion/economic planning dept )
Works for Kobe city’s in supporting innovative enterprises and HR development
in the ICT sector. Support to start ups (with the objective of revitalising Kobe’s
economy)

Specific activities: acceleration programs for start ups, incubation, mentoring,
fundraising and investors support, networking with entrepreneurs of same
sector, etc.
佐藤 麻子（産業振興局工業課）：
神戸市はユネスコの認定を受けたデザイン都市として、人が持つ創造力を活か
して、豊かなまちづくりを目指している。３つの基本方針「まち」・「くら
し」・「ものづくり」のうち、「ものづくりのデザイン」について昨年度より
産業振興局で担当し、特に中小製造業に対しての啓発や支援事業を実施してい
る。（デザインについて総括する部局は別途、デザイン都市推進部があり連携
して施策を推進している。）
具体的にはデザインの意義や効果を伝えるセミナーや、優れたデザイン製品の
展示会、専門アドバイザーが初歩的な相談に応じる相談会等のイベントにより、
デザイン活用の重要性を啓発したり、デザイナーやプロデューサーとのマッチ
ング事業により付加価値の高い商品づくりや自社ブランディングの徹底、企業
理念の可視化等を支援するなどの事業がある。
中小企業が今後、生き残るためにはデザインの視点による戦略づくりが重要だ
が、まだまだ神戸の企業には意識啓発の段階。
参考
デザイン都市・神戸 http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/design/
デザインのチカラ展 https://www.facebook.com/designnochikaraten
プロデューサーとの商品開発プログラム（参加企業募集時ホームページ）
http://collabolab-kobe2015.com/
Ms Asako SATO (business promotion bureau, industry department)
Kobe has been designated as Design City by the UNESCO. The city aims at
creating an enriching environment by using and supporting its own citizens’
creativity. Its policy is based on 3 elements: “community”(machi),
“living”(kurashi), “making”(monodukuri). With respect to “making and design”,
since last fiscal year Ms Sato has been in charge, within the department of
business promotion, of supporting small and medium size manufacturers.
(there is a specific department dealing with design, but this department
specifically deals with city and design promotion)
More specifically:
organises seminars to transmit the meaning and efficiency of design, design
fairs for beautifully designed products, advisory activities with professional
consultants to support the first steps of new business, matching event between

producers and designers, support to company branding, and increase in
visibility for companies, produces and ideas…
In order to continue their business, we consider that design is an important
strategic aspect that small and medium size producers have still to take into
account.
Useful websites:
Kobe Unesco City of design:
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/design/
Design Chikara Exhibit:
https://www.facebook.com/designnochikaraten
Program for products development with producers:
http://collabolab-kobe2015.com/
＜観光コンベンション課＞
（神戸の紹介）
神戸市は、日本の中央に位置し、水深があり気候が温暖な天然の良港として
古くから中国大陸や朝鮮半島と交流し、「みなと」とともに発展を遂げて来ま
した。
国際貿易港として、1868年の開港からわが国を代表する貿易港としての地位
を確立しました。また、開港後は、外国人居留地が設けられ、衣食住はもちろ
ん、娯楽や文化などあらゆる面で欧米の生活がそのまま持ち込まれたため、神
戸はいち早く文明開化の洗礼を受けることとなりました。
ジャズや映画など、神戸発祥の文化や洋服・家具・洋菓子・神戸ビーフなど
の地場産業も発展し、今日の神戸ブランドにつながっています。
1995年1月17日にマグニチュード7.2の直下型地震として、神戸付近を襲った
「阪神・淡路大震災」は一瞬にして多くの尊い命を奪いましたが、市民・事業
者・市の共同により早期の復旧を成し遂げました。この震災の記憶を風化させ
ることなく、震災から得た貴重な教訓を未来に伝えていくため、様々なモニュ
メントや活動なども生まれました。
現在も魅力あふれる観光交流都市づくりの取り組みを進めています。
BRIEF INTRODUCTION TO KOBE
Kobe is located in the central Honshu Island, has a warm an deep sea
natural port, with relations with continental China and Korea that date back
to ancient times. Since the reopening of Japan to external relations, in 1868
has been an international commercial port that received foreign residents
and accepted foreign costumes, so becoming one of the first cities in Japan

to westernise.
The introduction and spreading of modern movies, jazz, furniture, western
dressing code, western pastry and Kobe beef are still connected to today’s
lifestyle.
On January 17th 1995 the city was stricken by a magnitude 7.2
earthquake which srotongly damaged the city. Thanks to the strength and
cooperativeness of its citizens, the city has quickly and fully recovered.
Nowadays there are different monuments that witness the hardship of those
days for the generations to come. Currently the city is promoting itself as an
attractive tourist destination .
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＜観光コンベンション課について＞
神戸は海・山・市街地が近く、灘の酒蔵や有馬温泉、夜景など様々な観光資
源がある街です。市内各所で様々なイベントも開催され、最も大きなイベ
ントは12月に開催する「神戸ルミナリエ」で300万人以上が同イベントに
来場します。2015年に神戸に来た外国人観光客数は、約75万人程度と推計
しており、今後も更にインバウンド誘客と受入に取り組んで行きたいと考
えています。
Mr AZUMA , Tourist Convention Dept
About the Tourist Convention Department
Kobe is a city surrounded by the sea and mountains, with nocturne scenic
views, and which enjoys important natural tourist attractions, nearby onsen
thermal baths and sake breweries.
Within the city there are different events, the main of which is the Kobe
Luminaria during the month of December, which attracts more than 3
million visitors every year. The number of foreign visitors in 2015 is
estimated at over 750 thousand and we wish to promote further inbound
foreign tourism in the near future.
特にICTを活用した事例として、具体的には
・ビッグデータを活用したマーケティングに基づいた効果的で効率的な
プロモーションの展開
・神戸観光公式サイト「Ｆｅｅｌ ＫＯＢＥ」の充実や，動画の作成・配
信などの発信強化
・神戸市内全域に拡大を計画しているKOBE Free Wi-Fi事業
・観光施設情報やイベント情報，移動経路や地図等リアルタイムな観光情
報を提供するクラウド型のサービスを開発し，観光客にアプリケーショ

ン等で情報提供など、分析やおもてなしの観点から総合的に取り組み
を進めています。
Example of ICT-based activities:
• Efficient and effective promotion development through marketing based on
the use of Big Data
• Creation of the Official Kobe tourist website “Feel Kobe”, creation of videos
and news, contents for th promotion of the city
• setting and spreading around the city of Free wi-fi
• informative events, information collection for tourist promotion of the city,
maps and itinerary development for tourists, development of apps for tourists,
etc

・コンベンションの推進
観光だけではなく、人が集うMICEの推進にも力を入れています。国際的
なコンベンション誘致競争が激化するなか，本市は2013年度より国内（観
光庁）の「グローバルＭＩＣＥ戦略都市」に選定され，マーケティング戦
略高度化事業を実施しています。
PROMOTION OF CONVENTIONS
A part from individual and general tourist promotion, the Convention
Bureau is investing in the MICE sector. Since it was designated by the
Japanese government Tourism Agency as one of the “ Global MICE
strategical cities” in 2013, it is strengthening its activities in strategical
marketing in this sector.

