




パネルディスカッション趣旨説明

北沢　猛（東京大学大学院　新領域創成科学研究科　教授）

（北沢）皆さん、おはようございます。パネルディスカッション2「都市のみらいを語る」ということで、特

に創造都市を追求している都市のリーダーにお集まりいただいて、これからの都市のあり方、その中で創

造性あるいは創造都市という考え方がどういう役割を果たすのかということを議論してみたいと思います。

先ほど、フランクフルトのフォルカー・シュタイン副市長、あるいはリヨン市のローランさんと話をして

いたところ、EUではこういう創造都市をテーマにした、特に首脳部が集まる会議というのは結構あるの

だそうです。ただ、アジア地域ではこういう形で、創造都市をめぐって都市の首脳が集まるという機会は

初めてだと思います。短い時間ではありますが、できるだけそれぞれの建設的な意見をお聞きしたいと

思っております。

最初に私から、今回のこのパネルディスカッションの背景について、少しお話をさせていただきたいと思

います。

今日のテーマは「都市のみらいを語る」ということですが、特に、現在ここに集まっている都市は、既に新

しい都市へ向けてまちづくりを進めたり、その創造性を生かすということをもう行っているわけです。そ

の経験をみんなで共有しようというのは当然一つの目的ですが、もう一つ、世界が今、大きく変わってい

るという状況の中で、創造都市の役割というのを考えてみようということです。特にアジア地域は変ぼう

の激しい地域ですので、これは経済的にも社会的にも文化的にも、大きく今、変ぼうしようとしていると

ころです。特にその中で、日本の状況というのを簡単に説明してみますと、一番大きな話というのは、人口

を含めた縮小の時代に日本が入っているということです。

人口の統計では、現在1億7000万ほどですが、2100年には3700万人くらいという人口規模になるとい

う予測もあります。これは予測ですから、当たっているとは限りませんが、しかし大きく変わるというこ

とは分かると思います。

日本最大の人口・産業の集積地である首都圏を見ても、40年代、60年代は、都市が拡張しながら外側にど

んどん広がってきた時代でした。しかし2025年、2050年を通して、人口は大きく減っていきます。これは

大都市に限らず、日本の地方都市あるいは農村においても、その地域の社会が壊れるほど、今この縮小の

現象というのは深刻な課題になっているわけです。われわれはこれを何とか乗り越えていかなければい

けません。

［01－02］さて、世界を見ても、今、現時点では世界の人口規模は大きく成長しています。さまざまな問題

も抱えておりますが、しかし韓国、日本、あるいはEUの諸都市を中心に既に人口が減少する時代に入って

きているということです。

社会的な統計と世界の人口も、2100年には100億人を超えるという統計もあるのですが、一方で70億人

ぐらいに減ってしまうという統計も併せて出ています。

その中で、都市の新しい活力をもって魅力ある生活を送るために、アーバンデザインあるいはクリエイ

ティブシティという概念が非常に重要だということです。ここ横浜でも、そういう実践があります。

もう一つの問題は、やはりこのグローバリゼーションの中で、われわれが各都市・各地域の個性を失って

しまったということです。非常に時間に追われる生活をわれわれは送っています。もう少し、日本あるい

は各国、各都市に固有の文化にこだわったまちのつくり方ということも議論しなければいけない課題だ

ということです。

4点目は、では次の社会というのはわれわれがどういう生活を送る社会なのだろうかという、「生活の質」

ということをよく言いますが、具体的にはどういうことなのだろう。どういう指標をもって考えればいい

のだろうかということです。

［03］これは有名な例ですが、ブータンというインドの北側にある小国の国王が、GNPを目指すのではな

くて、GNHを目指すのだとおっしゃいました。これはハピネスの総量を増やそうということです。私も調

査で行ったことがあるのですが、非常に豊かな国です。ここで2005年に国勢調査があって、国民アンケー

トがありました。「あなたは幸せですか」という非常に単純な質問をしました。

僕はどこでも聞いているのですが、この会場にいらっしゃる方で自信を持って「幸せだ」と言える人は、手

を挙げていただけますか。非常に少ないですね。大体、日本では1～2割くらいの人しか、手を挙げません。
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一方、ブータンでは97％の人が「幸せだ」と答えたということです。それは何か。経済的な発展ではないこ

とは確かです。

［04］これをもう少し客観的な指標で、ロンドン大学の先生が整理したものがありますが、アジアは総じ

て順位が低い。順位が高いのは、デンマーク、スイス、オーストリア、アイスランドなどです。そういう小国

が非常に順位が高いのです。ここに一つのヒントがある。やはりもう少し小さな単位でわれわれはものを

考えていく必要があるのかもしれないということです。グローバリゼーションの中で、小さなコミュニ

ティあるいは地域社会の力というのをもっと引き出す試みを幾つかやっていく必要があります。

これは私の造語ですが、community smart gridというものをつくって、コミュニティの力をもっと発揮

させようということです。いろいろな方法があると思うのですが、今までは巨大な仕組み、巨大なインフ

ラをつくることによって、生活の質を高めてきたつもりだったのですが、そうではなくて、もう少し小さ

なシステムを使ってコミュニティの力を上げる。その集合体が都市だというふうに今、考えるという方法

もあると思うのです。それをやるためのセンターを今、各地につくっているようです。

最後に、今、横浜市が次の50年を考えるための都市の未来を描くというプロジェクトに私も参加してお

りますので、それを少し紹介して、終わりにしたいと思います。ここでもやはり、基本的な目標というのは、

人と文化というキーワードだと思うのです。さまざまな人が暮らし、交流する。そこから新しい文化、活力、

あるいは経済が生まれてくるということです。

ちょうどこの会場のすぐ前の辺り、「内港（インナーハーバー）」といいますが、その辺りの再生を通して、

実現をしていこうということです。新しい生活のために何が必要かということを今、研究しているわけで

すが、車に頼らない自由な移動手段。ですから、ここは車が全くない地域をつくるということが一つの目

標でもあります。しかし自由に移動できるので、さまざまな交流が生まれるということですね。

もう一つは、今までの近代の都市のつくり方が、特に居住地と産業地、あるいはオフィス街というものを

区別していたわけですが、そういうものを混在させていく、ハイパーミックスな都市をつくろうというこ

とです。特にその中でも中心となるのは、こういう交流的な機能です。こういうふうにうまく交ざるかど

うかはあれですが、居住と産業と交流という機能が、一緒になる。

それから当然、もう一つの大きな課題は、この地域の環境です。さらに一つの、エネルギーを通してもそう

ですが、先ほどのスマートグリッドというものをこの中で実現してみようと考えています。

横浜を空から見る機会はあまりないので、少し空から見ると、こんな感じになっております。［05］一番港

の中心が接収地なのです。ここをまず改造して、さまざまな交流ができる場をつくろうということを今、

構想しながら議論をしているということです。

各都市、こういう都市を、未来をつくるビジョンというのを今ちょうどそれぞれいろいろお考えになって

いるところだと思うのですが、そういう都市のビジョン、それぞれの違いも当然あるのですが、それ自体

はまた交換するということで、新しい発想をわれわれは得ることもできるのではないか。特に都市間の実

質的な協力というものが、今日の一つの議論のポイントになるのではないかと思っております。

少し長かったですが、今日の趣旨をお話しさせていただきました。ありがとうございました。

さて、それでは早速パネルディスカッションに移りたいと思うのですが、最初に、少し時間が短いのです

が、6都市の今の取組、あるいはこの先どういう考え方で都市をつくっていこう、再生していこうと考え

ているのか、お話をいただきたいと思います。まず、フランクフルト市のフォルカー・シュタイン副市長か

らお願いしたいと思います。

第1部

プレゼンテーション

創造産業とフランクフルト・アム・マインの発展におけるその重要性

フォルカー・シュタイン（フランクフルト副市長公安・治安・防災部門責任者）

［01］今回ご招待いただきましたことについて、フランクフルト市を代表し、横浜市ならびに会議主催者

の皆さまに御礼申し上げたいと思います。また、フランクフルトのペトラ・ロス市長から「会議の成功をお
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祈りしている」とのメッセージを託されてまいりましたので、謹んでお伝えいたします。また、「参加でき

ないことを大変残念に思っている」とのことでした。

ハッピーかどうかという話がありましたが、おそらく私の国でも50％以上の人が「不満だ」と言うのでは

ないかと思います。私はハッピーです。ここに来られて非常にハッピーです。実は、今年2度目の来日です。

6月に横浜開港150周年をお祝いするため、初めて日本を訪れる機会を得ました。その際、素晴らしい友人

の皆さまとお目にかかることができました。ここであらためて林市長のご就任を心からお祝い申し上げ

たいと思います。また、古くからの友人、金田副市長にもお目にかかれて非常にうれしく思います。前回の

訪日の際、互いの都市について語り合う本当に素晴らしい時間を共有させていただきました。さまざまな

都市の人々が、発展し続ける都市が直面する問題について話し合い、互いに学び合うことは大変重要なこ

とだと考えています。

さて、私自身の紹介をさせていただきます。フォルカー・シュタインと申します。フランクフルト市副市長

で、公安・治安・防災部門の責任者を務めております。皆さんは、公安や治安部門の担当者が今日のテーマ

とどんな関係があるのかと思われるかもしれません。実は、私はフランクフルトの港湾も担当しておりま

す。そして、クリエイティブ産業の若い人々がスペースを求めて港湾地区にどんどん集まってきていると

いう状況があるのです。ですから、私もクリエイティブ産業とは深い関係があります。

今回はクリエイティブ産業がフランクフルトにどのような影響を及ぼしているか、その全体像について

お話ししたいと思います。フランクフルトは欧州大陸の金融センターと称されますが、実際その名に価す

る重要な金融都市であると思います。ただし、それ以外にも著しい発展を遂げている経済部門があり、そ

のおかげでフランクフルトは国際的な重要性をさらに高めることになっています。そして、その産業部門

というのがクリエイティブ産業なのです。

そもそもクリエイティブ産業は具体的にどのように定義すればよいのでしょうか。多種多様な定義があ

りますが、私は非常に短く、実際的な定義を使います。そして、それを踏まえてお話をして、そのなかで幾

つかの統計データについても触れたいと思います。

多くの分析の基盤となってきた定義に従い、クリエイティブ産業は以下の九つのセクターで構成されて

いると私は考えます。ソフトウェア・ゲーム、広告宣伝・コミュニケーション、出版・プレス、映画・テレビ産

業、文化遺産、建築・デザイン、ビジュアルアーツ・舞台芸術、美術館・美術市場、音楽・オーディオ産業。この

九つの側面をもって、ここでのクリエイティブ産業の定義とします。

クリエイティブ産業がフランクフルトにとって具体的にはどういう意味をもつのか、この問題を正確に

理解するために、昨年発表された「フランクフルト・クリエイティブ産業報告書」の内容を少しご紹介した

いと思います。具体的な数値を知ることで、フランクフルトにおけるクリエイティブ産業がどのように位

置づけられ、どのような影響を与えうるか、その姿が少し見えてくるのではないかと思います。

雇用についてですが、今回の統計その他の分析によると、フランクフルトのクリエイティブ産業では6万

人が働いていると推定されます。では、活況を呈しているクリエイティブ産業の主たるプレーヤーは具体

的にどの部門なのでしょうか。社会保障費納付の対象となる従業員数から見た場合、ソフトウェアとゲー

ムが最大で28％。次に大きいのが広告宣伝・コミュニケーションで25％、出版・プレス19．3％、そして映

画・テレビ産業11．3％という数字になります。

企業の規模はどうでしょうか。ここでも社会保障費納付対象者の従業員数で見ていくと、1企業あたり平

均6．1人となっています。フランクフルトの企業全体では平均10人ということですから、クリエイティブ

産業というのは、小さな企業で構成されていることが分かります。社員1人だけというのも珍しくありま

せん。ご想像のとおり、フランクフルトのクリエイティブ産業は非常に若い企業が多いということです。

次に、クリエイティブ産業では、どのくらいの収益を上げているのかを見てみたいと思います。2005年、

フランクフルト市にはクリエイティブ産業の企業は4700社登録されており、1社あたりの総売上高は1

万7500ユーロを超えています。この数字は、課税対象となっている地元企業の15％に相当します。また、

この登録された4700社全体の課税所得は40億ユーロで、これはフランクフルトにおける企業全体の総

売上高の4．6％に相当します。

クリエイティブ産業の数値は小さく思われるかもしれません。けれどもフランクフルトの場合、欧州中央

銀行やドイツ銀行をはじめとして、大手の商業銀行が集中していますので、売上高ではやはりこれらの銀

行が圧倒的に重要な割合を占めていると言えるでしょう。しかし、その一方で、ごく小規模の零細企業の
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売上高はこういった統計には反映されません。ですから、クリエイティブ産業の企業の売上高はこの数値

よりも大きいと推測されます。

クリエイティブ産業の主役とも言える、広告宣伝・コミュニケーションとソフトウェア・ゲームの部門に

ついて少しお話しします。フランクフルトのクリエイティブ産業における絶対的な売上高を見た場合、明

らかにトップは広告・コミュニケーション部門です。この部門の企業の売上高は全体で20億ユーロを超

えており、これはクリエイティブ産業全体の売上高の46％に相当します。次に大きいのが出版・プレスで、

9億3900万ユーロ、ソフトウェアとゲームがそれに続き、5億2200万ユーロとなっています。

次に、経済発展の安定度についてお話ししたいと思います。1996～2005年にかけての全体的な経済発展

と比較した場合、フランクフルトのクリエイティブ産業はやはり不安定で、変動の幅が大きいと言わざる

を得ません。クリエイティブ産業部門は好景気、不景気のサイクルに左右されやすいと言えます。そのほ

かの経済部門と比べても、発展の面でも縮小の面でも、より強く影響を受けやすい。ただ、特定の領域では

急成長が見られます。1996～2005年、ソフト・ゲーム部門は売上高において目覚ましい成長を遂げるこ

とができました。売上高は1億3440万ユーロから5億2200万ユーロに増え、これによって雇用も目覚ま

しく伸びました。

「フランクフルト・クリエイティブ産業報告書」によると、明らかにクリエイティブ産業は雇用促進マシン

とも言うべき存在となっています。零細かもしれないが、非常にフットワークのいい企業が集まっている。

社員には専門職が多く、高学歴でもあります。2005年から2006年にかけて、社会保障加入対象となる新

規雇用は2700人でした。ただし、ここにはソフトウェア・ゲーム部門の数値は含まれていません。

2006年ソフトウェア・ゲーム部門には、社会保障費を納める従業員数は8400人で、これは業界で最高の

数値です。広告宣伝部門では7500人です。ソフトウェア・ゲームという分野はフランクフルト圏において

雇用主として非常に重要な存在になってきています。たということでしょう。

フランクフルトにおけるクリエイティブ産業については、ドイツの他の都市とは違った形で評価される

べきだと思います。フランクフルトのソフトウェア・ゲーム部門と広告宣伝部門はすでに全国でもかなり

重要な位置を占めています。フランクフルトはもともとドイツの広告産業の重要なセンターの一つで、長

い伝統を誇っています。多くの広告宣伝企業がフランクフルトに集まり、その規模や専門領域は多種多様

です。したがって、フランクフルトの広告宣伝企業はすでに確立された地位を獲得しています。そして、ク

リエイティブ産業のあらゆる部門と深い関係を持っています。

さまざまなアイディアを生み出し、生産する過程で、企業はフランクフルトとその周辺のリソースを活用

することができます。大型広告代理店も、名もない小さな代理店でも、これは全く同じです。さまざまな面

において、フランクフルトのクリエイティブ産業は、国内外の競争に十分耐え得る力を持っています。ま

た、フランクフルトには、世界でも有数の国際的な広告代理店が本部を置いています。これも創造性に

とって素晴らしい生活環境と労働環境を提供しているからだと思います。

先ほど、さまざまな雇用統計について申し上げましたが、クリエイティブ産業という分野で、なぜフラン

クフルトはこれほど重要なポジションを獲得することができたのか、ソフト面についてお話ししたいと

思います。

複数の調査によると、クリエイティブ産業にとって都市環境が非常に重要です。その結果、望ましい都市

環境を提供してくれる都市に集中します。フランクフルトの企業登録から地理的な分散を調べてみると、

クリエイティブ産業の企業はどちらかといえば都心部に多い。中央から離れれば離れるほど、クリエイ

ティブ産業の従業員数も減少するという傾向が認められます。

また、あるオンラインの調査の結果を見ると、クリエイティブ産業で必要とされる都市環境がフランクフ

ルトには揃っているということが分かります。つまり、優秀なスタッフ、都市部における輸送・交通システ

ムのインフラなどで、なかでも市のイメージ決定的に重要であるということが分かります。従って、フラ

ンクフルトが提供する立地条件を、クリエイティブ産業は高く評価していると言えます。

フランクフルトにはトレード・フェアもありますし、また洗練された文化的環境もある。この調査では、こ

れらもフランクフルトがクリエイティブ産業を引きつける要因として挙げられています。また、国際的な

イメージ、寛容性、多文化主義も高く評価されています。

このオンライン調査での、フランクフルトの立地条件に対する評価は、その他の都市と比べても際立って

高いものです。ドイツ国内の創造都市ランキングで、フランクフルトはベルリン、ハンブルクに次いで第
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3位です。ミュンヘン、ケルンよりも高い位置にあります。

人間の創造性が最終的には経済的なリソースとなる。新しいアイディア、より良いやり方というものが最

終的に生産性ならびに生活水準を引き上げる要因であるとも言えるでしょう。売上高、イノベーション指

数など、さまざまな数値がありますが、実はもっと重要な側面がクリエイティブ産業にはあります。それ

は社会に対するインパクト、生活を変える力、開放的なメンタリティといったもので、毎日実感すること

ができます。クリエイティブ産業で働く人々の持つポテンシャルを考えますと、まさに彼らを街に迎える

ことでフランクフルトは国際的な都市になっているのだとも思います。実際、フランクフルトは活力に満

ちた、新しいことにチャレンジし続ける都市ですが、クリエイティブ産業によって将来に向かう備えがで

きていると言っても過言ではありません。

これまで述べてきたことを少しまとめてみたいと思います。フランクフルトは、このように重要な意味を

持つ新しい産業をどう守り、支援しているのでしょうか。フランクフルトは、クリエイティブ産業の構造

をよく理解していますし、その構造に必要なものも理解しています。

クリエイティブ産業には、零細の若い企業が多数集まっていて、今後のイノベーションや成長の勢いが期

待できます。こうした企業をサポートするために、フランクフルト市では幾つかの措置を取っています。

その一つとして、市の機構内部で密接なコミュニケーションをはかり、すべての部署や機関が協力する態

勢をとっています。市長室、経済問題担当局、フランクフルト事業開発公社、芸術局、都市計画局など、さま

ざまな部局や機関が計画した事業が実施できるように全員が協力するのです。クリエイティブ産業とは

分野横断的であるのが一つの特徴ですが、市の方でも同じように専門部署を横断するかたちで対応して

いるということです。

イニシアティブに対してもサポートしています。クリエイティブ産業にはさまざまなイニシアティブが

ありますが、そのうちの一つにインキュベーターとして、低コストのスペースやオフィスなど、クリエイ

ティブ産業の特に若い企業が必要としているものを提供するというイニシアティブがあります。このイ

ニシアティブは安価でスペースを提供するのみならず、さまざまな企業間で意見や情報を交換する機会

も提供しています。これはフランクフルト経済開発公社がコーディネータとなっています。

また、ゲーム企業部門ではフランクフルト・ライン・マインというイニシアティブがあり、市がサポートし

ています。これは好景気のさなかにあるゲーム産業のネットワークで、50社以上が参加してライン・マイ

ンエリアで行われているものです。その他の部門のイニシアティブに対しても市はさまざまな形でかか

わり、支援しています。

まとめたいと思います。クリエイティブ産業がフランクフルトにとってますます重要になってきている

ことを、われわれは充分に認識しています。この数年で著しく成長して経済部門として確立してきており、

若者に多くの仕事を提供している事実からも、その重要性は明らかです。クリエイティブ産業における雇

用の特色はITと高い創造性で、とくに非常に若く柔軟性に満ちた企業で雇用が生まれています。フランク

フルトのクリエイティブ産業は国内外から優秀な若い人を集めており、その結果、フランクフルトは創造

性という面で国際的にも高い地位を獲得しております。

皆さまに、今回の私の発表から何かのヒントを受け取っていただければ幸いです。フランクフルトでは、

このように現代的で素晴らしい産業が成長し続けています。フランクフルトにお越しいただければ、私た

ちの町をご案内し、クリエイティブ産業の様子もご覧いただきたいと思います。どうもありがとうござい

ました。

（北沢）どうもありがとうございました。フランクフルトは世界の金融、世界都市の一つですが、一方で、今

お話があったように、創造産業に相当力を入れて、これも長い時間をかけてやってきたということです。

フランクフルトの今のお話の中で、産業というのも、今は七つのカテゴリーのお話をされていましたが、

全部が伸びるというわけではないということですね。その都市にやはり合ったものが成長していく。しか

し、なかなかまだ脆弱な基盤にあるのだということも、一方の指摘にあったと思います。

それと、市の中の連携ですよね。都市づくり、あるいは経済部門というものとの連携が重要だと。創造産業、

それから文化的な基盤、まちづくり、アーバンデザインというものがやはり一体となって進んでいかなけ

ればいけないのだというご指摘でもあったかと思います。細かい統計のデータまでお示しいただきまし

て、本当にありがとうございました。
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続きまして、台北市からお越しいただいたリンさんにお話をいただきたいと思います。「再開発本部長」と

日本語では訳されていますが、聞くところによりますと、来年には一つの局になるということです。リン

さん、よろしくお願いいたします。

創造的な行政サービスによる台北市の再生

リン・チュン・チエ（台北市都市再開発本部本部長）

［01］皆さん、こんにちは。本日まずは、皆さま方におわびを申し上げなければなりません。こちらでお話

をさせていただくはずでしたリン副市長は、先月の初めに台湾の南部地方が大きな台風に見舞われたた

め、台北としてもそちらの救援活動に当たっており、今回は、来日できませんでした。

まず台北の位置をお話ししたいと思います。皆さま方ご存じのとおり、東アジア、それから東南アジアの

方にございます。面積は272平方キロメートルで、それほど大きい都市ではありません人口は260万人で

すが、こちらで働いている中間の昼間の人口が350万人です。山に囲まれた都市で、その半分を国の公園

が占めております。ということで、こういった環境に恵まれた都市でもあります。

こちらに二つの数字をご紹介したいと思います。二つの雑誌が台北について、クリエイティブシティとい

うことで評価をしたものなのですが、一つ目は2009年の”Fast Cities”で、13のクリエイティビティに富

んだ都市のうちの一つに台北市が選ばれました。もう一つ、これは何年のものだか忘れてしまったのです

けれども、”Wallpaper Magazine”でも13の潜在力を高く評価されている都市ということで選ばれました。

台北が東アジアにおいてどういった役割を果たしているかということをもう一度見てみたいと思います。

上海、香港という都市がありますけれども、そことともにお互いが相互の作用をし合う、そういった未来

の発展的な位置にあるような都市だと言えると思います。

［02］では、この台北には一体どのような将来の発展についてのビジョンがあるのでしょうか。私どもが

目指しているのは、持続可能な発展が可能であるエコシティというものです。これに基づいて、今後10年

の発展につきまして四つの戦略を立てました。都市の再生、都市のクリエイティビティを高める、都市の

ガバナンスを高める、そしてエコシティを確立するということです。

また、もう少し長期に見まして、今後の40年間についての目標なのですが、2050年にどのような都市に

なるかというビジョンです。先ほど横浜が2059年ということでしたけれども、私どもの方では2050年と

いうことを目的にしておりまして、省エネ、そして炭素の排出が少ない都市ということを目指しておりま

す。［03］�GREEN T．A．I．P．E．I．”ということで、このTAIPEIという六つのアルファベットの頭文字をつ

くりまして、目指す方向を書いております。こういった六つの目標に向けまして、一歩一歩進んでいこう

ということです。

では、このような大きな枠組みの下で、私ども、文化というものに携わる主幹部門といたしまして、どのよ

うにしてクリエイティブシティというものを形づくっていこうとしているのかについて、お話をしたい

と思います。

私どもが目指しているのは、台北をクールシティというものにしていこうということです。何をもって

「クール」というかというと、個性があり、そこで際立った性格を持っており、そしてまた魅力に富んだ都

市ということです。

都市の発展ということ、それをまたクリエイティブシティにしていくというところで、非常に重要なキー

となりますのが、やはり人材の育成です。そういうことで、文化的な深さというものも必要だと思います。

そのことによって初めて、クリエイティブな産業というものが活性化されていくと思います。ここで言う

文化的な深さというのは、どういう体験を持っているか、体験自体の強さというもの、それぞれの製品が

非常に精緻で緻密であるということ、美しさについてのオリジナリティを持っているということ、それか

ら生活の質が高いということです。

このことに向けて、五つの方向性があります。多様な文化産業を推し進めていくこと、国際的な市場をさ

らに拡大していくこと、カルチャーツーリズムの促進、文化政策による推進、クリエイティブ活動の可能

性をさらに強めていくということです。

クリエイティブシティを実現していくために、三つの戦略があると思います。クリエイティブな文化的空間
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をさらにつくること、文化的な産業のサポートをすること、多元的な文化活動を行っていくということです。

また、都市発展の部門も、こういったクリエイティブシティをどう形成するかということについて、さま

ざまな行動を行っています。

クリエイティブシティをつくり、推進していくために、五つの活動があります。都市計画をさらに検討す

ること、都市設計を推進し、その役割を再確認すること、市民のコミュニティへの参画をさらに進めてい

くこと、公共的な空間に対する芸術的な参画を進めること、それから、都市をどうやって再生していくか、

更新していくかという新しい方向を見いだしていくことです。

［04］では、このような枠組みの下でどういう行動を行っているかということについてご紹介したいと思

います。これは、その空間的な計画だけではなく、社会的な要素、経済的な要素もここに含んでおります。

台北におきまして、このようなクリエイティブな活動が既に行われている地点、それから、これから計画

されている地点をすべて結びつけまして、いわゆるカルチュラル・クリエイティブ・クラスターというこ

とで、これを推し進めてまいります。これは「ダブルLコリドー（双L軸帯）」という名前が付けられています。

ここで事例をご紹介いたします。最初が台北の都市博物館です。表面的には普通の博物館のようにも見え

るのですが、ここで私どもは、台北人としての意義や価値観をここから再確認していこう、そして価値の

再構築をしていこうという活動を行っています。今、この計画は進行中であり、さまざまな専門家の皆さ

ま方がこれについての検討を行っているところです。

次の事例も非常に興味深いものです。学校をつくるための用地の中にある、非常に古い街並みだったので

すが、私どもは非常に長い期間、10年くらいにわたる協議を通して、ここをそのまま残して、さまざまな

芸術活動ができるような空間にいたしました。歴史的な街並みを残しただけではなく、クリエイティブな、

さまざまな実験的な活動ができる場としても役割を果たせるようになりました。

もう一つ面白い例なのですが、恐らく開発途上国などではこういった街が多く見られるのではないかと

思います。山の上にある一つの集落でした。ここはもともと公園の用地だったのですけれども、これらの

建築は違法建築でした。しかしながら、ここからその方たちを追い出すのではなく、そこをさらに整備し

て、元の住民にもそこに帰ってこさせて、またこの中でさまざまな国際的な活動ができる、そういった空

間として提供することができるようになります。

ソンシャン（松山）にあるたばこ工場の建物は、クリエイティブなデザインセンターということで実際に

改修しました。この計画も今進行中でして、日本の伊東豊雄さんという建築家が設計に携わっていらっ

しゃいます。2011年に行われる「世界デザイン大会」の会場になる予定です。

オランダのデザイナーの方と協力して行ったプロジェクトですが、これは三つの異なる劇場が一つの舞

台を共有するという、新たな空間の創造でした。ということで、ここから新たなパフォーミングアートの

可能性というものを見いだしてこられると思います。単に建築としてお互いにくっつけて、それをまた相

互に利用するというだけではなく、将来さらに実験的な、さまざまな表現芸術というものがここで行われ

ると思います。

もう一つ、ポップミュージック・センターですが、今、皆さま方もご存じのとおり、台北、台湾というのは中

華文化圏におきまして、ポップミュージックの中では非常にリーダー的な役割を果たしております。そし

て、このようなセンターがつくられることにより、今後とも引き続き、アジアにおけるポップミュージッ

クのリーダー的な役割を引き続き果たしていけたらと思っています。

今までご紹介申し上げましたことをまとめたいと思います。クリエイティブシティをつくっていくため

には、五つのエンジンがあります。一つ目が都市の機能をさらに豊富にし、そして満足できるものにして

いくということ。二つ目が、都市の歴史的な記憶、それから都市のテクスチャーというものを保っていく

ということ。三つ目が、都市の多元的な活動について、それを発展させ、支持していくということ。四つ目

が、さらに多元化された公とプライベートの間の協力というものを進めていくということ。五つ目が、都

市のクリエイティブな活動にサポートをしていくということです。こういうことがあって初めて、さらな

るクリエイティブシティの発展が図れると考えています。

以上が、私から、このクリエイティブシティというものを形づくる過程について、台北が行っている努力

についてのご紹介でした。ご在席の皆さま方、どうもご清聴ありがとうございました。

そして、皆さま方をぜひ厚くおもてなししたいと思っているのですが、2010年に台北におきまして、この

インターナショナルな花の博覧会がございます。それから2011年には、先ほども申し上げましたけれど
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も、三つの大きなデザインにかかわる組織が共同で行いますデザインに関する国際会議が台北で行われ

ます。ぜひ皆さま方、こちらの方にもお越しくださいませ。ありがとうございます。

（北沢）どうもありがとうございました。リンさんと私は10年来のお付き合いがあるのですが、台北市の

都市デザイン室長も経験されております。今見た台北のプロジェクトというのはこの数年のことで、急速

に文化創造都市という形で町が変わっていく、非常にアジアの中でも、代表的な文化創造都市になるので

はないかという気がしました。

今、いろいろご指摘いただいた点、特に産業、それは空間的な話ですね。もう一つは、それらを支える非常

に深い文化、物をきちんとつくり出すなど、あるいは伝統的な産業も含めてかもしれませんが、そういう

下にある技術も重要なのだと指摘された点が興味ありました。

さて、遠方から来るほど話が長くなってしまうのかもしれませんが、まだ発表が残っておりますので、申

し訳ないのですが少し短めに協力していただけるとありがたいと思います。次に、リヨン市から来ていただ

きました、Grand Lyon経済・創造産業の顧問、ローラン・トロンタンさんにお話をお聞きしたいと思います。

リヨン市：複数の実践、文化、アイデンティティの流れの合流点

ローラン・トロンタン（リヨン行政区経済・創造産業顧問）

［01］ご紹介どうもありがとうございます。まず、リヨン大都市圏代表でもある、ジェラール・コロン・リヨ

ン市長が参加できなかったことを心からおわび申し上げます。そして、林文子横浜市長、金田孝之副市長、

福原義春実行委員長をはじめ、会議主催者の皆さまには、お招きいただいたことに心から感謝申し上げた

いと思います。

これから私がお話しするのは、リヨン市の経済や文化の発展についてではありません。あくまでクリエイ

ティブ産業と経済との結び付きということに限ってお話し申し上げたいと思います。

まず、リヨンについて若干説明したいと思います。フランスでは、パリに次いで第2の都市で、人口は130

万人です。台北などのアジアの都市に比べますと、人口規模も少ないと言えるでしょう。しかし、それでも

創造性豊かな、さまざまな活動が育っております。

主要産業として四つの部門があります。バイオテクノロジー、環境化学、機械工学、そしてクリエイティブ

産業です。研究・開発の拠点として、五つのクラスターが競い合っています。少し詳しくご紹介しますと、

リヨン・ビオポールはバイオテクノロジー、診断技術、ウイルス学、ワクチン、免疫学、感染症などのクラス

ターで、ビオメリュー、サノフィなどが主力企業です。アクセレラ（AXELERA）は化学関連の企業が集まっ

ているクラスター。それからアーバン・トラック＆バスは運輸関連企業のクラスター。それからテクテラ

（Techtera）は、ファッションデザインで著名なブランドであるエルメスやレジャビーなどがかかわって

います。それからイマジノーヴ（Imaginove）という動画関係、デジタルレジャー関係の企業が集まったク

ラスターもあります。

［02－03］私たちは三つの戦略的目標を掲げています。まず魅力のある都市になること、そして認知度を

あげること、経済発展。次に、社会的連帯と地域の連帯。そして、次の世代と環境を重視した発展。どんなプ

ロジェクトを行うときにも、環境や社会に十分配慮する、そして市民、特に若い世代に参加を呼びかける、

こういうことを心掛けています。

それでは簡潔に幾つかの事例をご紹介して、クリエイティブ産業、企業、経済が実際にどのように連携し

ているのかお話ししたいと思います。まずパサージュ・ティアフェ Passage Thiaffaitについてです。これ

はデザイナービレッジで46企業が参加しています。コーチング、創造性、才能に重点を置いたプロジェク

トでは、クリエーターに助言を与えたり、クリエーターの創造性と経済とを結んでいこうとしています。

アニメで有名なカートゥーン・ムービーがリヨンに進出して、アニメ映画産業の市場とリヨンで発展して

きたビデオゲーム産業の市場が初めて結ばれることになりました。アニメやゲームの世界的イベントも

リヨンで開かれるようになり、これからも相乗効果が期待されています。

［04］先ほどもお話がありましたが、クリエイティブ産業にはユネスコが定義した九つのテーマ分野があ

り、われわれはすべての分野で成功したいと思っています。さまざまなグループが交流を通じてさらに成
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長できるように、人の交流のためのグループセッションという事業を行ってきました。セッションには、

市民社会を代表するユーザー、あるいはクリエーター、そして企業も参加します。分野の異なるグループ

を結びつけ、分野を超えた事業やプロジェクトの開発を進めていきたいと考えています。

また、われわれの目標はコミュニティづくりです。企業もコミュニティの一員ですし、経済界も巻き込ま

なくてはなりません。クリエーターは文化の代表ということになります。そのほかにも思想家、イノベー

ター、哲学者、開発の専門家、環境の専門家、都市問題の専門家、インナーシティ開発の専門家など、こうい

う広い範囲の人々の交流を促しながら、リヨンのコミュニティを築いていきたいと思います。以上です。

ご清聴、感謝します。

（北沢）ありがとうございました。創造性を伸ばすためのさまざまな手段があるのだということでした。特

に支援をしていく、クリエーターの支援と、新しいコミュニティをつくると。これはいわゆる伝統的なコ

ミュニティではないでしょうが、クリエーターあるいは産業界、環境、いろいろな専門家が集まったコ

ミュニティが創造産業を伸ばす非常に大きなポイントになるのではないかというご指摘だったと思います。

それでは今度は、日本の方からプレゼンテーションをしていただきましょう。最初に、金沢市の森副市長

からお願いしたいと思います。皆さんもご存じだと思いますが、金沢市は日本の中では非常に早くこの取

組に参加して、自らさまざまなプロジェクトを起こしてきたことでも有名です。森さん、よろしくお願い

いたします。

伝統と革新の調和を図る創造都市・金沢

森　源二（金沢市副市長）

［01］ただ今ご紹介いただきました、金沢市の副市長の森でございます。本日はお招きをいただきまして、

林横浜市長様、また関係者の皆さまに心より感謝申し上げたいと思います。山出金沢市長は本日公務のた

め出席できませんので、私は文化政策に造詣ある山出市長のような文化人ではありませんし、そうそうたる

創造都市の首長さんの前でお話しするのははなはだ恐縮ですが、どうかよろしくお願いしたいと思います。

本日のプレゼンテーションでは、大きく3点お話しします。1点目は、金沢の歴史伝統文化の継承のお話で

す。2点目として、新しい文化の創造のお話です。そして3点目として、本年6月にユネスコの「創造都市

ネットワーク」に、神戸、名古屋に次ぎまして加盟が認められましたので、そのクラフト「創造都市」の話、

また文化と産業の連環の話についてお話をさせていただければと思います。

金沢の創造都市の取組をお話しするに当たって、城下町としての性格、あるいは歴史を抜きにしては語る

ことができませんので、まずその辺りを少しお話しさせていただきたいと思います。「金沢」という名前で

すと、横浜ではむしろ「金沢文庫」「金沢八景」といった北条家の地名の方が有名かもしれませんが、金沢は

今から420年余り前に、加賀藩前田家の城下町として成長した都市です。三つの山・台地と、二つの河川、

それから金沢平野に囲まれた金沢城を中心に確立・発展した、緑と水の町です。外様の大名でありながら

国替えなどにも遭わなかったことでも分かりますように、歴代の藩主が争いを避けて、学術・工芸・芸能の

奨励や普及に努めました。また、第二次大戦でも戦火に遭うことがありませんでしたので、現在でも江戸

の藩政期のころの町並みが面的な形で残っておりまして、その中に伝統文化が息づいている、文化的な景

観を形成している町です。

現在も市内には、寛文年間のころの街路が今でも道路として残って機能しています。こうした町の特質を

踏まえて金沢市では、歴史的景観の保全に努めるとともに、伝統文化を継承しながら、それに常に革新の

営みを加えて、創造性に富んだ文化と産業の創出に努めるという、創造都市の取組を行ってきています。

まず、歴史伝統文化の話をさせていただきたいと思いますが、歴史的な景観を大切に保全するために、景

観形成やまちづくり、あるいは市民参画の観点からこれまでさまざまな条例を制定してきました。例えば、

伝建地区を保存する条例、あるいはちょっとした町中の町並み、「こまちなみ」を保存する条例、それから

台地の斜面の緑地を保全する条例、あるいは市内を流れる用水を保全する条例があります。［02］この用

水保全条例の中では、市内を用水が流れ、町中にホタルがわくような環境を継承するために、例えば左側

の写真ですと、これは用水の上にふたがかかって、その上を駐車場として個人が利用していたわけですが、
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そういった方に退いていただいて、用水が市民に見られる環境空間を形成するような取組をしてきたと

ころです。

それから、まちづくり協定の活用にも取り組んできており、例えば伝建地区の物品販売店舗の中では、主

に伝統的工芸品のように金沢にゆかりのある物品を販売することや、屋外に自動販売機や商品の陳列ワ

ゴンなどを設置しないということを約束していただいております。

また、旧町名の復活にも取り組んでおりまして、これまで九つの町で江戸期のころの旧町名が復活してい

ます。

さらに、歴史文化遺産を一つずつ丹念に調査しながら、また国の史跡や重要伝統的建造物群保存地区の指

定などをいただいて、文化財としての価値付けを一つ一つ行っております。また、町並みを面的に文化財

としてとらえる重要文化的景観としての選定も、国に今、申し出をしているところです。最近では、加賀藩

の前田家墓所が国史跡に指定されましたし、辰巳用水も、国の文化財の指定を申し出ているところです。

［03－04］また、金沢では伝統工芸が非常に盛んなのですが、加賀藩の五代藩主である前田綱紀公が、工

芸全般にわたって約2000点もの工芸資料を収集・整理分類をされました。この「百工比照」というのは当

時では大変な文化の創造事業であったのではないかと思っております。金沢の伝統工芸で言いますと、箔、

漆器、友禅、九谷、仏壇や塗り、象嵌や焼き物、毛針、水引、郷土玩具といったものがありますし、このほかに

も伝統芸能として、加賀宝生の能や、邦楽、素囃子、茶の湯、それから芸妓さんが映っておりますのは芸妓

さんの踊り、このようなものが伝統芸能、伝統文化として色濃く残っています。

特に植木職人が庭木を剪定しながら謡を口ずさむというように、職人の方でもそういったことをたしな

まれていたということで、「空から謡が降ってくる」と形容されるほど、今日でも能が市民文化にも息づい

ておりますし、また金沢に赴任されてこられる東京の企業の支店長なども、必ず何か、謡や小唄、あるいは

笛というような伝統文化をたしなまれる方が多いようです。

また、右のポンチ絵にありますような、雪道での譲り合い、あるいは玄関にお客さんが来たときに打ち水で

お迎えするというような「金沢しぐさ」［05］を市としても取りまとめて、登録するという取組もしています。

こうした伝統文化の継承のために、金沢美術工芸大学、卯辰山工芸工房、職人大学校といった施設を市立

で持ち、人材育成を進めております。また、工芸あるいは宝生能、素囃子については子供塾を設け、すそ野

の拡大、後継者育成に取り組んでいます。

第2点目として、新しい文化芸術創造の取組についてお話ししたいと思います。その例として、これはか

なり全国的にも有名になっておりますが、紡績工場の跡地建物を再生活用して、「金沢市民芸術村」という

のを設置しまして、若者による演劇・音楽等の活動が、金沢の文化に大変な刺激を与えていただいており

ます。24時間365日利用可能で、火事とごみを出さずに原状回復すれば、どのような使い方をしても結構

ですという大変フレキシブルな運営を行っております。

それから、もう一つ有名なのが2004年にできた「金沢21世紀美術館」です。［06］屋上が凸凹しているの

は、一つ一つ展示室の高さが異なっているためで、こうしたところも大変ユニークですが、コンテンポラ

リーアートを中心とした世界の芸術作品を収集・展示するとともに、著名な芸術家を招いて公開制作をや

りまして、地元の伝統工芸・芸能との融合も図っております。

ここでは、友禅をイメージした創作作品のオブジェの設置や、また、広い無料ゾーンを設けたり、小学校の

4年生全員をミュージアム・クルーズとして招いたりということで、大変市民に親しまれる施設となり、

こうした取組が評価されて、第1回の文化芸術創造都市表彰を文化庁からいただきました。

新しい文化としては、コンテンツ産業があります。この文化価値創造のために、デジタルクリエーターの

祭典であるeAT KANAZAWAというイベントを1997年から開催しておりまして、エレクトロニック

アートの第一人者を迎え、フォーラムやセミナー、夜塾を行っております。さまざまな関係者が金沢で集

い、交流することで、新しい産業をつくっていきたいと思っております。

多様な文化を融合するという観点から、邦楽が中心の金沢であるわけですが、あえて西洋音楽を取り込ん

だ「オーケストラ・アンサンブル金沢」も発足し、伝統的な日本の音楽である素囃子とのジョイントコン

サートなどもやっております。また、昨年からはナントで開催されるフランス最大のクラシックの祭典で

ある「ラ・フォル・ジュルネ」の協力を得まして、「ラ・フォル・ジュルネ金沢」を開催しております。さらに、

今年は市民芸術においてさまざまな音楽活動が広がっておりますので、秋の5連休に「金沢 JAZZ 

STREET」というイベントを展開して、ジャズをとおした町中のにぎわい創出を図っていきたいと思って
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おります。どうかお越しいただければと思います。

3点目が、創造都市ネットワークの取組です。文化と工芸が結び付き、それが市民の暮らしに根差して、工

芸職人の技へのこだわり、革新的な意識が現代の企業家にも、精神として受け継がれてきたということで、

さまざまな高付加価値産業が生まれてきているという文化的な生産システムをポンチ絵で示したものです。

［07］ただ、伝統工芸は現存するものは22種類に上るわけですが、生産額の大幅な減少、あるいは担い手・

従業者の減少ということに、伝統工芸はどこもそうかもしれませんが、かなり悩んでいるところです。伝

統産業の技術保存と後継者の育成を図るために基金を設け、研修者を対象に奨励金の交付を行っている

ところです。また、補助事業として、友禅や九谷、あるいは漆器について、新製品の開発または新たな販路

の開拓に取り組んでいます。友禅を使ったウェディングドレスや、九谷焼とワイングラスを組み合わせた

新しい製品等もあります。

［08］ユネスコ・創造都市ネットワークの精神は、創造都市が戦略的な連携を図って、文化の多様性を保護

するとともに、世界の文化産業が持っているさまざまな可能性を最大限に発揮するというものです。こう

した趣旨を踏まえ、今後もさまざまな事業に取り組んでいきたいと思っております。ちなみに、金沢はク

ラフトの分野で認定されています。

官民一体で組織をしている「金沢創造都市推進委員会」という機関がありますが、そこと市で協働しまし

て、創造都市推進のためのプログラムをつくり、その中で文化と産業の連環、あるいは次代を担う人材育

成、そしてマスプロダクションではない、21世紀型の都市が持続的に発展可能であるような、「手仕事の

まち・金沢」を世界へ発信していくということについて、中長期的な指針を今年中に取りまとめる予定で

す。このプログラムの中では、クラフト工芸にとどまらず、金沢の手仕事とも言える和菓子、デザイン、映

像やアニメといったものも対象にして、取り組んでいきたいと思っております。

また、伝統の技と新しい感性の融合ということ、洗練されたデザインで、質の高いものづくりを進めてい

きたいということで、ファッションをビジネス展開するためのおしゃれメッセを2006年からやっており

ます。今年においても、伝統工芸新製品の発表展示や、アパレルの展示商談会を行うメッセを秋に開催し

ていく予定です。

最近重要になっている問題が、先ほど申し上げました後継者難ということで、現在、技法がどんどん消え

ていっているということもあります。従って、作品や技術を記録・保存し、きちんと残していくという観点

から、先ほど江戸の「百工比照」をご紹介しましたが、「平成の百工比照」と銘打ちまして、作品や技術を記

録保存していきたいと思っております。

また、金沢版のクリエイティブ・ツーリズムとして、市内工芸作家の工房を手仕事美術館と位置付けまし

て、モデルコースを設定して作業風景や作品を見て回る、金沢版のクリエイティブ・ツーリズムというこ

とを企画していきたいと考えています。

また、昨年の10月には金沢で「世界創造都市フォーラム」という会議を開催しましたが、これを今後も継

続開催していきたいと思っております。本年は「文化と産業のかかわり」をテーマに研究をしていきたい

と思っております。さらに、国際的な人材育成の取組として、卯辰山工房で、これまで11名の海外技術研

修生に対して研修を行っておりますが、今後ともこういった人材育成の取組を行っていきたいと思って

おります。

以上、金沢の取組について、本当にはしょりながらご紹介をさせていただきました。本日ご出席の市の中

でも、最も小さい規模の市ですが、小さくても世界の中で独特の輝きを持って、自らの存在を発揮するよ

うな都市でありたい、これも市長のモットーです。非戦災都市で、燃えずにいろいろな文化を残している、

そういう先人に積み上げられた歴史を大切にする、歴史に責任を持つべき町という位置付けとしても、こ

れから市民と行政が引き続き力を合わせ、文化を大切にしながら伝統の継承、そして新しい革新の営みを

続けて、一つ一つ頑張ってまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございます。

（北沢）ありがとうございました。歴史ある地で、歴史文化の環境の上に、伝統的な文化産業というものが

積み重なって、その上に継承、人材の発展をする。さらに、そこに新しい要素を加えていく、非常に体系的

にうまく整理ができて進んでいるというような印象を受けました。ユネスコの3番目の認定都市になる

ということです。あと二つは神戸と名古屋でしたか。横浜はどういうわけか、なっておりませんが。後で林

市長にもコメントをしていただきたいと思いますが。やはり伝統や文化を生かすという非常に重要な
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キーワードが出てきましたので、またそれも議論してみたいと思います。

続きまして、今度は新潟市の篠田市長にお話をいただきたいと思います。新潟と横浜というのは歴史は

ちょっと違うのですが、開港都市というところで非常に深いつながりがあって、お互いにさまざまな海外

の文化も入れながらというところでは共通点もあろうかと思いますので、お話をぜひ楽しみにしたいと

思います。

「地域の文化」と「創造性」を核にした取組について

篠田　昭（新潟市長）

［01］開港五港のお仲間である横浜が開港150周年を迎えられたときに、このような会議に参加できるこ

とを大変ありがたく思っております。ちなみに新潟は、今年1月1日に開港140周年を迎え、10年ほど遅れ

て開港されました。その新潟は2005年に大合併をいたしまして、15市町村が一緒になって、これまでの

港町に加えて、大変大きな田園地帯が一緒になりました。この中でどんな文化を創造していくかというこ

とが、今のわれわれの課題です。

新潟は、本州日本海側最大の港町ということで、昔から、特に江戸時代は北前船・西回り航路ということで、

本州日本海側の最大の北前船の寄港地ということでした。今も、このような形で港町が続いております。

もう一つ新潟の顔として、「水と土の王国」とわれわれは言っております。日本で最大の大河・信濃川、そし

て信濃川に次ぐ水量を持つ阿賀野川という、二つの母なる川から育てられたと。日本一大量の水、そして

日本一大量かつ多様な土から生まれたのが新潟だと思っております。

昔は、腰まで、あるいは胸まで漬かって農作業をするという、大変過酷な農作業が続けられた地域です。こ

の映像を見た司馬遼太郎さんは「地域によっては、農業というものは死に物狂いの労働だ」と評されてお

ります。それが今、先人たちの水と土との闘いにより、美田に変わったということで、私どもはこの「水と

土の王国」新潟をこれからさらに磨きをかけていきたいと思っております。

このような水の都、昔は町中に堀が張り巡らされておりましたので、水の都ということが一目瞭然でした。

それが残念ながら、地盤沈下と高度成長時代、車社会が到来したということで、当時の新潟は堀を埋める

という選択をいたしました。このように今、通りは無機質な、どこにでもあるようなものになっておりま

すが、しかし新潟を一つ掘り起こすと、まだまだ素晴らしい港町文化、そして水と土の文化があります。

それを大いに掘り起こそうということで、今、四つの方向性の下で取組を進めております。まずは地域の

歴史を踏まえましょうと。われわれが大変、水と土のすごい暮らし文化を持っているということを市民が認

識をもう一度していこうということです。斎藤喜十郎家という豪商の家を、今は新潟市が取得いたしました。

二つ目の方向性として、新潟は、多様な文化、人を受け入れて、発展をしてきた町です。今年の1月末には、

フランスのナント市と姉妹提携をいたしました。こちらで「ラ・マシン」の、巨大なクモをおつくりになっ

たのがナント市の芸能・芸術集団の方ですし、また「ラ・フォル・ジュルネ」を生み出したという、大変世界

でも創造都市のトップを走る町ではないかと思っておりますが、こういう町と姉妹提携をしたことを機

に、さらに新潟も文化創造の道に進んでいきたいと思っております。今年の2月には、ナント、金沢市さん

の姉妹都市であるフランスのナンシー市、そしてここにいらっしゃる横浜、金沢、さらに仙台、豊島区、高

松市の方々にお集まりいただいて、「日仏都市文化対話」という会議も開くことができました。

そして三つ目の方向性ですが、都市の価値を磨き、高め、歴史を重ねる、強い資源を生かすということを、

もう一度われわれは着目をしたいと思っております。新潟の強い資源とは何かということですが、今まで

マイナスに思われていたものが本当は強い資源ではないか、その一つは日本海ということです。今、東ア

ジアの時代が始まった中で、本州日本海側にしっかりとした拠点都市をつくるということが重要だと

思っております。

二つ目が田園です。新潟は、2007年に本州日本海側で唯一の政令指定都市になったわけですが、新潟の政

令市は、これまでの先輩の政令指定都市とはどうもだいぶタイプが違うようだと。例えば食料自給率です

が、先輩の政令指定都市で食料自給率が最も高かったのは仙台市で、8％という数字です。新潟市はこれ

に比べて、63％という自給率を持つということで、こういう田園の持つ力、そして食料自給ということは

安心・安全の土台の最大のものでありますので、こういう田園資源を生かしていきたい。ゆったり感のあ
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る政令指定都市をつくっていきたいと思っております。

そして、三つ目の特徴は、地域のきずな、コミュニティの力が強いということです。これについても、例え

ば自治会加入率が政令指定都市の中でナンバーワンに高いとか、いろいろな数字がありますけれども、今

これをさらにコミュニティ力を付けようということで、新潟市域全域に97のコミュニティ協議会をつ

くっていただき、ここが地域をつくっていく中心になるということで、活動を始めてくださっています。

四つ目の方向性は、人を育てるということですが、ここでも私どもは地域の教育力に期待をしております。

学校から言えば、学校を地域に開いて、地域から支援される学校をつくるということで取組を進めており

ます。地域の側から言えば、学校がもう一度コミュニティの本当の拠点になるという取組です。今、多くの

学校にコミュニティ室というものができ、地域の方が日常的に学校に入って、子どもたちのことを見守り、

そして地域の方が学校を支援する。例えば、自分たちの体験を子どもたちに話をするという場をつくって

おります。

［02］このように、創造的な都市になろうということで新潟市は歩み始めたわけですが、そのためにはま

ず、市役所が創造的な市役所に変わらなければならないと思っております。お役所はやはり縦割りが大変

好きなのですけれども、アンチ縦割り、総合性を重視するということです。「お互いの部、ほかの部には口

を出さない」というようなことを言っていたのでは、創造的な市役所にはなれない。領空侵犯は当たり前

だ、まちづくりについても、都市計画屋にだけ任せていたのではいい町はつくれないと思っております。

例えば、環境の視点で都市計画を考える、福祉の視点で都市計画を考えるという総合性が重要だと思って

おります。アイデンティティ、個性へのこだわりと、新潟はそれを水と土に求めることにいたしました。

また寛容性、他者から学ぶという姿勢が重要だと思います。新潟は特に、日本海という中で、中国の東北部

あるいは北朝鮮など、日本と違う価値をお持ちの国と海を挟んで接しているということですので、こうい

う部分を重視していきたいと思います。また、行政が行政だけで何かできると思ったのでは、町は良くな

らない。これからは地域の方、民間、NPOなどとの連携・協働が重要だということで、先ほどのコミュニ

ティなどとの連携を強めております。

それから、タコつぼに入る市役所職員が割と多いのです。タコつぼが悪いのではなくて、タコつぼに入る

タコが悪いのだということで、われわれは職員に「タコつぼから出なさい、素のタコになって自由に生き

なさい」というようなことを促しております。そして、いろいろな人が集まる場、例えば新潟発の取組です

が、地域の茶の間、いろいろな方の居場所、井戸端会議のようなものがいろいろなところでできるといい

なと思っております。

そして大事なのは、独り善がりはやめるということです。「新潟市は結構いい。新潟市役所は頑張ってい

る」と、そんなことを自分たちで言い合っていても、何も前進しない。自己評価をきちんとし、他者評価を

入れるということで、われわれはISOももちろんですけれども、いろいろなランキングを結構重視してお

ります。そういう中で新潟市は、日経新聞さんによる行政革新度調査で全国で第4位というような評価も

得ることができるようになってきました。こういうものをさらに創造的な都市づくりに生かしていきた

いと思っております。

［03］新潟は開港150周年を2019年に迎えるということになります。この2019年に向けて、新潟が港町

の歴史文化、水と土の歴史文化にさらに磨きをかけて、新潟の文化創造をやっていきたいと思っておりま

す。そのためのキックオフ・イベントとして、今、「水と土の芸術祭」というものを開催しております。［04］

これは2000年に越後妻有、十日町と津南町ですけれども、そこで「大地の芸術祭」というものが開催され、

今年度も開催をされております。これは北川フラムが総合ディレクターを務めているわけですが、水と土

の芸術祭も北川フラムにディレクターを担当してもらっております。

新潟が失ってしまった水の記憶、土のにおいを、アートによってもう一度呼び起こしていこう。そして新

潟の歴史と文化をアートによって掘り起こして、81万都市のアイデンティティを水と土に求めるという

ことを、この芸術祭を通して、市民の大勢が新潟の水と土の暮らし、文化の素晴らしさを確認し、またこの

水と土の文化を国内外に発信するキックオフ・イベントにしたいと思っております。開催期間は12月末

までと大変長いので、ぜひ皆さま方から新潟においでいただき、新潟の水と土の文化を確認いただきたい

と思います。

この巨大な鳥かごのようなものは台湾の王文志さんの作品で、毎日1000人程度の人がここを訪れて、快

適な空間を楽しんでおります。
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こういう形で新潟、今までにないタイプの政令指定都市をつくっていくという取組を、文化創造の名も冠

してやっていきたいと思っております。大変ありがとうございました。

（北沢）ありがとうございました。タコつぼの話は、ヨーロッパから来たお二人には分かりにくかったかも

しれません。タコを捕るときにタコの習性を利用して、つぼに入りたがるのですね。入ってしまったら、捕

られてしまうわけです。そういうタコつぼのような性格がどうもお役人さんにはあるというご指摘で、や

はり創造都市を進める、あるいはこれからの新しい都市のビジョンを考える際に、今までのような行政の

縦割りの中ではなかなかうまくいかない。これは先ほどリンさんも指摘されましたし、共通の課題かなと

思います。

これはちょうどいい質問なので、横浜市長になりたてで恐縮なのですが、林市長に、今の篠田市長の話も

含めて、感想やご意見をいただければと思いますので、どうぞ。

（林）あらためまして皆さま、こんにちは。林でございます。今日で公務に就きまして6日目でして、さすが

に私も四十数年働いてまいりまして、最後11年間は経営者ですけれども、まだ1週間ではあまり見えませ

んので、お許しいただきたいと思います。

ただ、このパネルに参加させていただいて本当に良かったと思っております。各市の大変な特徴があって、

それで恐らく、よく財政の話が出てきますが、それぞれやはりいろいろな問題を抱えていらっしゃると思

いますが、ものすごく皆さまのお話がポジティブだし、持っていらっしゃる地域の財産を精いっぱいに生

かされている。今、私が感じていることは、横浜市は市民の皆さまやコミュニティの方がすごく力がおあ

りなのです。ただ、それに対してまだ行政のご支援する力が足りないということをすごく感じております

ので、そこを力強く推進してまいります。

それから、クリエイティブシティというのはすごく大事で、創造産業という、つまり今までの私が身を置

いていた世界というのは、割合伝統的な仕事をずっと続けていたり、経済合理性の中で割と一辺倒にやっ

ておりますが、こういう芸術や文化というのは、何かが企業の中で起きますと、最初に切り捨てられてし

まうところなのです。研修もそうです。昔は、大変お金があるころは、企業の冠を付けて大きな音楽祭を

やったりしていますけれども、景気が悪くなると全くそれがなくなってしまう。ですからこういうことは、

非常に志を高く、お金をかけなくてもずっと持続的にやっていかなくてはいけない。それには市民の皆さ

まとご一緒にやらなくてはいけないというのを、またあらためて強く感じました。

それと、創造都市とは言いながら、いろいろな取組をしていますが、きっともっとすごい技術や芸術が横

浜市の中に埋もれているので、それを掘り起こしたいなと思います。以上です。

（北沢）ありがとうございます。今、篠田市長あるいは林市長がおっしゃいましたけれども、やはり資源と

いうものは、まだまだ掘り起こされていないものが眠っているかもしれませんし、それからコミュニティ

の力というのも、ある意味伝統的な地縁的なコミュニティだけではなくて、さらに広いコミュニティの力

が恐らく資源になるのではないかと、その二つのご指摘を両市長からいただきました。

最後になりましたが、ホストであります横浜市から金田副市長に、横浜市のクリエイティブシティの取組

について、あるいは今後の展開について、お話をいただきたいと思います。

アーバンデザイン＋クリエイティブシティ、その展望

金田　孝之（横浜市副市長）

横浜は、1859年の開港でまちが始まったわけですけれども、その後さまざまな事業を経て、みなとみらい

21地区という、横浜で一番有名な事業を経て、最近の一番新しい事業では、今年、日産自動車のビルが完

成して移行してきたという状況です。横浜はこのように大規模事業が有名ではありますが、横浜のまちづ

くりの2本の柱のうち1本は、ニュータウンなどの大きな事業ですけれども、もう1本は実は都市デザイン

なのです。横浜の都市デザインというのは、本当に数人のデザイナーから、本当に貧乏な時代から始まっ

たという、大変素晴らしい事業です。
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横浜の都市デザインとして、どのようなことをやってきたか、具体的に申しますと、まず、プロムナード、

広場をつくるというところから始まっております。歩道に埋め込んだ絵タイルであるとか、それから案内

板、こういうものが今、文化・芸術の活動の拠点にもなっております。また、街並みの演出ということで、横

浜ではいろいろな商店街がありますが、例えば、馬車道では車道を縮めて歩道を広げ、れんがタイルある

いはガス灯をつくっていくということをやっております。また、横浜の中にはいろいろな広い空間があり

ますが、公共空間を活用するということで、オープンカフェなどを利用して、にぎやかな通りの空間演出

を行っています。［01－02］

さらに横浜は、国際会議をかなり前にもやっています。ちょうど20年ぐらい前になるかもしれませんが、

1990年に開催した「バルセロナ＆ヨコハマシティ・クリエーション」ということで、都市の創造性をテー

マに、アーティストによる実験的な事業など、デザイン都市横浜に向けて、今と同じような議論を既に

行っております。［03］

次に、クリエイティブシティ・ヨコハマについて、少し話したいと思います。横浜では長い間、都市デザイ

ン活動を行ってきました。横浜には個性的で魅力ある都市景観や都市資源があるわけですが、今後は人口

が減少していきます。そして経済成長も期待できない時代になります。こうした時代にこそ、横浜が都市

の自立と持続的な成長をやっていくということ、そして横浜の新しい価値や魅力を高めて、それを発信し

ていくことが大変重要になってきています。

クリエイティブシティの目標は、一つはアーティスト・クリエーターが住みたくなるような創造環境をつ

くっていくこと。創造産業の集積による経済活性化。さまざまな魅力ある地域資源を活用していく。そし

て、市民が主導する文化芸術創造都市づくり。この四つを挙げております。

そのための具体的な五つのプロジェクトを紹介したいと思います。一つ目のプロジェクトとしての「ナ

ショナルアートパーク構想」では、都心臨海部に六つの拠点地区があります。［04］そして三つの重点的な

取組を行うことによって、文化芸術に代表されるような、創造的な活動の積極的な誘導を行ってきています。

その拠点地区の一つが、山下ふ頭です。山下ふ頭では「横浜トリエンナーレ2005」の開催をきっかけとして、

西側の方から段階的に空間特性を生かしまして、創造産業や学生キャンパスなどの集積を検討しております。

それから、象の鼻・大さん橋地区では、横浜港発祥の地である象の鼻パークの中に、創造界隈拠点の「象の

鼻テラス」を整備し、文化観光交流拠点として、文化芸術の展示・公演などを行っています。

［05］二つ目のプロジェクトとして「創造界隈の形成」があり、歴史的建造物、倉庫、空きオフィスなどの地

域資源を転用して、アーティストやクリエーターなどが創作発表、あるいは滞在する創造界隈の形成を

図っています。日本大通りなど四つの地区があります。こういうところでまちの活性化を図っていきたい

と思っております。

現在、創造界隈モデル地区を今つくっておりまして、初黄・日ノ出町地区という、かつてイリーガルな特殊

飲食店が最盛期で250軒あった地区で、地域住民、警察、行政、企業、大学等が一体となり、全く新しいまち

づくり活動を実施しております。地元のNPO活動を通じて、高架下を文化芸術スタジオとして、アーティ

ストやクリエーターに貸したり、あるいは元特殊飲食店を若い人の起業、あるいはアーティストが創作の

場にすることで、にぎわいを創出して、地域の再生を目指していきたいと思っています。非常に勇気と努

力の要る事業であると思っています。

三つ目のプロジェクトは「映像文化都市」ですが、ここでは東京芸術大学大学院の映像研究科というのが

新しくできることをきっかけにして、これを誘致すると同時に、映像・コンテンツの制作企業誘致を実現

して、横浜から映像文化の発信をしようとするものです。今年度は「ヨコハマ国際映画祭2009」を10月31

日から開催します。

そして、四つ目のプロジェクトは「横浜トリエンナーレ」ですけれども、「横浜トリエンナーレ」は日本にお

ける最大級の国際現代美術展です。3年に1回開催しておりまして、昨年のトリエンナーレでは1500名を

超えるボランティアの方が運営補助、あるいはアーティストの作品制作補助ということで参加していま

す。このトリエンナーレも市民との協働による横浜らしい文化芸術活動の展開ということで、大変特色の

あるものになっております。今後ともそうした方向で進めていきたいと思っています。

五つ目のプロジェクトは「創造の担い手育成」で、文化芸術組織の実現のため、新進アーティストを育成す

ると同時に、さまざまな創造的活動を担う幅広い人材を育成し、アートNPOなどの中間支援機能の強化

を図っています。
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横浜は今年でちょうど開港150周年ですけれども、この節目に当たりまして、さらに飛躍する新たなまち

づくりを進めるために、横浜市では新たな創造都市の展開を今、検討しているところです。一つは、成長の

時代から縮小の時代といいますか、ほとんど成長は望めない時代に向かっていくわけですが、社会はより

コンパクトな経済と循環型の世界、そして市民自治が求められています。こういう時代だからこそ、この

国際会議でも議論してきたような、創造都市の新たなる展開を横浜から提案して、実践していかなければ

ならないと考えています。こういうことについて市民と一緒になって議論すると同時に、横浜が提案をし

て、実践していくということが、非常に重要だと思っております。

また、横浜では、文化芸術、まちづくり、産業支援のバランスの取れた展開をさらに進め、地域資源を生か

した魅力あるまちづくりを進めていきたいと思っています。開港の地である関内・関外地区の再生も大変

大きな課題になっています。創造性によって都心部の再生を図っていきたいと思っており、先ほどは初

黄・日ノ出町地区に触れましたが、このほかにも関内地区の小規模なオフィスをリノベーションして、地

域資源を最大限活用した都市再生を進めようとしています。

同時に、創造性を持った人々、若い人も年配の方も、いろいろな方がいますが、創造性を持った人々がチャ

ンスを持てる都市として、映像やクリエイティブなどで起業する、そして発展することができるというま

ちづくりを進めていきたいと思っています。

そして、クリエイティブシティ・ヨコハマを世界に発信していきたいと思っています。世界、特にアジアの

主な都市に、創造界隈の新しい展開の仕方を提案するとともに、行政だけでなくNPOや市民などさまざ

まなレベルでのアーティスト・クリエーターの交流が必要ではないかと考えています。

そして、先ほどから議論になっていますが、市民やNPOとの協働というのは大変重要で、横浜の特徴であ

るトリエンナーレのサポーターなど、市民と連携いたしまして、市民一人ひとりが創造的になることを目

指して、子どもたちの育成や市民の活動支援を行っていきたいと思っています。

また、横浜市内は幾つも大学がありますが、複数の大学が連携して研究する体制づくりを進め、都心臨海

部のグランドデザインや各地域のエリアマネジメントなどをテーマにした大学連携型の研究や提案を支

援していきたいと思います。

さらに、先ほど少し議論になりましたが、今後、人口減少の中で最も大きな課題になっていくのは郊外部

の問題です。創造都市の取組を、都心部だけでなく郊外部でどのように展開をしていくかが大きな課題に

なっています。コミュニティの再生、協働、地域運営を進めるとともに、コンパクトな都市づくりを進める

必要があります。郊外部における市民の活動は大変素晴らしいもので、市民の方と一緒になって、この力

を生かして、郊外部の空き店舗や廃校などを活用して、文化芸術による地域再生を目指し、郊外部のまち

づくりのモデル的な展開を図っていきたいと思います。

それから、インナーハーバー構想について既に議論されていますが、50年後の横浜の姿を指し示すとい

うことで、都市臨海部についてお話をしたいと思います。都心部は大変広大な水域を有していると同時に、

その水域を囲んだ陸地があるということで、これは世界的に見てもあまり例がない地形です。将来、水辺

の暮らしということが横浜都心臨海部の大きな特徴になっていくと思います。そこで横浜では、既存のス

トックを活用し、横浜だからこそできる都市文化を創造していくことが必要になってくると思います。さ

らには、最先端のいろいろな技術手法を使って、地球環境に配慮した全く新しい都市づくりというものに

知恵を絞っていきたいと思っています。

その骨子案を今年の6月に公表しました。［06－07］これは五つの大学の連携である「大学まちづくりコ

ンソーシアム横浜」で検討を進めたのですが、その骨子案では、四つの目標を定めています。水辺での居住

やコミュニティ再生など、多様な人々が暮らす生活。そして、研究や働く場、交流する場などを創出する、

働き、学び、交流する活動。地球環境に対応して、豊かな生活を支える環境。それらを支える移動手段の確

保として、自由な活動を支える移動、の四つを考えております。今後は、いろいろな方の意見を聞きながら、

年度内に長期的ビジョンを取りまとめたいと考えています。

横浜市としては、これまでお話しした事業を通じて、新たな創造都市の可能性を指し示すとともに、海外

の都市との人材交流、創造界隈地区を中心としたネットワークを形成し、世界における創造都市の推進に

対して役割を務めてきていきたいと思っています。さまざまなレベルで、NPO、市民を含めていろいろな

交流をしていくことは大変重要になってきておりますので、今後とも皆さまと一緒に創造都市の取組を

進めていくことを、あらためて表明させていただきます。どうもありがとうございました。
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第2部

パネルディスカッション

（北沢）ありがとうございました。横浜市で今進んでいるプロジェクト、または今後の展望、特にインナー

ハーバー、あるいは郊外部の地域づくりに創造都市という発想が展開していくのだという、非常に力強い

メッセージを頂きました。

さて、少し絞って議論をしたいと思います。

特に、創造都市フランクフルト、あるいはリヨンのお話の中に、創造産業というところをかなり注目して

お話しいただきましたが、しかし、これらは独立してあるものではないということです。さまざまな物事

の関係、ほかの産業との関係、あるいは居住、生活環境との関係、非常に幅広い関係を持っております。リ

ヨン市の方は確か「カタリスト」という言い方をされておりました。多分、創造性がいろいろなものをつな

いでいく、媒介になっていくのだろう。これは日本の都市の報告の中にも、皆さんにあった話ではないか

と思います。ですから、創造産業あるいはクリエーターだけが何かエンジンになっていくわけではなくて、

これが一つの触媒になって、ほかの活動も活性化していくのだということが一つの共通項かと思います。

もう一つ、都市の固有性というものをかなり皆さん主張されました。グローバルな経済の中にあっても、

やはりその固有な文化、固有な産業、固有な生き方というものがあるのではないか。この二つについては

かなり共通なところがあったと思いますし、本来少しディスカッションをしたいところですが、私から質

問させていただきたいのです。特にヨーロッパから来られたお二人に対しては、今日は産業ということに

かなり絞ってお話しいただいたのですが、これは市民との関係ですよね。市民にとっては、どういうふう

に貢献するのだろうか、あるいは、それをどう説明しているのだろうかという、当然、行政・政府ですから、

こういうクリエイティブ産業なり、クリエーターに投資をするということに対する説明は市民に十分さ

れていると思うのですが、その辺の市民の共感、その辺りがどうなっているのかということについて、お

二人からまず、ご意見をお伺いしたいと思います。

最初にローランさんの方からお話をいただいてよろしいですか。

（トロンタン）景気がこういう状況ですから、市民を創造産業と経済の中心に置いて考えなくてはなりま

せん。さまざまなグループの議論や話し合いが必要だと思います。企業、クリエーター、創造産業の代表と

市民が話し合う機会を多く持ち、クリエーターや創造産業の企業の活動を理解をしてもらい、将来のサー

ビスや製品が創造産業から生まれるはずだと納得してもらうということです。

（北沢）やはり図式的に考えますと、産業あるいは文化芸術というもの、この二つの極を考えやすいのです

ね。やはりそこに市民というものを中心に置いて、市民のためにどういう産業の形があり得るかというよ

うなことをきちんと説明するのだということだと思いました。

もう一方、フォルカー・シュタイン副市長にも同じ質問にお答えいただきたいと思うのですが。

（シュタイン）フランクフルトは昔から銀行や物流の拠点となる都市でしたが、1995年頃から、クリエイ

ティブ産業というものが誕生し始めました。ちょうどその頃、Museumsufer（博物館堤）と呼ばれるマイ

ン川沿いのエリアに多くの美術館がオープンしていたのです。つまり、アートによってこれまで以上に文

化的で快適な雰囲気というか環境ができて、新しいクリエイティブ産業が育つ土壌になったということ

だと思います。

人々は、伝統的なやり方がすべてではない、ということを認識するようになったと思います。クリエイ

ティブ産業というのも、国や市が主導したことではなく、自然発生的に市民側から出てきた動きです。お

そらく、このような形で社会が動いていくのではないでしょうか。つまり、これまでのように組合や教会

など大きな組織が影響力を発揮するのではなく、個人が、それも個別に、創造力を発揮するというのが基

本になるのではないかと考えています。

だからこそ、フランクフルトに大きなチャンスがあると思っています。国際性、大きな国際空港もある、そ

して出入りが簡単である開放性、このような要素から考えても、フランクフルトにはクリエイティブな産

業が育つ良い土壌があると思っております。

224



（北沢）ありがとうございます。やはり、そのベースにあるコミュニティの力というのがかなり大きいのと

いうことです。あるいは今も話に出ましたマイン川の沿岸地域というのは、20～30年前の話ですけれど

も30くらい小さな博物館をつくられた。そういうベースがあって、市民の中に新しいものを受け入れる

という気風なり、コミュニティというのが出来上がってきたのだということだと思います。非常に示唆に

富んだご指摘だと思いました。ありがとうございました。

もう一つの質問ですが、特に今、コミュニティという話が出ました。別に創造都市という考え方だけでは

なくて、やはり市民の生活の質をこれからどちらに向かって高めていくのかというのは非常に大きな課

題だと思うのです。もちろん市民も含めた新しい創造力というものがそういう道を切り開いていくのだ

というのは、今のフォルカーさんのご意見だと思いますが、何か少し今までと違う方向性が見えてきてい

るのかなという気もします。われわれが、あるいは自治体、行政側の人たちが今日は多いわけですが、どう

いう市民生活の質の確保を図らなければいけないのか、少し抽象的ですが、例を挙げてお話をいただけれ

ばと思います。

最初に台北市のリンさんから、お話しいただければありがたいです。

（リン）まずは、どうしてクリエイティブエコノミーというものを考えていかなければならないかという

ことについて、お話をしたいと思います。今後、こういった面での発展を考えるために、やはり都市自身の

競争力を高めていくということ、それから都市自身の成長力を高めていくということの、両方を考えてい

かなければならないと思います。このようなことを図るためには、やはり素晴らしい人材、それから資金

をどんどん引き寄せる必要があります。この背景となるものが開放的な環境、それから包容力のある環境、

そういった市民というものも必要だと思います。

ですから、私ども政府としては、さまざまな制度を設計するということを通して、制度それから方法自体

もオープンなものにしていかなければならないと考えております。そういったことにより、さまざまな分

野における各専門家、それからクリエーター、市民の皆さま方同士の交流も図れると考えています。この

ような基礎の下で、こういった方たちの活動をする空間というものをつくっていかなければならないと

思います。これは各分野というものを越えたものであると思います。

ここで三つのPというものを提起したいと思います。パートナーシップ、プロフェッショナル、要するに

専門的な人がそれにかかわっていかなければならないということ、それからもう一つが、パティシペー

ション（参加）です。これら三つのPをエンジンとして、そのことによって市民、クリエイティブ産業がお

互いの交流を深めることができると思います。実際にこういったものが専門家のところにだけとどまる

のではなく、市民の中にも深く浸透していけるようになると思います。

（北沢）ありがとうございます。そのオープンな姿勢というのは専門家もそうでしょうし、市民の側にも必

要だと、あるいはこれを運営していく行政の側にもやはり非常に重要なキーワードであるということで

す。そこにPPPという、お互いの協力関係が生まれて、新しいステップにわれわれは進んでいけるという

ことです。そのPPPの原点にも、この創造性というキーワードがなり得るというご指摘かと思います。

それでは次に、日本のお二人にお話を伺いたいと思います。まず、今のPPPの話です。篠田市長、いわゆる

公・民で、最近僕は「学」も入れてほしいと思っているのですが、公・民・学の連携というのは日本でもかな

り大きな課題かなと思うのですが、どのように取り組んでいったらいいかということについて少し、一般

論でも結構ですので、お話しいただければと思います。

（篠田）私ども首長の大きな目標とは何かというと、やはり市民を豊かにするということです。しかし、今、

経済的に豊かにするということが難しくなってきています。そういう中で、われわれは暮らしを豊かにす

るということがもっとできるのではないか。それが一つ、やはり芸術文化というのはそこの部分に大きく

かかわってくることだろうと思います。芸術文化というのは、今日楽しく生き、明日を豊かにする、そうい

うものが芸術文化であって、必ずしも美術館があるかないかとか、美術品の多さにかかわることではない

と思っております。

もう一つ、われわれ地方都市にいる立場としては、地方にいると、地域を楽しむということが割と大都市
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よりしやすいのではないかと思います。その地域を楽しむというところに、地域経営に参画するというと

ころまでやれる、あるいはやる気のある市民の方が相当多くなってきています。それを私どもは、個人と

いう、クリエーターも必要なのでしょうけれども、コミュニティ協議会というもので地域にもっとかか

わってもらえませんかとお誘いしています。「水と土の芸術祭」も、今一番やってもらいたいのは、この水

と土の文化王国の街歩きをしていただくということで、こういうものが地域を楽しむ、そしてそれが地域

に住んでいる暮らしを豊かにして、やはり生きがいというのがずっと言われていますけれども、ここで死

んで悔いがないというような地域づくりがこれから求められていくのではないかと思っています。

（北沢）楽しめる地域ということですね。自ら地域をつくることも非常に楽しめることでしょうし、先ほど

市長から「政令指定都市の中では、一番ゆったり時間が流れる都市にする」という新しい指標も出してい

ただきましたので、われわれはどうしても、東京近辺は時間が速いのですね。ですからわれわれは何か損

しているような気がして、どうも仕方がないのです。

金沢でも先ほど、しぐさとか手仕事とか、やはり日本の持っている伝統的な価値観というのですか、実際

の物ではなくて、そういう価値観自体も掘り起こしていこうという話をされていましたので、そこも含め

て、市民の豊かさということについて触れていただければと思うのですが。

（森）日本人の暮らしを見ていますと、高度成長とか資本主義とかいう中で、すべてをお金や資産の価値に

結びつけて、value for moneyとか、割引現在価値とかいうことに換算して社会が回ってきたのではない

かという感じがします。人々の意識もそれを前提にして、自分の物的な欲求を満たすために活動するのだ

という傾向にあったわけで、それを一気に時計の針を逆転させるというようなことはなかなかできない

でしょう。息の長い取組が要るのかなと思いますが、金沢の場合には幸いなことに、市民が文化的、社会的

な欲求というのをずっと持ってきたのではないかと思います。

それを少しだけ後押しするという取組の中で、市も頑張ってきたわけでして、例えばまちづくり、歴史文

化を学ぶために公民館でセミナーを実施したり、ボランティアを養成するような学校をつくって、そう

いった方たちが観光ボランティアに成長していただいて、コア人材になっている。あるいは、大学との交

流という点で言いますと、学生を取り込んで、高齢者世帯を対象にした雪かきをやってもらったり、その

ようなことがうまく育ってきたのかなと思っております。そういったことを引き続き、続けていく必要が

あるという認識をしております。

（北沢）ありがとうございます。それでは林市長にも、市民の豊かさについて、横浜ではどういうことを考

えていったらいいかコメントしていただきたいと思います。

（林）今、創造都市ということで、特に歴史的建造物等々があった、「旧市街地」という言い方をしてよろし

いのでしょうか、そういうことを開発の中心にしてやっておりますが、先ほど金田副市長から出ておりま

した郊外の問題があります。私は選挙戦中18区をずっと駆け巡りましたが、さすがに367万人もお住ま

いのところですから、歴史文化が全く違うのです。そうしますと、クリエイティブシティということを掲

げることはすごく大切なのだけれども、やはりこれから市民の皆さまの豊かな暮らしということになる

と、環境、福祉、子育てというのがすごく大切なのだと思います。その生活のベースをきっちり整えなくて

はいけないと思っています。

ここはもうさまざまな問題がありますから、これに取り組まないと、芸術創造産業もやらなくてはいけな

いのですが、身近な生活の中でご不便やご不満があれば、ご賛同いただけないし、別の世界になってしま

う可能性があると思いますから、そこにも政策の重点を置いていきたいと思っています。

それから、われわれ行政でできるのはオープンスペースです。これをきちんとつくっていって、ここは市

民の皆さまが交流の場として非常に自由な空間になる。今、私が一番大事だと思っているのは、子どもた

ちが芝生を素足で歩けて、そこに水場があるような空間です。それが実は、郊外であっても開発されてい

るニュータウンでは割と少ないのです。だから、そういうものをつくっていくということがすごく大事だ

と思います。

ともかく、今さまざまなことをおっしゃいましたけれども、日々の生活を楽しむということを本当にしっ
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かりと考えて、それにはやはり市民の皆さまのお声をよく聞いて、市政を進めていくことがすごく大事だ

と思っています。

（北沢）ありがとうございます。当面の緊急の課題でもあります福祉あるいは子育てという問題も、地域の

ある種の創造力の問題だと思うのです。国がつくったシステムに乗っかっていればいいというわけでも

ないと思いますので、やはり地域なりの解き方というのが、何かそこに市民の今度はクリエイティビティ

というのが出てくるような気もいたします。

（林）一点、言い足りないことがございました。まず、18の区役所にもっと権限委譲させていただく。地域

自治を徹底してやっていって、一番市民の皆さまに近いところですから、そこをやりたいと思います。

（北沢）とにかく横浜は大都市ですから、都市の中での分権、都市内分権をさらに進めていこうということ

だと思いますので、またこれはどこかで議論ができればと思います。

それでは、時間がだいぶなくなってきてしまって、本当はもう一つ論点がありまして、せっかくこういう

形で各都市の首脳部が集まった中で、やはり今後、実質的な交流というのをぜひ進めていきたいと考えて

おります。それについて、まずホスト側の金田副市長からコメントをいただきたいと思います。

（金田）創造性というのはどこから出てくるかということで、もちろん専門的なバックグラウンドを持っ

ている人もいますが、創造性を評価する、あるいは創造的なものを実際に日々の生活の中で使っていくと

いうのは、実は市民でありまして、市民の総合的な力を抜きに創造性というのは立ち行かないわけです。

そこのところが非常に重要で、それはどこの国や都市でも同じですから、市民間がどういうふうに交流し

ていくかという非常に大きな問題もありますし、現実ではモビリティや通信を含めて、コミュニケーショ

ンをするということは、極めて非常に必要になっておりますので、国内もありますし、国際間もあります。

それをもっと豊かに、日常のものとしてやっていけるようになるということは大変重要ではないかと

思っております。

金沢を見ますと、創造性というものが、専門家だけではなくて町全体、それから、それを楽しむ市民と一体

となっているところを見て、本当に金沢に行ったら、いつもうらやましいなと思っておりますので、そう

いう都市とぜひ交流していきたいと思っております。

（北沢）ありがとうございます。先ほど始まる前に打ち合わせをする中で、EUというのはもちろんもう国

境がだいぶ薄れてきましたが、都市間の交流というのは非常に盛んに行われて、クリエイティブシティと

いうテーマをもとにしてだけでも、各都市の首脳が集まる機会はたくさんあるそうです。先日もそういう

パネルが一つできて、議論されたのだというご紹介をいただきました。EUでの先進的な都市間交流につ

いて、ローランさんに、コメントいただきたいと思うのですが。

（トロンタン）ヨーロッパの都市間交流についてですが、リヨン市も都市交流にきわめて積極的です。市だ

けが行っているわけではなく、都市交流を進めようといろいろな組織や団体もできています。ヨーロッパ

内だけを考えれば、何世紀も前から歴史的に関係の深い都市というのもありますし、そういう背景があれ

ば経済問題も話しやすいということもあります。いずれにしても都市の交流をベースにした事業やプロ

ジェクトはたくさんあります。また、特に企業の場合ですが、ヨーロッパ各地にそれぞれ独自のネット

ワークを持っていることが多く、いろいろな都市が自然に巻き込まれていく傾向が指摘できると思います。

（北沢）先ほど篠田市長からも、やはり東アジア圏域というのは今後非常に重要になるというお話をされ

ていました。EUの中でも私が注目しているのは、地中海沿岸諸都市のアライアンスの活動です。それと同

じようなと言うと語弊がありますが、海をちょうど囲んだ東アジア地域は、もともと古い歴史のある交流

をしていた地域でもあります。先ほどの金田副市長の話もありましたが、ぜひ実質的な交流、これは何も

自治体、政府に限らず、NPO、市民レベルでのさまざまな創造的な発想・行動というものを交換していく

ということが、われわれにとっても非常に価値があるのではないかという気が、今日のパネルディスカッ
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ションを通じてもいたしました。

さらに創造力、クリエイティブシティ、あるいはクリエイティブインダストリーというのが少し定式化さ

れつつあるように見えるのですが、そうではなくて、やはりいろいろなものをつないでいく要素だという

ことが非常にはっきり鮮明になったと思うのです。もちろんこれは新しい産業の芽にもなりますし、都市

の牽引力にもなるでしょう。あるいは市民の活性化にも役に立つでしょう。でも、これは一つの媒介なの

だということをわれわれは非常に深く認識をしなければいけません。それによって、もっと多くのものを

得ることができると思います。コミュニティの再生もそうですし、それぞれの都市の個性、あるいは個性

ある産業というものも取り戻せるでしょうし、あるいは適切なガバナンス、統治の仕方というのもそれぞ

れの都市に合ったものになってくるのではないかと思います。

そういういろいろな要素が一緒になって議論をするテーブルを「クリエイティブシティ」というキーワー

ドが提供してくれるのではないか。クリエイティブシティ自体が目的化されるのではなくて、そこにいろ

いろな人が乗りやすいテーブルなのだと、私は見ることができました。

勝手なまとめでしたが、今後の東アジア地域での都市間交流、あるいは東アジア地域とヨーロッパ圏の交

流というものをさらに進めていきたいということが皆さんの期待でもあったと、整理をさせていただき

ます。パネルディスカッションをこれで終わりにしたいと思います。パネリストの皆さんにもう一度、盛

大な拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。
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全体会の趣旨説明

（鈴木）皆さん、こんにちは。会議の、最後の取りまとめのセッションを迎えました。この会議では、まず第

1日目にピーター・ホール教授の基調講演と、基調講演を受けたパネルディスカッション1が行われまし

た。パネルディスカッションでは、創造都市という概念がどのように発生してきたか、あるいは都市のイ

ノベーション、産業のイノベーションがどのように進展してきたか、それらがどう都市を変えてきたかと

いうような、お話で口火を切っていただきました。その後、日本を取り巻く状況、それからアジアの状況に

ついて、さまざまなご提案、ご意見をいただきました。その中身について詳しく振り返ることはいたしま

せんが、おおむね市民にとって創造都市とは、あるいは市民と創造性の問題、地域コミュニティの再生、創

造性のある人材をどう育成していくか、日本の文化をどう見て、それをいかに再評価していくか、さらに

国際交流の必要性やそれらの揺りかごになる都市のつくられ方、現代都市が失ったものをどう取り戻し

ていくのか等という点が指摘されたように思います。

この全体のパネルディスカッションのご意見を受けて、二日目の分科会では、六つのテーマを基にさまざ

まな議論が行われました。最後の取りまとめとなる本セッションでは、まずそれぞれの分科会についての

報告をいただきます。その後、議論された内容をクロスオーバーさせながら、今後の創造都市の進むべき

方向性、あるいは、2004年より創造都市の取組を進めている横浜において、今後どういう取組をなしてい

くべきか、といった点を中心に議論を進めたいと考えております。

早速ではありますが、それぞれの分科会からの報告をいただきたいと思います。

各分科会報告

（松尾）最初にセッションⅠ－1「学びのカタチを創造する」について、松尾子水樹からご報告させていた

だきます。

分科会では、芸術が果たす教育的な意義を考えることを目的に、地域や学校で文化資源の創造的活用がで

きる社会を目指して、楽しく豊かで満足がいくような学びの形について、実践している方たちをパネリス

トとしてお呼びして、お話を伺いました。

第1部プレゼンテーションでは、4人の方に事例を発表していただきました。最初はユネスコ学際的芸術

研究所のリンディ・ジュベール所長です。2006年にポルトガルのリスボンで「21世紀における創造的能

力の開発」をテーマに開催された「ユネスコ芸術教育世界会議」の成果についてのご報告がありました。こ

の会議では、21世紀を担う若い世代の能力の育成に対して芸術教育の確立が重要であることを確認し、

それに基づいてロードマップが作成されました。

また、会議成果としては、韓国芸術文化サービスと韓国政府から次回の「第2回芸術教育世界会議」を主催

することが明言されたそうです。他にも多くのご報告がありましたが、社会的に恵まれない人々に対する

芸術教育のプログラムの実践に焦点が当てられていること、異文化コミュニティに芸術教育を持ち込む

際は、地元の伝統的な教育手段を生かすことが重要であることをご報告いただきました。

続いて、ヘルシンキ市の文化局文化政策ディレクターのマリアンナ・カヤンティエさんから、廃校を利用

したフィンランド・アンナンタロ・アーツセンターについてご報告がありました。ここでは、アーティスト

の力を借りてアーツ・コミュニティを創設して、「5×2芸術教育」というようなタイトルで教育を行って

います。五つのテーマで2時間のワークショップを行うというプログラムのコースで、ヘルシンキ市内の

学校と共同して実施していますが、教師はアーティストであり、学校の教師はフォローアップするだけで、

介入してはいけないことになっている。「なぜ芸術家が学校へ来てくれないのか」という質問をよく受け

るが、子どもたちにとって普段と別の空間で芸術教育を受けることが重要だからであり、ヘルシンキでは、

芸術と文化はほかの教科と同じくらい重要なものであると位置付けられているとのご報告がありました。

その他にも、様々なコースがあり、16～19歳を対象にしたプログラムでは、第二次世界大戦であったり、

身近な感情である嫉妬から芸術、社会に至るまで、社会的及び芸術的観点からテーマを取り上げ、それに

沿って計画されています。教育と文化政策とを切り離すのではなくて、都市の中で機能横断的な相乗効果

を考えてテーマを選定していかなければいけないという発言がありました。
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続いて、NPO法人CANVASの副理事長、石戸奈々子さんからご報告いただきました。CANVASは、子ども

たちの創造性や表現力を育む活動を全国に広げているNPO法人です。子どものために創造の場、表現の

場を提供して、豊かな発想を養う土壌を育てることを目標にしています。環境をつくり、その環境を子ど

もたちが最大限に活用できるようにするために、政府や地方自治体、企業、博物館や科学館といった関係

者、学校や教育関係者、大学の研究者、アーティストなど、産・官・学の連携によってさまざまなワーク

ショップやイベントを行っています。

石戸さんは、未来をつくる子どもたちのために、広場をつくる取組を進めておられます。

広場とは、子どもたちが情報を共有できる場所で、メディアも使って国内外や離れた場所との行き来もで

きる子どもたちの創造の場です。子どもたちが想像して創造する、Imagine ＆ Creativeという環境をつ

くることが一番大切であるということをおっしゃっていました。

4人目として、シブヤ大学学長の左京泰明さんからご報告いただきました。シブヤ大学というのは渋谷区

から出てきたプロジェクトで、2004年、渋谷区の区議会議員が、生涯学習サービスの発展型として提案さ

れたそうです。2006年、行政主導ではなく民間主導とし、それを行政がサポートする形に切り替えて、

「NPO法人シブヤ大学」を設立しました。

シブヤ大学のコンセプトはとてもシンプルです。渋谷と大学、双方の良いところを取り入れて、校舎はな

く街ごとキャンパスに見立てて、誰でも先生になり、誰でも生徒になれるというコンセプトです。

左京さんが言っていらしたのは、これからは地域の民間活動のサポートや、地域の新しいつながりをつく

るということです。学校教育のサポートやシブヤ大学の手法をモデル化した他の地域への開校のサポー

トも計画されています。このようにシブヤ大学は、地域密着型の生涯学習ネットワークとして、地域の資

源を最大限に生かした、学びの場づくりです。人々の豊かな生活と、地域社会のコミュニティビルディン

グに貢献するというのがそのミッションです。

左京さんは、地域とは、そこに暮らしたりかかわったりする人一人ひとりの集合体であり、その個人個人を

しっかり見つめて、オープンな学びの機会をつくるということが必要であることを強調しておられました。

以上のような発表の後、第2部のパネルディスカッションでは、横浜市市民活力推進局の鬼木和浩さんを

コメンテータとして迎えました。

横浜市では、2004年から芸術文化教育のプログラムに取り組んでいますが、実施校の拡大を目指して、よ

り多くのコーディネータ、あるいはアーティストの参加が必要なため、プラットフォームというものを立

ち上げています。中核となる事務局は横浜市、横浜市教育委員会、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、

それからNPO法人のSTスポットの4者で運営していますが、鬼木さんはこのプラットフォームの調整役

を担っています。

鬼木さんから、前段の4人のパネリストに向かって質問を投げ掛ける形で議論を進めました。テーマは二

つあり、一つは、地域資源というのをどのようにとらえ、どのように活用しているかです。非常に印象的で

したのは、シブヤ大学の左京さんが、資源というのは人・物・事であるけれども、それを起こしている多く

の人に注目すること、そして知られていない人を発掘することが重要であり、「活用」でなく、いかに参加

してもらうか、その間口の広さが必要であると話しておられたことです。

また、ジュベールさんからは、地域の望んでいることを理解して、そのコミュニティについて学び、地元の

文化・伝統を守ることが重要であるというご意見がありました。

次に、創造性を生み出す仕組みづくりについて取り上げました。プラットフォームやネットワークなど、

言葉はいろいろ出ますけれども、多様な価値観を持つ人たち、あるいは多様な立場を持つ人たちをつなげ

て新しい仕組みをつくっていくときに、そこに創造的なものがなければその仕組みは生きてきません。そ

ういう意味で、創造性を生み出す仕組みづくりについて皆さんのご意見を伺ってみました。

CANVASの石戸さんは、「仕組みづくりを『協働』と言い換えてみると、協働というのはいろいろな場での

大前提となる。みんなで知識を持ち寄り、考えることが大事であり、立場が違っていたり、見方が違ってい

る人たちが一緒に協働する中で、例えば非効率さ、効率を求めることに対しての逆のバイアスを感じたこ

とはない。むしろ情報、アイデア等を持ち寄ることによって相乗効果、広がりというのが見えてきた」とい

うことをおっしゃっていました。

カヤンティエさんからは、「すべての人々のニーズに合ったものをよく見ながら、中心でプロジェクトを

進める人が忍耐強く掘り起こすべきだ。そこに新しいモデルが生まれてくるので、そのモデルというのは
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小さく始めて構築して、それを成功に導くことで、他への波及効果が生まれるだろう」という示唆のある

ご発言をいただきました。

セッションで出された意見をまとめますと、1点目は、多様な主体や異なる立場が参加する「創造性を生

み出す仕組み」は、小さく始めて大きく育てることです。2点目は、地域資源をさらに磨くということです。

地域にあるものはみんな資源です。活用よりも参加の気持ちで、物・事をつくっている、起こしている人に

注目し、知られていない人を発掘するようにすることです。3点目は、人が大切にされる創造都市。誰もが

参加でき、誰も排除されない、人間として学びたいという欲求が満たされて、豊かな学びのできる創造都

市を目指すこと。クリエイティビティをいま一度、人から考えるということです。

このようなまとめを受けて、鬼木さんからは、「横浜市の芸術文化教育プラットフォームという仕組みの

中にもクリエイティビティがたくさん埋まっている。芸術文化は多様な学びを提供し、創造性の源となる

ものであり、今は、プラットフォームは、今は子どもを対象にしているが、今後はさらに、高齢者や、少し遠

い話かもしれないけれども移民という観点も含め異なる文化を背景に持った人たちの一人ひとりの個性

を大切にし、豊かな都市の個性といったものを引き出すことがさらに必要である。また、横浜の中心部、創

造界隈という拠点を中心とした、ある一つのエリアだけではなくて、もっと横浜市の周辺部に向けて、

アートと教育のかかわりや新しい学びのカタチの創造というのは進められていくべきではないか」との

ご発言がありました。以上セッションⅠ－1からのご報告です。ありがとうございました。

（鈴木）ありがとうございました。午前中のセッションの中でも、市民と創造性に関する発言が非常に多

かったように思いますので、後ほどのディスカッションの中でもまた松尾さんからご意見をいただきた

いと思います。それでは続きまして、分科会Ⅰ－2のご報告を吉本様よりいただきたいと思います。

（吉本）それでは、ご報告をいたします。セッションⅠ－2は「アートイニシアティブの未来を語る―創造

界隈事業の総括と展望」ということで開催しました。横浜市の創造都市の事業は、2004年3月にBankART

というオルタナティブなアートスペースの開設でスタートしました。そこで、国外から3人、国内から2人

のパネリストをお招きするとともに、横浜市の創造界隈を主宰する5人の方々にもディスカッションに

入っていただいて、10人のラウンドテーブルを行いました。

まず第1部では、4人の方々にプレゼンテーションをお願いしました。最初にお願いしたのはシンガポー

ルのコリン・ゴーさんです。シンガポールは創造界隈ということで言えば、横浜よりもかなり大規模で本

格的な事業が進んでおりまして、コリン・ゴーさんには、旧国会議事堂をThe Arts Houseというアートの

スペースに転用したプロジェクトのご紹介をいただきました。実はシンガポールでは、今後、旧最高裁と

旧シティホールの建物をナショナル・アート・ギャラリーに転用するということが決まっております。

従って、立法・司法・行政のすべての建物をアートの建物に転用・活用するという、創造界隈的な事業を大

胆に進めています。

コリン・ゴーさんからは、旧国会議事堂の文化施設への転用を政府が決定したということが、これから時

代が変わるのだということを国民に非常に強く訴え掛けるメッセージになったということが紹介されま

した。同時に、そのThe Arts Houseを経営するときに、従来型の補助金に頼ったシステムではなく、ビジ

ネスモデルを登用しようということで、コリンさんがディレクターに招かれたそうです。

その背景には、経済危機のなかで開館するという事情もあってのことだったので、従来のモデルではない

経済的なモデルをThe Arts Houseの運営に導入したということでした。企業のバランスシートを研究し

て、そこで得られたプロフィットをアートの活動に応用するということで芸術活動を支えるというよう

な、The Arts Houseの運営戦略の紹介が行われました。

とりわけ私が大変印象に残っておりますのは、そうした活動を進める過程で、今ではシンガポールの企業

の方々が、コリンさんのところ、あるいはアーティストのところに来て、企業経営についてアドバイスを

求めるという状況がシンガポールで起こっているということです。そうしたチャレンジはなかなか大変

だったと思うのですが、とにかく人の考えを変えていくということが大切だとコリンさんは力説されて

おりました。

続いて台北から、マーガレット・シューさんをお招きしました。マーガレットさんは「バンブー・カーテン・

スタジオ」という、元養鶏場を改修してアーティスト・イン・レジデンスのスタジオを開設しておられるの
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ですけれども、とにかくアーティストの立場に立ってその場所を運営することを重視しているというお

話でした。さまざまな活動の中で、私が特に印象に残っているのは、アーティストというのは意味のない

ことを考える、あるいはできそうもないことにチャレンジする、そこがアーティストの価値であるという

ことで、限界を見極めながら、誰もやっていないことを実現するための場所とチャンスを「バンブー・カー

テン・スタジオ」は提供しているということでした。

とにかくアーティストに何でもやってくださいとお願いするそうですけれども、そうした中でさまざま

な新しい表現も生まれてくるということでした。

それから3番目は、大阪から始まって、今では神戸を拠点に活動している、Dance Boxのお話を大谷さん

に伺いました。Dance Boxは、もともと大阪の民間のTORII Hallというところで始まったのですが、その

後、大阪市の政策に乗ってNPO化して、フェスティバルゲートというところで劇場をオープンして、本来

であれば10年継続するはずだったものが、大阪市の政策方針が変わって、その場所を途中で退去せざる

を得なくなった。その後、今では神戸市の誘致を受けて、長田を拠点に活動をされております。劇場の運営

だけではなくて、ダンスのアーティストにさまざまなチャンスを提供して、新しい才能を世の中に送り出

していくということ、それと併せて、コミュニティに深くコミットしたプログラムを行っているというこ

とでした。

現在の課題としては、とにかく新しい公共を考えたいということで、ローカルにこだわる、それからイン

ターナショナルにこだわる、ソーシャル・インクルージョンの視点を盛り込んでいく。それと、地方自治体

とNPOとの新しい協働関係を考えるという4点を挙げておられました。

4番目には、福岡で「紺屋2023」などを運営されている野田さんにプレゼンテーションをしていただきま

した。野田さんは建築家でいらっしゃるのですが、建築からのアプローチとして、箱ではない、新しい空間

づくりを模索しているということで、「紺屋2023」という事例を中心にご紹介いただきました。これはお

醤油屋さんの保有する建物を、「新しい雑居ビル」というコンセプトでリニューアル、運営されているもの

です。つまり、たまたま雑居しているのではなくて、意図的にクリエイティブな活動をしている人たちを

その場所に集積させることによって、例えば教育的なプログラム、福岡の屋台を存続させるプログラムな

ど、新しい取組を機動的に起こしていきたいというお話でした。

中でも、印象に残っておりますのは、野田さんが、「民間主体で、NPOでも行政でもないのに、公共機関の

ようなことをやっている」とよく言われるということです。公共というのは民間と民間が交わる中から生

み出されていくものだ、そういう活動を続けたいという話が大変印象に残っております。

後半のディスカッションでは、冒頭で、ジョセフィーン・バーンズさんに総括のコメントとして、五つの点

についてご指摘いただきました。一つ目は、アートイニシアティブの価値をどう考えるか。二つ目は、横浜

の取組に関して、拠点の構築が大きな成果を残しているのではないか。三つ目は、それらが果敢な勇気に

よって達成されてきているのではないか。四つ目は、5年間の経過実績をきちんと情報としてまとめる必

要があるのではないかということ。それから五つ目は持続性に関することで、私も最も印象に残っている

のは、パートナーシップにとって重要なことは、それが善意にのっとっているだけでは続かないという指

摘です。互いに、自分は何を与え、相手から何を受け取っているのかということをきちんと話し合わない

と継続はできないだろうというお話が、印象に残っております。

後半のディスカッションは、その5人のパネリストの方々に、さらに横浜の5人の方々が加わって行われ

ました。それぞれ最初にご発言いただいたのですが、天野さんは美術館という立場で、創造界隈の一員と

はなっていないけれども、美術館という従来のスキームを転換する必要性を強く感じていらっしゃると

いうお話でした。

続いて、黄金町のプロジェクトを推進されている山野さんは、ネットワークをつくることで黄金町のプロ

ジェクトをさらに強化したいというお話をいただきました。

相馬さんは、「急な坂スタジオ」のディレクターをされているのですけれども、個人の強いイニシアティブ

で始まったクリエイティブな活動を、どうやって世代を越えて引き継いでいくかが非常に大きな課題だ

というお話でした。

BankARTを主宰されている池田さんからは、アートイニシアティブというものがある種の連鎖反応を起

こして、次の新しい時代が始まろうとしているのではないか、アートが社会にどう関係を結んでいくべきか

ということを模索しながら活動をする中で、そういう時代に差し掛かっているという話をいただきました。
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最後に岡部さんからは、Ⅲ－1のセッションの話も踏まえ、寿町では地域のオーナーとのパートナーシッ

プが大変重要だということを前提にして、活動を継続するにはインカムミックスが重要で、行政も分野を

越えた取組、サポートが必要であるというようなお話をいただきました。

その後のディスカッションでは、当初、ある種のネットワークをつくってプロジェクトを立ち上げるとい

うようなシナリオを描いていました。しかし、バーンズさんから提案いただいた、価値の問題が大変重要

だろうと私なりに考えまして、ディスカッションの時間のほとんどはその議論に費やしました。そこでは

10人のパネリストからそれぞれ違った立場のご意見が出まして、アートイニシアティブというのは、芸

術の価値というのを確信した人たちが生み出していく活動ではないかという私の提出した仮説に対して、

例えばDANCE BOXの大谷さんからは、アーティスト自身が自分の活動の価値を確信できないところに

問題があるというご意見をちょうだいしました。また、価値というものは絶対的な価値ではなくて、相対

的なものから生み出されるので、例えばアートイニシアティブだけが集まって議論しても新しい価値は

生まれないという発言を野田さんからいただきました。時間の関係で省略しますが、他にも多くの貴重な

議論が交わされました。私のセッションに参加いただいた方々はその熱い議論を共有していただいたと

思うのですけれども、コーディネータとしては、創造界隈の総括として大変重要な議論が、分科会Ⅰ－2

ではできたのではないかと思っております。

従って結論としては、まずそういう議論が行われたということ、つまり5年間の成果としてアートイニシ

アティブのバリュー、価値に関する本質的な議論の場が生まれたということが、まず一つの大きな成果で

あろうと思います。また、それを踏まえて今後は、市民・行政・民間など多様なセクターの参加を呼び込む

プラットフォームとして、また国内外の他都市と密接につながったハブの一つとして、横浜はますます創

造界隈を推進すべきであること、この二つをまとめとさせていただきました。

（鈴木）ありがとうございました。創造界隈の取組というのは、横浜における文化芸術創造都市の取組の非

常に基幹を成す取組であったということで、それについてさまざまな意見をいただけたということは非

常に大きな価値があったのではないかと思います。

それでは、分科会Ⅱ－1のご報告をコーディネータの白土さんよりいただきたいと思います。

（白土）分科会Ⅱ－1について、コーディネータを務めました白土からご報告させていただきます。テーマ

は「都市の文化とイメージ戦略」ということですけれども、グローバル化のうねりの中で、都市間競争がだ

んだん厳しくなり、自分たちの住む町の大切さというのをもう一回見直そうという機運が高まっていま

す。でもそれは簡単ではなく、どういうコンセプト、アプローチ、プロセスでやっていけば、その都市なら

ではのイメージづくりができるのかということをテーマに話し合いました。

このセッションは二つのパート、第1部は、世界の都市の事例に謙虚に学んでみよう。第2部は、それを踏

まえつつ、自分たちでこの横浜を題材にして、新しいイメージづくりにチャレンジしてみようという構成

です。

まず第1部、これはシビックプライド。シビックプライドというのは、市民が都市に対して持っている愛

着や誇りですけれども、それを研究しておられる東京理科大学准教授の伊藤香織さんから、ヨーロッパを

中心とした海外の都市事例をご紹介いただきました。

一つ目の事例としては、オランダのアムステルダムです。アムステルダムはEUの統合によって、都市間競

争で少し存在感が薄れており、イメージの再生を目的に、Amsterdamのamを使って、“I am 

Amsterdam”を短くして“I amsterdam（私がアムステルダムだ）”というコンセプトで、「人こそが都市を

つくっている。都市というのは複合的な多様なものが集まって魅力を生み出しているけれども、その担い

手は人だ。その人が、よりクリエイティブで、よりイノベーティブでいられる町こそがアムステルダムな

のだ」ということを発信していこうということです。具体的な手法としては、若手20人くらいの写真家に、

170を超える国籍を有する方が住むアムステルダム住民の写真を撮り、写真集や、世界中のギャラリーで

の写真展を展開する。そういう多様性、多様な方々が集まって生き生きとしている町こそアムステルダム

だと。“I'm Amsterdam（私がアムステルダムであり）I'm ambassador（私がアムステルダムの大使であ

る）”、その素晴らしさを伝えていく一人ひとりがその大使なのだ。これは明らかに市民を基点とした一つ
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のイメージづくりの典型かと思われます。

2番目の事例は、スペインのバルセロナです。バルセロナは、78年の民主化、92年のオリンピックと、着実

に世界の舞台に登場してきたわけですけれども、それをさらにもう一段強いイメージをつくり上げてい

きたいということを目標としています。このスローガンは“Barcelona Batega!”で、「あなたがドキドキ

すると、バルセロナもドキドキする」、つまり市民一人ひとりが持っている夢というものを市がプロジェ

クト化して、その夢を次々に実現していく。そういう夢がかなっていく町がバルセロナなのですよと。こ

れは明らかに市と市民が共につくる、共創してイメージをつくり上げていくという手法の代表例かと思

われます。

3番目が、イギリスの東海岸である、ニューカッスルとゲイツヘッドという二つの隣同士の町をご紹介い

ただきました。ここは19世紀から炭坑や造船業で、イギリスの重工業とりわけ世界の造船のリーダー

だったのですが、産業構造が変わって重工業がなくなり、町全体が衰退していった。この双子の都市のイ

メージを何とかしたいというのが目標だったそうです。その手法は非常に明快で、文化に主導させる都市

再生をやってみよう。もっとはっきり言えば、アート主導の都市再生を行うという手法です。

イギリスを代表するアントニー・ゴームリーという彫刻家に、幅54mくらいの大きなエンジェルの像を

つくってもらい、それを鉱山だった丘に大きく据える。それから折り畳み橋、跳ね橋のような巨大な美し

い橋を二つの都市の間に架ける。また、川沿いに素晴らしくきれいな美術館もつくった。一見、ハコモノ行

政のように思われるのですけれども、これが明らかにほかと違って成功を収めた理由は、デリバリーとい

う考え方がベースになっていることです。デリバリーというのはいわゆる配達のデリバリーです。届ける、

何を届けるのかというと、アートや建築、都市計画そのものがメディアなのだという考え方で、ではその

メディアは何のメッセージを届けているかというと、つまり「ここに巨大な彫刻をつくりました。鉄でで

きています。皆さん、いいですか。ここは、石炭や鉄や造船というものがこの町をつくってきた。この巨大

な54mの彫刻は、その造船技術でできているのですよ。皆さん、この土地をつくってきた歴史にきちんと

誇りを持ってやりましょう」というメッセージをその彫刻に託して送っていった。そういうことを続けて

いくことによって、最初80％の住民の「こんなものをつくっちゃって」と大反対であった人が、今では、

80％の人たちが逆に賛成して、アートは人生にとって非常に重要であるということを思うようになった

のです。ここは、イギリスで行ってみたい場所人気ランキングで4位に入っています。これは明らかに市

が主導しているイメージづくりですが、すごく大事なのは、丁寧なメッセージをデリバリーしていく。な

ぜこういうことをするのかということを丁寧に説明していって、成功に結び付けている。この三つ、市民

基点であれ、市民と市の共創であれ、市の主導であれ、そのアプローチは違うけれども、人の意識というの

は非常に大切にして、みんなを巻き込んでいくプロセスやマネジメントが成功を生んでいるということ

が共通であったかと思われます。

これを受け、第2部では、横浜の異なるバックグラウンドを持たれる3名の方に、横浜をテーマに、こうい

うイメージづくりはどうかというプレゼンテーションをお願いいたしました。

トップバッターは、読売広告社の都市生活研究所所長である、榎本元さんです。榎本さんは、ご自身がいろ

いろな地域や商業施設の開発に参画されている、いわばプロフェッショナルですので、プロフェッショナ

ルな視点からプレゼンテーションいただきました。榎本さんは、伊藤香織さんと同じく「シビックプライ

ド研究会」に属されておりますので、伊藤さんと同じようなフレームでプレゼンテーションいただきました。

要は、都市というのはたくさんの資産があるのだけれども、そのイメージづくりの種というのを丁寧に見

つけて育てていく、そのマネジメントサイクルが実はとても大事だと。そのためにはバラバラやっている

のではなくて、その方向付けをするような大きな傘、都市のビジョンのようなのが必要ですねと。

それはひょっとしたら市の仕事かもしれない。ただ、それをつくりっ放しではなくて、そのビジョンを市

と市民が本当に共有して、先ほどから説明のシビックプライドのように誇りを持てるものになっていく

ようなシナリオが大事である。そのシナリオを実現していくためには、広告やウェブ、ワークショップ、情

報センター、グッズ、イベント、公共空間などのコミュニケーションのポイントという、みんなに触れ合っ

ていく場所を上手に活用していくということ、それを統合的に運用していくことがすごく大事ではない

かというご指摘がありました。

続いて2番目は、著名なグラフィックデザイナーでいらっしゃる中川憲造さんにお願いしました。中川さ

んは横浜に住んでいらして、事務所を構えられ、横浜の公共サイン、あるいは地場企業と一緒になったプ
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ロダクト開発など、さまざまなデザインを通して市にいろいろな働き掛けをなさったり、デザイン力を提

供されてこられた方です。ですので、逆に内側の視点からのプレゼンテーションということでお願いいた

しました。

中川さんからのメッセージは非常に単純で、町はゲートのないテーマパークのようなものなのだ。初めて

ここへ訪れた人が不安になっては困る。安心して、むしろわくわくするようなインフォメーションセン

ターというのが必要ではないかということを強調されました。外国の町へ行くと、必ず「i」という文字が

ボーンと目につくわけですけれども、そういうものが横浜にも必要だと。横浜の素晴らしい経験の入口と

いうものを設けるべきだというご提案だったと思います。それはもう堅苦しいものではなくて、公共設置

のどこでも空いているスペースでも、あるいは移動式のキオスクでもいい。要するに、横浜のセンスでデ

ザインされた情報やグッズを提供できる、「ビックリエイティブ」とおっしゃっていましたが、大きな楽し

さが詰まった箱、お店というもの、「ビックリエイティブ・ショップ」のようなものをつくればいいのでは

ないか。そこは横浜の地場産業が生み出した素晴らしいデザインの商品のショップであったり、横浜らし

いアイコンのショップであったり、ローカルな良いニュースを次々発信するニューススタンドであった

り、都市の物語、小さな物語があるプチ・ミュージアムであったり、そういうことを次々提供できる楽しい

場所というものをやはりまずつくるべきではないかというアピールでした。デザインも実際につくって

くださったのに、今日ここでご覧いただけないのが残念です。

最後は、既存の発想にとらわれない、新しいクリエイティブを体現しているクリエイティブディレクター

の箭内道彦さんにお願いしました。今回の会議総体に対して、アンチテーゼということをあえて意図的に

やってくださったと思います。自分はプロレスの悪役、「ヒール」というのですけれども、「私はここへヒー

ルとしてまいりました」とはっきり宣言されました。

プレゼンテーションの内容は、まず横浜をテーマにしたヒット曲「よこはま・たそがれ」「ブルーライト・ヨ

コハマ」など、歌謡曲を次々に流されて、横浜は一見東京よりもむしろおしゃれなイメージがある。けれど

も、それはこの歌のように、誰かが書いて与えられたイメージで、本当に横浜の方がつくり出したイメー

ジなのだろうか、という疑問を投げ掛けられました。もっと言えば、私どもも反省しなければいけないか

もしれません。広告会社や都市計画の専門家という人が世界の都市を回ったりして、「いいとこ取り」をし

てきたような、どこにでも見られる同じようなものを提供することによって、建築家の伊東豊雄さんも

おっしゃっていましたけれども、のっぺらぼうな、何かに似かよったまちづくりに結果的になってしまっ

てはいないか。

そこで箭内さんが提案されたのは、例えば横浜を今日から「縦浜」と変えるプロジェクトをスタートした

らどうか。そうすると大体、市民の「ふざけるな。どういうことだ」というような議論が起こる。そこで、で

はなぜ「縦浜」ではいけないのか、「横浜」でなければいけないのはなぜなのだということを、自分の言葉で

自分で考えて語り合うということで、初めて横浜の本当の魅力が自分たちで掘り出せるのではないか。そ

こを出発点にしない限り、本当の横浜のイメージづくりというのはできないのではないかという、これは

かなり重要なご指摘だったと思います。

この三者のプレゼンテーションに対する伊藤香織さんのコメントとしては、都市の資産というのに光を

当てるのはやはり人間である。だから、人の感情や思いを大切にしようという呼び掛けは、三者でアプ

ローチは違うけれども、やはり共通していたのではないかというご指摘がありました。

このセッション自体は、一つの結論を導くというよりは、多様なアプローチがあるということを確認する

ためのセッションでしたので、特別、結論を出そうというふうには考えていませんでした。ただ、あえて皆

さんの対話の中から、幾つかの提案に当たるものを抽出すると、まず重要なのは、海外の事例に学ぶ。ただ、

学ぶというのは、まねしてくるというのではなくて、そのアプローチのし方やプロセス、それが持ってい

る精神のようなものをきちんと学ぶことが大事だろうということです。それから、多様な人と都市の間の

人間関係にもっとフォーカスしようということ。それから、市の、市民が持っている誇りや愛着というシ

ビックプライドを持てるようなコミュニケーションプロセスを育てていく、主体とマネジメントサイク

ルというのを、きちんとやはり用意しないといけないのではないか。さらに、それを進めるための第一歩

の具体的な提案としては、訪れる人に、横浜らしいセンスでデザインされた情報、グッズ、サービスを提供

できるコンシェルジュ・ショップのような、きちんとしたもてなしができる入り口づくり、そこからまず

始めるべきではないかという提案がありました。
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以上です。これで発表を終わります。ありがとうございました。

（鈴木）ありがとうございました。横浜とは何であるのか、あるいは市民にとっての横浜という、かなり根

源的な問いもそこには含まれていたようにも思います。また、後段のディスカッションでご意見をいただ

きたいと思います。それでは、分科会Ⅱ－2のご報告を橘田さんよりいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

（橘田）こんにちは。Ⅱ－2は「地域の産業とデザインの可能性」という分科会でした。コーディネータを務

めました橘田と申します。よろしくお願いいたします。

会場は白土さんのⅡ－1と同じ、クリエイティブシティ・センターの1階で、3部構成で行いました。第1部

は、ベルリンからご招待したターニャ・ミュールハンスさんというベルリン市経済局のレクチャーでした。

ベルリンの実例をなぜ紹介していただいたというと、ベルリンの人口規模と横浜市の規模がほぼ同じよ

うな中で、非常にクリエイティブ産業を活発に実践されているということで、その状況をお話しいただき

ました。第2部ではショートレクチャーということで、産業とデザインの研究をされている、もしくは実

践されている方々 3人に、20分ずつお話をいただきました。その上で、第3部にてディスカッションをし

ました。

第1部のミュールハンスさんのお話をご紹介します。ベルリン市には、創造産業の事業社数が約2万3000

社あって、今、約180億ユーロの売上高がある。GDPも21％を占めているというお話がありました。創造

産業の中の企業数は今でも増加しておりまして、最も成長率が大きいのが印刷出版部門、そしてオーディ

オ・ビジュアルや芸術デザイン、ソフトウエア・ゲーム部門だそうです。現在、ここ数年はファッションに

力を入れているということです。

ユネスコのクリエイティブシティ・ネットワークの認証も受けており、お話の中でポイントだったのは、

行政は一つ一つの細かな専門家ではないので、あくまでプラットフォームづくりに徹するべきなのだと

いうことを強調されていた点です。施策のご紹介もあったのですが、ベンチャーキャピタルの基金やマイ

クロローンなど金銭的な支援も実施されていますが、なかでも創造産業のコーチングという支援が非常

に重要だということを認識され、強化しているということでした。

もう一つのポイントとしましては、政策のプロセスの段階で企業にも参画してもらっており、中でも利害

関係のある双方を巻き込むということが一つのポイントであるいうことでした。ボトムアップ作戦と

トップダウン作戦を両方うまくアプローチしていることが、ベルリンの成功している一つのポイントで

あろうということでしたが、ベルリンはベルリンのオリジナルがあるので、横浜は横浜のオリジナルがあ

るのだということもおしゃっていました。

トライ・アンド・エラーで、模索をする、やりながら進む。本来施策というのは計画があってそれを遂行し

ていくのですけれども、そうではなくて、こういう事業はやりながらそれを繰り返して方向性を見つけて

いくのが必要だということも強調されていました。

次に、第2部のショートレクチャーです。LOHASという言葉を日本に持ち込んで、現在、LOHASビジネス

のアライアンスの代表をしていらっしゃる大和田さんに、環境という視点でお話をしていただきました。

また、キュー・リーメイ・ジュリヤさんは、日本産業デザイン振興会の理事であり、武蔵野美術大学の教授

もなさっています。アジアの視点でお話をいただきました。さらにデザイン商品の開発販売をビジネスと

して行っているデザインプロデューサーの名児耶さんに、アッシュコンセプトというご自身の会社のお

話とともに、その考え方を語っていただきました。

大和田さんは、LOHASとは何か、環境の中でどういうポジションなのかということをご紹介いただきま

した。あくまで収益性と社会性を両立させる考え方なので、産業とデザインの視点が非常に重要なのであ

るということをお話しくださいました。海外の事例として、LOHASシティのアメリカのボルダーや、サス

テナブルシティと言われているポートランドは「オーガニック＆ローカル」がキーワードで、横浜にも非

常に参考になるのではないかということでご紹介いただきました。中でも、彼女が今、注目しているのは、

ローカーボンライフ。それをオフセットする仕組みづくりとして、横浜のような都市と農村とをうまくつ

なぐデザインを考えることが新しい地域産業の可能性になるのではないかということです。こういうお

話の中で、ぜひ横浜でいろいろ自分も実践していきたいのだというご宣言がありました。
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続きまして、キュー・リーメイ・ジュリヤさんには、アジアをマクロな視点でお話をいただきました。一つ

は、異文化の人たちとどうやってつき合っていくのかという、初日の基調講演のときにもありましたけれ

ども、移民の問題も含めまして、アジア中が混沌とした人種のるつぼになっている中で、では日本はその

中でどうしていくのか。

一つ違う視点で面白かったのは、日本は、例えば今、美術大学やデザインを学んでいる学生のうち、70％

が女性という時代なのにもかかわらず、活躍している日本人女性というのはほとんどいない、ほとんどと

言うのは失礼ですが、かなり少ない。日本には、実は無駄になっている資源の一つとして女性があるので

はないか。女性が鍵なのではないかというお話を、非常に女性の多い会議でしたので、その中でそのよう

なお話が出ておりました。

また、幾つかのアジアの事例がありまして、シンガポールでは、“オーバー 60 Design Centre”、また、香港

では、アジア全体のデザインに力を入れて、香港が一つのハブとしての宣言をしているのだと思います。

その中で、例えばデザイナーにアワードを与えるだけではなくて、デザインリーダーシップ・アワードの

ように、そこで貢献している企業のトップを表彰するということで、モチベーションを上げていくような

仕組みづくりも欠かせないことではないかということを紹介していただきました。

そして横浜では、ツーリズムのお話の中から、クリエイティブツーリズムというのが一つ産業として非常

に面白いのではないかというお話もありました。アジア全体の課題としては、今までアジアというのは、

アジアの精緻な技術と西洋のデザインの出合いということでプロダクトアウトされてきていた。けれど

も、もうこれを越えなければいけないと言われて久しい。特に日本は、そう言われてなかなかそれが越え切

れない。ここを横浜としてどうやってデザインの力で脱却できるのかという示唆も与えていただきました。

最後のショートレクチャーが名児耶さんです。非常にたくさんの彼が手掛けたプロダクトを見せていた

だいて、皆さん頭の中がリフレッシュされました。デザインというのが、もうプロダクトをつくることだ

けではなくて、マーケティングから、それを売って消費者のもとに届いて、その消費者が幸せになること

までがデザインなのだと。「そこをみんなもっともっと考えようよ」というお話が中心でした。

特に21世紀のデザインとして、自分が今まで考えていたのが、私もよくそういう議論をするのですが、

アートとデザインは違うという議論がよくあります。名児耶さんは、自己表現をすることがアートで、デ

ザインは思いやり、という置き換えをしていましたけれども、それが今まで20世紀は相反するものだっ

た。けれども、そのアートとデザインの混じり合いが21世紀は必要で、そのためのデザインプラット

フォームというのが必要なのではないかというお話がありました。

そして、とにかくデザインはチームプレーなのだと。これからのデザインは。そのチームプレー、製品が顧

客に届くまでの、さまざまなデザインをトータルにプロデュースするということがもうすごく大事なの

だということを強調していらっしゃいました。そうなると、横浜というのは実は非常に大きな市なので、も

う少しエリアごとに分けてもいいし、少し小さく考えたらいいのではないかなどというお話もありました。

第3部は、その皆さんと一緒に、さらにコメンテータとして、大阪市立大学の佐々木先生、地元の企業を代

表していただきまして、近沢レース店社長の近澤さん、横浜市を代表しまして、経済観光局の金子さんに

お入りいただきました。まず金子さんに横浜市の現状、皆さんよくご存じの横浜は東京に次ぐ第2の街で、

創造産業の都市として、今その分野も成長している。けれども実際は、日本は人口全体がとどまっている

わけで、構造も第一次・第二次産業より第三次産業サービス業が横浜は圧倒的に多いという実態も、ご紹

介いただきました。これからはやはり具体的な施策として、幾つかの取組をしていかなければいけないの

だというお話をいただきました。

ディスカッションは多岐にわたりまして、時間もオーバーしたのですけれども、先ほどのベルリンのお話

の中で、私が一つすごく興味があったのは、資金的な援助の施策も必要なのだけれども、創造産業のコー

チングが非常にプライオリティが高い。これは何なのかということで、ベルリンのターニャさんを中心に

議論をしました。一つには、ベンチャーキャピタルなどの支援というのが非常にお金がかかるわけですが、

実はコーチングのシステムというのは、それほどお金もかからなくて効果が高いのだということを実証

しているのだと言っておられました。金銭的なサポートではなく、きめ細かな、コーチングというのは

フェーズが幾つもあるわけです。例えばマーケティングもあれば、ポートフォリオをつくるいろいろな企

業とのアライアンスをどう組んでいくのか。当然コーチングの中にも、資金的なコーチングもある。それ

からPR、世界戦略、さまざまなコーチングの仕組みというのをそれぞれの専門家をうまく入れながら
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行っていくということが、やはり産業として行っていくためには非常に重要である。何よりやはりビジネ

スとして成り立たなければ、産業としてのデザインは成り立っていかないのだということを強く話して

おられました。

それから皆さんの中で、視点として、ITという分野とデザインをもう少しコラボレーションする、そこに

一つ横浜の産業の可能性があるのではないかというお話も盛り上がりました。

もう一つは、デザインの創造産業企業と言われている企業と、もう少し技術的な企業とを結び付けていっ

て、新しい商品や産業を生み出していくということが大事であると。これはこれから横浜では非常に大事

なのではないかということで、この路線についてはかなり議論が白熱しました。

結果として、四つほどの視点が出てきました。一つは、クリエイティブを担う人材、とりわけつないだり、

導いたり、まとめるという人材は、行政の中だけではなくて、そこと連携する人材の育成が必要であると

いうこと。そして行政は、プラットフォームを整えるということにもっと立ち返ってもいいのではないか。

さまざまな施策の中で、コーチングという施策の必要性というのがもっとあるのではないかということ。

3点目として、21世紀型の産業とデザインというのが、実は非常に根源的な考え方ですが、わくわくして

楽しい。それは買った人、使った人、それからつくった人、技術を提供した人、デザインした人、みんながわ

くわくと楽しくならないと、全く21世紀型ではないという話が出ました。

そして最終的には、「では、横浜って何なの」というときに、環境モデル都市でもあり、多様な文化も過去に

取り入れてきた、受け入れてきた歴史的な背景を考えると、環境とアジアということをキーワードにした

made in YOKOHAMAを戦略的につくっていこうではないかということになりました。

（鈴木）ありがとうございます。その都市の取組の中でも、創造産業をどうつくっていくのかという話はま

だまだ課題の多い点ですので、後段またディスカッションさせていただけるかと思います。

それでは分科会Ⅲ－1の報告を岡部さんよりお願いいたします。

（岡部）コーディネータの岡部です。分科会Ⅲ－1では「コミュニティ再生とクリエイティビティ」をテー

マに、クリエイティブなアプローチで地域問題や社会問題に取り組んでおられる世界各国のソーシャル

イノベーターの方たちにおいでいただき、第1部で活動のご紹介、第2部ではその活動を支え広げていく

基盤、仕組み、もしくは創造的な活動が生まれてくるような雰囲気とはどういうものかと議題について議

論を行いました。

第1部では、私から横浜における地域活動の2事例をご紹介しました。一つ目は、黄金町。BankARTなど、

アートを通したまちづくりの事例と、二つ目は横浜の寿町です。私が行っている、簡易宿泊所の空き部屋

を活用したYOKOHAMA HOSTEL VILLAGE等の事例などをご紹介しました。

続いて、ストリートワイズ・オペラのマット・ピーコックさんにイギリスでの事例をご紹介いただきまし

た。ホームレスの人たちに、オペラを通して前向きに夢を持ち、自信を取り戻してもらうという形で、アー

トを用いて社会問題にコミットしていくという活動です。

続いて、韓国の「共に働く財団」のイ・ウネさんの活動紹介です。韓国では、NPOのような形で社会企業家

が社会的起業育成法という形で法人格をつくられているという形で、政府が非常に社会的な企業に前向

きであるというご紹介と、財団自体の成り立ちが行政などからのコミットでできたものでなく、アジア通

貨危機のときに、市民から集められた寄付によって立ち上げられた財団であるという紹介をいただきま

した。さらに、財団は内部でいろいろなプロジェクトを行ったり、あとは地域の活動に対して支援を行っ

ているのですが、それ以外に財団の中で起こったプロジェクトを民間の企業に移して、そこで持続的に事

業を行っていくというような財団と企業との関係性、日本ではあまり例がないようなものをご紹介いた

だきました。

次が、ラッキー・チェットリさんの3 Sisters Adventure Trekkingの活動のご紹介です。ネパールでは伝統

的に女性は基本的には家の家事等を行うという慣習があるのですが、ネパールの産業自体、観光業の比重

が高くなっていることから、地域の問題に対して女性たちの雇用の場を創出したり、女性のトレッカーに

かかわる社会問題に対するコミットメントとして女性のトレッキングのスタッフを養成し、問題を克服

していくソーシャルビジネス活動をご紹介いただきました。

さらにエコツーリズムという形で、お隣の西ネパールというような地域、実は恵まれない僻地になっている
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地域だそうですが、そこへのエコツーリズムを通した支援というか、サポート手法をご紹介いただきました。

続いてTEDxTokyoのクリエーターであるトッド・ポーターさんにご紹介いただきました。TEDという、ア

メリカで非常にクリエイティブなカンファレンスのイベントがあるのですけれども、トッドさんはその

日本版をキュレーションされています。トッドさんは、もう一つ、「イノベーターズ・グリーンハウス」とい

うよう、イノベーターたちのハブ、プラットフォームづくりを目指して、物理的な場であったり、スペース、

そしてカンファレンスのような場をつくるプロジェクトを行っておられます。

TEDというのは、アル・ゴアとかビル・ゲイツとか、非常に先駆的な活動をされている方の活動を発信する

場所として、「広めるべきアイデアを共有する場」というようなコンセプトを持っておりまして、そういう

ものが東京、日本でも必要、横浜でも必要ではないかというお話もいただきました。

続いて第2部では、山梨大学の准教授、西山志保さんにコメンテータとしてご参加いただき、議論を行い

ました。こちらは議論の方向性を二つに設定しました。ひとつは、活動を行っていくための組織体制につ

いて、もう一つは活動を後押しするための仕掛けについてです。実は事前に各パネリストの人たちに財政

状況等のヒアリングシートをお出ししていたので、それに伴ってお話を伺いました。寄付が非常に多かっ

たり、自主事業が多いというような状況のものも多かったのですけれども、実際、持続的に活動を行って

いくためには、収益をいろいろな形で均等に持っていく構造の方がいいのではないか。インカムミックス

の構造をつくっていくことが非常に重要であるというような話が出てきました。

また、海外ではアドボカシー機能を非常に重視にしておりまして、その専門的なスキルを持った人たちが

組織の中にいるというようなお話も伺いました。

続いて、活動を後押しする仕掛けについてということで、ピーコックさんからは、行政としての活動とし

て、行政が保有する未利用地、使われていない建物などを、例えば99年間1ポンドで貸すというような資

金的なサポート以外のやり方というのがイギリスにあるという事例のご紹介をいただきました。

また、タックスクレジット等の税制優遇を行うことによって、企業や市民が活動を支援手法や、リーダー

シップ・プログラムというさまざまなテクニカルなスキルを学び、それにより活動が飛躍的に伸びるクロ

ア財団の活動の紹介を受けました。

チェトリさんからはアショカという非常に有名な財団があるのですが、そこのフェローになられること

によって活動の信頼度が向上したり、ネットワークが広がったり、さまざまな形で活動に大きな影響を与

えたというお話を伺いました。

全体的に通して、パネリストの皆様の活動の特徴として、初めは行政はかかわりなくご自身で立ち上げら

れたのが特徴で、その後行政のサポートや行政とコラボレートしていくというところが特徴的だと思い

ました。最終的なまとめとしては、4点です。1点目は、地域活動やコミュニティ再生を進めるためには、

NPOなど多様な主体が創造的な活動・協働をすることが重要である。2点目として、持続的な活動を支え

るためには、インカムミックスのような財政基盤をつくり出せるよう、行政を含めた社会全体でサポート

していくことが必要である。3点目は、財政的な支援に加えて、先ほどのような未利用地等の、行政が保有

している資産の活用であったり、タックスクレジットのような分野を越えたアプローチも必要である。4

点目は、専門的なスキルの提供や社会的な信頼の向上まで、幅広くバックアップをする革新的な活動を生

み出すような基盤となる中間支援組織が必要である。このような形で、このセッションをまとめさせてい

ただきました。

（鈴木）ありがとうございました。続きまして、分科会Ⅲ－2の報告を、私、鈴木から行います。

このセッションのテーマは「文化の空間戦略」です。成長の時代から縮退、成熟といった時代に突入しつつ

あり、特に日本において、そういう時代を迎えつつあります。その中で、新たな都市構造や産業構造に適応

した都市のビジョンが求められるわけです。特に、ユーロの都市においては、ウォーターフロントの開発

において文化的な施設あるいは文化的な活動を導入することによって、都市の新たな魅力をつくってい

るといった事例が見られます。そういった事例、経験、知識を共有するということを目標に、このセッショ

ンが行われました。

パネリストを3名お招きしました。1番目がスイス連邦工科大学のケース・クリスチャンス氏です。ケース

先生はユーロのウォーターフロント開発においてかなり先進的なアーバンデザインを試みられておりま

す。発表の中では、オープンシティという概念が重要であるというようなご指摘をいただきました。所得、
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民族、さまざまなコミュニティが混在するという概念であり、また空間的にも社会的にも誰もがアクセス

をして、交流できるオープンな都市を目指すべきではないかというものです。具体的な事例としては、

ディベロッパーは高級なレストラン、高級なホテルといったものを望んだけれども、例えば犯罪を犯した

といった経験のある人の雇用促進を進めるレストランや、非常にクリエイティブなデザイナーが活動を

行うことができるアトリエや、さらに高級なレストラン、庶民的なレストラン、自由なオープンスペースと

いったものを組み合わせながら、ウォーターフロント開発を進めたという事例を紹介していただきました。

2番目のプレゼンテーションは、先ほど午前中のセッションでもご報告いただきました台北市のリン・

チュン・チエさんです。台北は、非常に先進的な試みを行っている都市です。具体的な事例として、歴史的

建造物を保全しながら文化的な活動を進め、さらにアートや音楽活動のプラットフォームをつくり、若い

人、資本のない人にも活躍の機会を与えるような取組を進めている事例をご報告いただきました。印象的

なのは、台北市自体の創造都市というのは、文化局が中心になって進めているけれども、都市整備部門も

同様にそれと呼応した取組を行っており、あたかも二つのストーリーが続いているように見えるが、最終

的にはそれが一つの物語に統合されていく、そういった極めてアジア的と言いますか、全体の明確な目標

を掲げて、それに向かって多様な主体がアプローチしていくという進め方をご報告をいただきました。

3番目のプレゼンテーションは、東京大学の北沢猛先生です。北沢先生からは、横浜の都市づくりの歴史

を振り返りながら、現在検討が進められていますインナーハーバーの構想づくりについて、ご報告をいた

だきました。この構想の中では、人材と文化が生きる都市を目指すべきというテーマが提示されました。

横浜にとっては、このインナーハーバーの水辺というのは、非常に大きな資源であって、これを利用して

都市を再生していく、自然によって人が生かされていく、そういう都市づくりを行うべきであること。そ

れから環境・文化・芸術、そして産業のイノベーション、アジアとの交流、経済的な結び付きといった多様

な要素を、複眼的にとらえて都市づくりを行っていく必要があるというようなご指摘がありました。

第2部のパネルディスカッションでは、4名のコメンテータを交えてお話をさせていただきました。韓国

中央大学のリー先生からは、韓国の状況に照らして、アジアにおいては開発をまだまだ進めなければいけ

ない状況があり、それと並行してやはり都市の文化というものも再生をはかっている。ヨーロッパのよう

に時間をかけて成熟されたものとは異なり、新たな開発都市づくりと、都市文化の成熟というものを同時

並行的に進めていく必要があり、そこに難しさを抱えているというご指摘がありました。これに対して、

日本においても同じ状況であり、大きなビジョンが必要であるというような回答がなされました。

横浜国立大学の北山先生からは、やはり機能主義的な都市づくりというものが1960年代ぐらいに構想さ

れ、それがここ数十年、日本においては市場主義、経済理論優先で都市づくりを行ってきたものの、いま一

度人間中心の都市づくりに主眼を置き直す必要があるのではないかという指摘もされました。

アメリカのシリコンバレー在住のフリーランス・ジャーナリストの瀧口さんからは、アメリカにおいては、

むしろ民間が中心になってこういった文化的な活動が行われているが日本において、そういう文化的な

活動に対して公共が積極的に支援する必要があるかどうか、もう一つ考えるべきではないかというご指

摘がありました。これに対して、ヨーロッパや日本においては、やはり単純に市場経済主義で文化的な活

動というのが振興されていくという状況にはないことから、いま一度そういったものを支援していくこ

とが必要であり、それは単に文化だけではなく、経済の振興にもつながるというような回答がされました。

最終的な結論としては、次の3点です。第1点目はこういう時代の転換期にあって、都市の大きなビジョン

が必要である。それは単なる市場経済主義から脱却して、人間を中心とした都市の全体像をとらえた長期

的な展望が必要であるということ、その中で、都市の文化戦略というものが非常に主要な課題であること。

第2点目に、そういったものを空間的に統合していく試みが必要であろうということ。第3点目に、多様な

主体の交流の中から都市文化は生成されるのであって、単に文化施設をつくればいいというものではな

い。交流を生み出すようなオープンで公共的な空間をつくっていくこと、それこそが都市文化の生成につな

がるのではないかという点です。以上3点を確認しました。これで、Ⅲ－2の報告を終わらせていただきます。

おおよそ延べ20時間にわたるディスカッションを1時間に報告したため、とらえづらい面もあったかも

しれませんけれども、これを基に後半続けていきたいと思います。よろしいですか。

（鈴木）ありがとうございます。
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フリーディスカッション

（鈴木）最後のセッションになりますので、頑張っていきたいと思います。

今回の国際会議のさまざまな分科会の報告を聞いていく中で、幾つか共通して出てくるトピックに焦点

を当てて、議論をしたいと思います。横浜ではこれまで2002年ごろから創造都市というものに関しての

議論が始まり、2004年から実際のさまざまな事業が展開されてきました。現在、開始後5年間を経過し、

そろそろ次なるステージ、展開というのを考えなければいけない時代に来ています。また、世界的な創造

都市の状況というのを見回してみても、いわゆるリーマンショック以降の景気後退というのは、少し都市

の在り方あるいは産業の在り方、それから文化の在り方というものを考え直すという段階に来ているの

かなとも考えられます。これからのディスカッションを通じて、今後の創造都市の展望につながるような

ご意見を賜れればと思います。

それでは最初に、分科会を通じていろいろなところで出てきた、市民と創造都市、あるいは市民と創造性

といった点について、松尾さんからコメントをいただけますでしょうか。

（松尾）市民と創造性ということで、私の中でそれを「クリエイティブな人材づくり」と言葉を置き換えさ

せていただきます。産業に直結するような人材育成という意味ではなくて、むしろ芸術文化と都市とを直接

結び付けてきたような今までの視点から、より芸術文化を人と結び付けていくという視点からお話します。

私たちの分科会の中で、ユネスコのリンディさんもおっしゃっていましたが、クリエイティブシティを教

育の場と使うべきであり、アートの力でゆっくり豊かに育つような教育あるいは学びということを考え

なければいけないと思います。

そこで3点申し上げたいのですが、1点目、新しい学びや教育のことを考えたときに、ほかのセッションで

も出ましたけれども、行政はプラットフォームづくりに徹するべきで、そういう枠組みを仕掛け、そこに

既に活動しているNPOや芸術団体など、市民が積極的にかかわっていくような受け皿をつくっていくべ

きである。既に教育の分野では、そういうところが動きだしています。

もう1点、教育という視点からは、地域というのをよく知らなければならないということです。子どもの

育ちに関する課題を考えるには、地域つまり人そのものを知らなければならないと思います。

最後に、現在クリエイティブシティの活動が行われている地域は、横浜市全体の6％ぐらいしかないわけ

ですが、教育や学びというのを考えたときに、その6％では足りません。中心部だけではなくて、横浜市の

周辺部へ向かっても目を向けることが必要だと思っています。

（鈴木）ありがとうございます。吉本さんにお聞きしたいのですけれども、吉本さん自身は創造都市の取組

に当初からかかわられていて、そういった流れの中で、市民とクリエイティビティというものをどのよう

に考えられていたか、あるいは今後について、コメントがあればお願いします。

（吉本）私がコーディネータをさせていただいた分科会では、アートと教育の話も出まして、アートによる

教育は、決してアーティストを育てるためではなくて、市民の創造性を育成するということが非常に重要

だという意見が出ました。

市民と創造性ということで、議論の中から重要だと思うポイントをご紹介したいと思います。創造都市と

いうのは創造界隈もそうですけれども、アートの持つクリエイティビティというのが、市民社会のさまざ

まな場面に、それは市民の創造性でもいいと思うのですが、インパクトがあるということでいろいろな取

組が行われていると思います。

ディスカッションの中で、アートに社会的な意義があるということを前面に出すとアーティストはつら

いという意見が出ました。どういうことかといいますと、これはBankARTの池田さんが発言されたので

すけれども、「アートそのものにクリエイティビティがあると私は考えていない」と、池田さんは断言した

のですね。どういうことかというと、アートに触れたことで周りの人にクリエイティビティが生まれるこ

とが重要だということを力説されました。

同じような論点で言いますと、アートに社会的な価値があれば、当然それに対して社会的なニーズが生ま

れ、それに対して経済もついてくるというような議論があった一方で、それがあまりに進み過ぎると、
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アートが手段として利用されるということが起こってくる。実はこの議論というのは、今、芸術の価値や

文化政策などの分野でよく行われる議論なのですけれども、アートのクリエイティビティが重要で、それ

が市民のクリエイティビティに結び付く、これは事実であるが、あまりそのことばかりに片寄ってはいけ

ないのではないか。つまりアートがそういう形で利用されるということに対して、アーティストはある意

味で抵抗を示すことも必要ではないかというようなディスカッションも行われました。

これを受けて、マーガレット・シューさんに最後にご発言いただいたのですけれども、“art for art’s 

sake”という言葉があります。アートのためのアート、つまり何のために役立つか分からないけれども、

アーティストはこれが重要だと思ってやっていることですよね。ほかの人には意味がないと思えるかも

しれないけれども、やっている。だから、意味のないことこそに重要性があるというか、意味のないことを

やるということにクリエイティビティがあるという、その価値をすごく重視した上で、その周辺に教育や

産業、市民のクリエイティビティを涵養することなどに結び付いていくことがあるのだと。だから、両方

の価値を見失わないようにしないといけないという発言をマーガレットさんからいただきました。です

から市民と創造性ということを考えるときに、市民とアートというものの関係もそうですが、いろいろな

考え方があるので、あまり短絡的に考えずに、そこに多様なかかわりがあるということ自体が創造的だと

いうことを認識しなければいけないのではないかと思います。

（鈴木）ある意味、いろいろな形を許容する。これでなくてはいけないという教条主義的にならずに、いろ

いろな形を許容するということも重要ですね。

（吉本）そのとおりだと思います。

（鈴木）白土さんのセッションではちょっと方向性は違いますが、市民とのかかわりについて議論された

と思うのですが。

（白土）今の吉本さんの発言を、少し角度を変えてお話ししたいと思います。

私たちのセッション、あるいはほかの今日のご報告を伺って感じたことなのですけれども、「あなたはク

リエイティビティがありますか」というクエスチョンを、行政の方、市民の方に突き付けると、苦しい選択

になって、「ない」と答えてしまったりする人が結構多いのではないかと思うのですね。それは、クリエイ

ティビティというものを非常に特殊な才能とか、デザインするセンスとか、非常に限られた人が持ってい

るようなものと解釈してしまうからではないかと思うのです。

よく今、環境で生物多様性（バイオダイバーシティ）というのが話題になっておりますが、私はクリエイ

ティブもダイバーシティ、クリエイティブ・ダイバーシティというものがある、創造性も多様であってい

いと思うのですね。ですから、例えば横浜という都市の良いところを見つける、愛着や誇りを持てるとこ

ろを見つける、あるいは駄目なところを見つける、未来を見つける、そういうセンスもクリエイティビ

ティだし、それをデザイン力で形にしてみせる力もクリエイティビティだし、実行しようとすると必ず壁

にぶち当たる、いろいろなお金や組織やいろいろなこと、それを突破する工夫もクリエイティビティだし、

それをマネジメントして運営していく、組織をつくれる人もきっとクリエイティビティだし、それを内側

や外側に向かってコミュニケーションして、みんなが思っていることを共有させていくということがで

きる人も、クリエイティビティを持っている。

その異なる才能というものをどうやって集めて、それでお互いを尊重しながら集めて、力を合わせるよう

な場、あるいは主体、仕組み、組織というものをつくって、その人たちで運営していけるかということが非

常に大事である。組織やジャンルを越えて、才能や、いろいろなクリエイティビティが集まって、それが一

つの形、一つのプロジェクトとして動きだしたときにやはり大きな変革が起こるのではないかなと思い

ます。

今日われわれの分科会は、いろいろなクリエイティビティがあると確認できたところまでは素晴らしい

前進だと思っているのですけれども、あとは、それを本当にどうやって組み合わせて、現実の原動力にし

ていくかということが問われているのかなと思いました。
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（鈴木）午前中のセッションでも、やはり林市長の方から、市民の生活が豊かになるといったことをきちん

と考えなければいけないというご指摘もありました。無論、創造都市の取組をやっていく中で、そういっ

たことを無視していたわけではありませんが、やはり何度もアウトリーチの必要性、市民にきちんと理解

してもらうこと、それから市民の生活が豊かになるということを考えなければいけないという議論はた

びたびあったように思います。その点について、川口さんからコメントいただけますでしょうか。

（川口）私はアートと何々と対比するということは、やはり二元論になっていくのかと思っていまして、

アートと福祉、アートと生活とか、こういうふうに対比するものではないと思うのです。BankARTで地震

EXPOというのをやりましたけれども、そのようにアートというのはどこでも一体となって、そして福祉

というのは単に与えるもの、与えられるものではなくて、そこに価値を見いだすものがアートというよう

なものになっていくのかなと思っています。

そういう意味では、アートというのはもっといろいろなものを包括するものであってもいいと思います

し、黄金町などを見ますと、よく「アートをツールとして使うのではないか」と言われますけれども、しか

し、アートが街を変えるパワーになっている、それで、いろいろなものとも結び付いていく。それには、

アーティストがどれだけ思いを込め、ポジティブな面で状況に向かっていってもらえるかが重要であり、

最後はそういう人の成り立ちに戻っていくのかなと思います。

（鈴木）ありがとうございます。それでは、横浜の創造都市の取組の中でも、非常に課題となっているので

すが、創造産業をどう横浜に定着させていくのかといった点について少し論点を移したいと思います。橘

田さんの方から、まずは口火を切っていただけますでしょうか。

（橘田）先ほど白土さんがクリエイティビティは何ぞやということで、非常にいろいろなプロセスや断面

でクリエイティビティがあって、それは特殊な人の才能ではないのだよというお話がありましたが、私た

ちの分科会でもメインの話題でした。物をつくる以外のさまざまな断面に表れるクリエイティビティに

対して、一人で対峙する、一つの企業で対峙するのではなく、それがネットワーク、もしくはアライアンス

をするためのプラットフォームが必要です。実際、行政にお願いしたいことなのですが、仕組みはできて

いるようなのですが、どうも才能のあるいろいろな人材や事がうまくかみ合わないというジレンマもあ

り、なかなか具体的な話にまではなっていないと思うのです。

一つ、私が考えているのは、横浜というのは、東京の次に大きな町というイメージに引っ張られて、行政の

方々も、今までは大きな産業を持ってきて、税収がガッと増えるという期待もあったと思います。それも

結構なのですが、地元企業も含めて私たちもそうですが、非常に小さい商い、小さい仕事の中で、これから

はクリエイティブする喜びがつなぎ合って、成功していく楽しさのようなものをもっと感じられる時代

にしたいと思います。たくさんもうかるのではなくて、少しもうかって、みんな合わせると意外とたくさ

んもうかったねと、そんなところを見いだすためにはすごくクリエイティブというか、デザインの力が必

要で、自分だけではできないというのを痛切に感じています。

それは横浜の中だけでもなくて、アジアや、海外からでもいいです。ノウハウのある人にちょっと力を借

りて行うという、中小の力をもっとパワーアップするリーダーにどうも横浜はなれるのではないかなと

いう期待がありまして、今いろいろな方とこれからアライアンスをしていこうと思っているのです。

実は、白土さんの分科会の中で出ていた提案の中の、新しいインフォメーション・センターの話はすごく

興味があって、一瞬ちょっと公共的なイメージにとられがちですが、実は産業と非常につながるので、そ

のようなものをご提案いただいた皆さん方と一緒にうまくできないかなと考えていました。

（鈴木）今のような話というのは、初日に、パネルディスカッション1のコーディネータの加藤種男さんが、

コンパクトな経済、いわゆるワールドワイドの経済ではなくて、小さな地域の中でさまざまな人と産業が

結び付き合いながら新しいものをつくっていくであるとか、新しいビジネスが創造されていくといった

ことにも通ずる話だと思うのですね。恐らくそういう試行錯誤の中から、また新しい、ビジネスコミュニ

ティだけではない、何か社会のイノベーションが始まっていくのかなとも思います。

Ⅲ－1の岡部さんのセッションでも、そういったコミュニティビジネスに関連するようなお話が出たと
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思うのですけれども、コメントをいただきましょうか。

（岡部）大体、ソーシャル・エンタープライズにかかわるパネリストが多かったと思うのですけれども、初

めは皆さん、それぞれの人たちが何か社会の問題や地域の問題に対して、何かおかしいぞ、何かやらなけ

ればというようなところから活動が始まったと思うのです。それがだんだんと成長していく中では、多様

な団体、例えば財団、大学、企業、行政、そういうところと一緒になって活動を持続させていくというよう

な、「形」が見えていたのです。

それは財政面でも少しそういう形も見えていたと思いますし、専門的なスキルを提供するとか、韓国の例

だと、共に働く財団では企業とかなりコラボレーションをしている例なども教えていただいていたので

すが、企業とコラボしやすい方法にどう持っていくかという、中間的な役割をするアプローチ、仲介役、後

押し役が非常に必要だろうと感じました。市民の人たちや僕たちのように主体となる人たちが、クリエイ

ティブになっていくことで、人々がさらにクリエイティブになっていくことができる。これからは、アク

ションを起こしたものを育む役割が必要になっていくと全体を通して感じました。

（鈴木）ある意味で、社会を動かしていくさまざまなセクターというのは大きな企業が中心に動かしてい

たようなところがあると思うのですけれども、近年、社会学やさまざまな分野で言われているのは、地域

を再生していくときには、小さくとも何か目的性をはっきり持ったプレーヤーが相互に関係しながら地

域をつくっていく方が、変化に対して柔軟に対応できるのではないかというような指摘もあるのです。そ

れは恐らく、ビジネスについてもそうで、ただ単純に一つの物をつくるというプロセスが大きな企業の中

で完結するのではなくて、いろいろなさまざまなクリエーターやビジネスの担い手たちとつながってい

く形というのが必要なのではないかと思います。そういう場として「プラットフォーム」という言葉が幾

つかの分科会で出たと思います。川口さん、これまでどのように考えてこられたかいかがですか。

（川口）私も多様な形の動きが出てくるのが一番いいと思っていますし、例えばNPOの成立も、運動体と

いいますか、事業によって随分違うのかなと思っています。例えば黄金町などにはわれわれはかなり支援

をして、地域というものを一生懸命に変えようとしてきています。でも岡部さんがやっている寿町につい

ては、われわれはなるべく手を出さないようにして、幾つかのグループがあの中で自主的に運動していく、

それを静かに支援していくという形を取るのが一番いいのかなと思って、そうしています。

NPOの中でも、例えばBankARTは一つの成果を挙げて大きくなって、力をつけていっていますし、また、

そういうふうに成長することを拒否するNPOもいます。そういう意味では、NPOはそれぞれの思いで

NPOをつくって、活動していますので、その思いをわれわれはきちんと生かすというのが、一つのやり方

と思っています。

様々なやり方があり、その中で共通するものは何なのか、そこをNPO同士で話し合うことによって、プ

ラットフォームを自分たちでつくり出し、行政はそれに対してできるものを支援していくという形でな

いと、プラットフォームとして成り立っていかないのかなと思います。

（鈴木）最近、横浜でも、もう少しビジネスを育てる、インキュベートしていく。それはある意味では、ただ

単純にクリエーターだけではなくて、環境ビジネス、ソーシャルビジネスなど多様な試みがある中で、そ

ういう担い手を育てていく必要性があるのではないかという議論もあると思うのですが、川口さんはど

のようにお考えなのでしょうか。

（川口）先ほどから聞いていて、まず私がやりたいのは、創造産業といっても、決して大きなものをつくり

出す、大きな産業を誘致するということではなく、やはり地域と結び付いた、そして横浜の中でのクリエ

イティビティを発揮できるような産業は何かと思っています。それは、横浜の地域と根付いた産業とわれ

われが、またアーティストが結び付いて、一つの創造的なものをつくっている。先ほどの大きなものでは

なくて小さなものというのは、そういう小さな循環が幾つも成功して重なっていくことによって、それが

大きなうねりになっていくというようなことが一番大事かと思っています。いきなり何か大きなものを

ポーンとつくるというようなことは、われわれとしてもやってはいけないことだなと思います。 
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（鈴木）白土さん。

（白土）今のことに少し関連して、その都市にいるいろいろなセクターが協力していくというときに、

NPOや行政の方も、そして大学、大企業。例えば大企業、世界に冠たるソニーなどは、創業したときは「大

きな会社になって、大もうけしよう」などと設立趣意書には何も書いていないのです。「豊かな技術をつ

くって、楽しい工場をつくって、社会に役立つものをつくろう」、それだけ見るとNPOではないかという

感じさえするのです。

つまり、小さいところから始めた志というのはみんなあるはずです。大企業にも最初の志、NPOにも志が

ある。大学にもひょっとしたら理念がある。そういうものをもう一回きちんと確認すること、クリエイ

ティビティをどういう方向に向けてみんなやっていこうかという方向性が共有できれば、つながってい

ける、組み合わせのもとになる、つなぐ糸のようなものがはっきり見えてくる。それが大きい固まりにな

りますと、協働のエンジンを生み出していけるのではないか。それにはやはり、志をみんながそれぞれ

持っておいて、表明し合うということがすごく大事なのではないかと思います。

（松尾）その志を評価するというポイントで、もう一つ付け加えさせていただきたいのですけれども、先ほ

ど川口さんが「プラットフォームは行政が用意してあげるものではない」とおっしゃられました。もちろ

んそうなのですけれども、志を同じくするところで、行政もNPOも変わらないと私は思います。むしろ

NPOの方が、課題解決に向けて対象者に近くてよく見ているというところを、お互いいいところを学び

合いながら、フラットな関係をつくっていくというのがこれからとても大事ではないかと思います。

（鈴木）ある意味では多様なプレーヤーが関係し合いながら、この横浜という地域を舞台にして活動して

いくという構図は、実はこの創造都市を始める以前から展開されてきたわけです。横浜の都市デザインと

いうのも、地域の組織と密接にかかわりながらやってきました。ただ、創造都市の取組を始めてから、さま

ざまな文化の担い手、あるいは新たなクリエーターの人たちというのが流入して来つつあって、それに

よって地域社会が徐々に活性化されつつあるというのが現状だと思います。そういう意味では、これから

は、より幅を広げてさまざまな要素を取り込んでいく必要もあるだろうし、例えば環境ビジネス、あるい

はソーシャルビジネスなど、もう少し多様な展開が可能になってくるのではないかというような、なにが

しかの期待感はあります。

吉本さんにお伺いしたいのですが、吉本さんはこの構想の当初からかかわっていて、構想の成長ぶり、成

果あるいは課題というのをかなり詳しくご存じだと思いますので、少し、今回の分科会の議論を総括する

ような形も含めて、吉本さんの今後に対する展望やご意見をいただければと思います。

（吉本）何か責任重大ですね。この創造都市の取組は確か2003年に、午前中のパネルディスカッションの

進行をされた北沢先生を座長にする委員会ができ、都心部を文化で活性化させよう、観光を呼び込もうと

いうことで始まったと私は記憶しています。そこでの議論が、当時出てきていた創造都市という概念に非

常に近いということで、横浜市が「創造都市」という考え方を政策に掲げようということになったんですね。

その「創造都市」という言葉を最初に提唱されたのは、皆さんご存じのとおりチャールズ・ランドリーさん

という方で、横浜市にも何度も来ていただいております。何年か前にチャールズさんがいらしたときにお

話しされていたことで、大変印象に残っていることがあるのですけれども、世界各地で同じような取組を

やっているところが増えてきていて、「今や、政策に行き詰まった世界中の都市が、まるで呪文を唱えるよ

うに『創造都市』を政策に掲げている」とおっしゃいました。

しかし横浜のこの5年間を振り返ってみると、確実に変わったことがたくさんあると思うのです。創造都

市横浜推進委員会でも今いろいろ議論していますが、今の状況で議論すると、例えば産業振興になかなか

結びついていないとか、都心部の開発をこうやったらいいのではないか、あるいは創造界隈だってもっと

たくさんつくるべきだと、常に前向きな議論ばかり起こるのですが、今度の国際会議で、5年前から振り

返ってみると、5年前にはBankARTもなかったし、「急な坂」もなかったし、そのときと比べてやはり確実

に前進していると思うのですね。そのことで横浜市の中にある種の創造性というものの価値観というか、

そういうものの種がまかれたということは間違いのないことだと思います。
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ただ、だからといって、5年間で成果が出たからそれでいいというわけでは決してなくて、クリエイティ

ビティというのは、常にそれまでのことをある意味で打ち消すというか、乗り越えて新しいものを生み出

していくということ自体がクリエイティビティの本質だと思いますし、現状で課題がないところにはク

リエイティビティは生まれないというか、発揮のしようもないと思うのです。今回この国際会議が開かれ

たということで、この5年間を振り返って、次のステップを見つめたときに、非常に大きなターニングポ

イントを、横浜市は迎えているのではないかと思います。それは開港150周年というタイミングでもある

し、市長も代わり、何かすべてが今からまた新しく始まる。だからこれまで取り組んできた5年間という

のは、むしろ創造都市に向けた助走期間ぐらいの感じで、ますます新しいことにチャレンジしていってほ

しいと思っています。

そのときにもう一つ、川口さんがいらっしゃるので申し上げにくいのですけれども、創造都市事業本部と

いう、横浜市の推進機関というか、組織の方々はもう本当にいろいろなことにチャレンジする精神にあふ

れています。それでもすべてが行政主導でできたかというと決してそうではなく、そこにアートNPOな

どをいろいろ巻き込みながら、あるいは民間企業と協議会をつくりながら、いろいろな形でスパイラルの

ようにクリエイティビティの輪というのは広がってきています。例えば、市の財源だけでは足りないとな

ると、NPOは文化庁や企業からいっぱいお金を集めてくるのです。つまり横浜市は、少ない予算でこんな

大きな事業ができているという意味でも、非常にクリエイティブなことが起こっているのではないかと

思います。ですから、この動きをさらに、この国際会議をきっかけに、より大きなものにしていってほしい

と思います。

（鈴木）では、これに答える形で川口さんからコメントをいただけますでしょうか。

（川口）励ましていただいたのか、批評していただいたのかよく分かりませんが、私も、この創造都市とい

う政策を始めたときからずっと課題があって、やはり創造都市というのは何なのだろうということを

思っています。それはいろいろな世界の創造都市、クリエイティブシティというものを見れば見るほど、

創造都市というのは何なのだろうとずっと思い続けています。

それはどういうことかというと、やはり都市の成り立ちというのは、その都市によってすべて違いますし、

その都市の望んだ創造都市というのは、またその都市が幾つもあるごとにすべて違うのかなと思ってい

ます。そういう意味では、今まで5年か6年目なりましたが、走ってきたような創造都市の形成ということ

が、今までの過去を振り返って、本当にどういう成果があったのかというようなことを、この国際会議に

私は参加させていただいて、ずっと考えておりました。

今、吉本さんが言われたように、幾つかの確実な成果もありますし、できなかったこともたくさんありま

す。そういう意味では、ここで今までのことを総括して、次の50年か150年に向かって、やはり創造都市

というものをより確かなものにしていきたいと思っております。また、そこで目指す創造都市も日々変

わっていくのかなと思っていまして、そういう意味では、今回打ち出したことは、文化芸術ということ、ま

ちづくりということ、そして創造産業という三つのことをうまく連関させることによって、一つの新しい

創造都市という概念をつくり出したいと思っております。そういう意味では、今までに議論していただい

たことが、その中でわれわれの目標の一つとしてとらえていきたいと考えております。

（鈴木）最後、私の方からも一言だけ言って締めとしたいと思います。創造都市とは何であるのかという議

論は、よく委員会や市民の間でも議論されています。あるいは学者の中でも、創造都市と非創造都市の違

いは何だというような話があるのですが、私はそういった議論というのはあまり意味がないと思ってお

りまして、何か今までの状況を打破するような、領域を越えた試みを行っていくこと、そのプロセスこそ、

創造都市的な取組ではないかと考えております。そういう意味では今回、国際会議でたくさんの方をお招

きして、議論を闘わせていただきました。この議論、対話こそ、創造都市のプロセスの一部ではないかと考

えております。これにて、分科会全体の取りまとめという形とさせていただきたいと思います。分科会を

担当されたコーディネータの方々には、会議の企画の段階から非常に骨を折っていただきました。あらた

めて、コーディネータの先生方に拍手をいただけますでしょうか。
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