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平成 29年 4 月 

 

自由民主党神戸市会議員団 

  



北米視察報告書 

 

１．概要 

神戸インターナショナルクラブ バンクーバー支部設立に際して、バンクーバー市を訪

れた。また、シアトル市へは、姉妹都市提携６０周年を記念して、議会間の覚書締結に

向けた事務的な最終協議をするために訪問した。さらに、サンフランシスコ市へは、Ｉ

Ｔベンチャー発祥のシリコンバレーを中心に視察をし、ロサンゼルス市へは、全自動化

されたロングビーチ港を中心に視察を実施した。 

 

２．期間 

平成２９年４月９日（日）～２１日（金） 

 

３．出張先 

アメリカ合衆国（バンクーバー市、シアトル市、サンフランシスコ市、ロサンゼルス

市） 

 

４．訪問者 

坊やすなが、吉田健吾 

 

５．主な日程 

４月 ９日（日）成田空港発、バンクーバー国際空港着 

      神戸インターナショナルクラブ バンクーバー支部設立総会 

および懇親会 

４月１０日（月）バンクーバー市内視察 

        バンクーバー国際空港発、シアトル・タコマ国際空港着 

 ４月１１日（火）シアトル市副市長表敬訪問 

         シアトル市議会議長との協議 

         姉妹都市協会とのミーティング 

         シアトル市内視察 

 ４月１２日（水）兵庫県ワシントン州事務所表敬訪問 

         神戸シアトルビジネスオフィスのヒアリング 

         在シアトル日本国総領事表敬訪問 

 ４月１３日（木）シアトル市内視察 

         シアトル・タコマ国際空港発、サンフランシスコ国際空港着 

 ４月１４日（金）シリコンバレー視察 

         福岡県サンフランシスコ事務所表敬訪問 



         ＣｈａｔＷｏｒｋｓ社ランチミーティング 

         シリコンバレーＩＴ懇親会 

 ４月１５日（土）日本経済新聞社駐在記者ランチミーティング 

         サンフランシスコ市内視察 

神戸インターナショナルクラブ シリコンバレー支部意見交換 

 ４月１６日（日）吉田弁護士意見交換 

         サンフランシスコ市内視察 

 ４月１７日（月）５００ｓｔａｒｔｕｐｓ訪問・ヒアリング 

         サンフランシスコ市役所への訪問・ヒアリング 

         ＪＥＴＲＯサンフランシスコ事務所ヒアリング 

         サンフランシスコ国際空港発、ロサンゼルス国際空港着 

         在サンフランシスコ日本国総領事館表敬訪問 

４月１８日（火）ロングビーチ港視察 

        ロサンゼルス市内視察 

 ４月１９日（水）在ロサンゼルス日本国総領事表敬訪問 

 ４月２０日（木）ロサンゼルス国際空港発 

 ４月２１日（金）成田空港着、成田空港発、伊丹空港着 

 

 

６．内容 

（１）バンクーバー市（４月９日～４月１０日） 

＜４月９日（日）＞ 

  〇神戸インターナショナルクラブ バンクーバー支部設立総会および懇親会 

（１８：００～２１：００） 

    現地日系人コミュニティーのお世話をされているゴードン門田氏をはじめとする

バンクーバー在住の神戸にゆかりのある日系人・日本人の方々１２名と懇談をし、

カナダで初めての神戸インターナショナルクラブ バンクーバー支部の立ち上げを

おこなった。バンクーバー都市圏には約３万人の日本人がおり、バンクーバー港は

カナダ最大で、北米でも最大級の取扱高であり、バンクーバーは神戸にとっても非

常に親しみのもてる街である。こちらからは神戸インターナショナルクラブがアメ

リカで４ヶ所、フランスで１ヶ所設立されており、カナダでは初めての設立になる

ことを説明した。そして、各神戸インターナショナルクラブの活動状況について説

明をし、地区の状況により、様々な活動を展開して頂いていることから、まずは、

神戸から送る情報をもとに周りに発信をしてほしいと、できる範囲での活動を依頼

をした。神戸市シアトルビジネスオフィス染谷所長から設立について賛否の確認を

し、全員一致で設立をして頂くことができた。そして、皆様にご快諾をいただき、



世話人としてオラーマックレー真理枝氏が選出された。 

その後の懇親では、当日、ご出席の方々以外にも、神戸インターナショナルクラ

ブへの参加呼び掛けを依頼した。また、参加者へは神戸市のポスターならびに、英

語パンフレットなどをお渡しし、お勤め先や友人・知人への広報を依頼した。 

    この他にも短期ステイの滞在先の斡旋事業や留学生のコーディネーターなど、

様々なお仕事をされている方も参加されていたため、カナダへの留学事情について

も意見交換をおこなった。特筆すべき内容では、英語圏の中で治安や情勢が安定し

ている面と、話されている英語に癖が少ないことが、留学を決める要因になってい

る。今後、大学生を中心とした若者には国際的な感覚が必要である。その感覚を養

うためには留学をすることが必要不可欠と考える。神戸市外国語大学など、関係大

学を中心にカナダとの交流ができるような取り組みを進めたい。 

  

 

＜４月１０日（月）＞ 

   ○スタンレーパーク視察（１１：００～１２：３０） 

     スタンレーパークはバンクーバー最大かつ最古の公園である。また、カナダ国

定史跡にも認定されており、水族館やトーテムポールなどがある。園内には１周

約９キロのシーウォールと呼ばれるコースがあり、ジョギング、自転車、ローラ

ーブレードなどで利用ができる。当日は生憎の小雨だったが、ジョギングやウォ

ーキングを楽しんでいる市民や観光客で賑わっていた。 

     この公園内には９つのトーテムポールが設置されている。土台はコンクリート

などで、腐食を防止していた。また、９つの内８つは立ち入りが禁止エリア内に

設置をして、直接触れることはできないようにしていた。 

神戸には１９６１年（昭和３６年）にシアトル市から寄贈されたトーテムポー

ルが花時計広場にあったが、２０１５年（平成２７年）に撤去され、現在は森林

植物園に移転している。神戸っ子なら一度は見たことのある市民に親しまれてい

たトーテムポールの存在は、観光にも役立っていた。トーテムポールは部族ごと

に彫刻が異なり、また、表札の様な用途から墓標まで、様々な意味が込められて



いる。神戸市民として共有できるシンボルとして、観光客の名所として、今後、

再度トーテムポールが設置されることを期待する。 

  

  

 

（２）シアトル市（４月１０日～４月１３日） 

＜４月１１日（火）＞ 

〇シアトル市副市長表敬訪問（１０：３０～１０：５０） 

    キム副市長を表敬訪問した。坊副議長より、訪問の受け入れ、姉妹都市提携６０

周年の友好交流、そして本年１月１６日に神戸ベルに於いて、阪神・淡路大震災の

集いを開催してくれたことに感謝とお礼を伝えた。また、１９６１年（昭和３６年）

にシアトル市から寄贈されたトーテムポールが朽ちてきたため、森林植物園のシア

トルの森に移設していることを写真を見せながら説明をした。キム副市長からはト

ーテンポール自体はアラスカの先住民族のものなので、そえに代わる「Ｗｅｌｃｏ

ｍｅ ｆｉｇｕｒｅ」というシアトルの先住民族のものを送る心づもりがあると返事

があった。 

    また、坊副議長よりＩＣＴ技術の進展により、世界の距離感が近づいているため、

文化交流から１歩踏み込んだ人材交流やビジネス交流などにも力を入れてほしいと

の要望に対して、キム副市長より同意をもらった。 



  

 

〇シアトル市議会議長との協議（１１：１０～１２：００） 

ハレル議長ならびにサリー議員を訪問し、覚書締結に向けた調整ならびに意見交

換をおこなった。最初に坊副議長から訪問の受け入れ、姉妹都市提携６０周年の友

好交流、そして本年１月１６日に神戸ベルに於いて、阪神・淡路大震災の集いを開

催してくれたことに感謝とお礼を伝えた。あわせてハレル議長の祖父母の出身であ

る熊本の震災に対してお見舞いを伝えた。その後、池田議長からの親書を手渡し、

覚書締結に向けた最終協議を実施した。神戸市会とシアトル市議会との覚書締結を

５月に神戸市会で調印することで合意した。 

また、トーテムポールについても現状をご説明し、キム副市長との懇談内容を伝

えた。その他にも、今後の経済、文化の交流などについて意見交換をおこなった。

５月に来日される際に、再度、お会いすることを約束した。 

その後、オフィスならびに議場を見学した。職員の子どもたちが親の職場を見学

するイベントを開催しており、子どもたちが興味津々にいろいろなところを見て回

り、記念撮影をしていた。また、日本の地方議会とは異なり議員定数が９名と少な

く、１人ずつに広いオフィスと複数人のスタッフがいる体制であった。 

  



  

 

〇姉妹都市協会とのミーティング（１２：３０～１４：００） 

姉妹都市協会会長のエリクソン氏、シアトル港のカーリン氏、シアトル市ステイ

シー部長を交えてミーティングをおこなった。シアトルからの訪問団の来神は５月

１８日より２３日の５日間の日程であることを伝えられた。１９日土曜日の日程が

決まってないなど、準備が少し遅いので協力すると返事をした。また、１９日は神

戸まつりの前日で、各区のお祭りが開催されており、灘区では伝統的なだんじりが

パレードに参加する旨も伝えて、日本の文化に触れていただく提案をした。日程を

調整し、パレードの参加検討を約束した。 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｆｉｇｕｒｅについては作成に時間を要するため、５月来神の際

には受け渡しができないとの報告を受けた。神戸側としても、シアトルからのご厚

意であるため、時間に関しては特にお願いはしないものの、設置場所などについて

は以前の花時計の裏が良いのか、十分に検討する必要がある。 

この他に、以前は活発におこなわれていた、職員の人材交流が途絶えていること

については残念なことであるという共通の認識を持つことができた。今回のミーテ

ィングメンバーのうち２名は神戸市で働いたことがあり、その縁でこの訪問につい

ても格段のご協力をしていただけてる。これから、いち自治体としても国際的な観

点がますます必要になることから、急な展開にも対応できるよう、人材の交流は積

み重ねていく必要がある。 

 



 

〇Ｐｏｒｔ ｏｆ Ｓｅａｔｔｌｅ議員表敬訪問（１４：１０～１４：２０） 

    シアトル港議会議員のクレイトン氏を表敬訪問した。シアトル港には組織として、

最高経営責任者の上に議会があるという構造になっており、議員は市民から直接選

挙で選ばれる。同氏は在任年数が最長となり、シアトル港神戸港友好４０周年の際

にも来神されている。 

クレイトン氏はシアトルからの訪問団の一員として来月来神される。神戸開港１

５０周年レセプションへの参加協力することを表明された。こちらからは今後も、

シアトル・神戸両港の更なる協力体制の強化を提案し合意した。 

 

 

〇シアトル港オフィス、神戸テラス、神戸ベル視察（１４：３０～１７：００） 

シアトル港オフィスでは、今までに贈った神戸からの友好の品の数々を飾ってい

る。議員のオフィススペースの入口には原口元市長が当時締結した協定書が飾られ

ており、神戸との関係を大切してくれていた。また、シアトル港との姉妹港や友好

港から様々な記念品や記念碑などが設置されてたが、神戸港からの贈り物が突出し

て多く、シアトル港もそれだけ神戸港を大切にしてくれている。 

その他にも、シアトル港事務所は、水産加工場をリノベーションして使用してい

る。天然光を採光しているためオフィス全体が明るく、中央部分にはせせらぎを流

して、気持ちの良い空間であった。働く環境を非常に重視されており、神戸市役所

内の各局の事務ペースについても、職員の働きやすい、また、働きたくなるような

雰囲気にしていく観点も必要であると感じた。 



  

神戸テラスは、隣接するジョン・ウー・ガーデンが貸し菜園のようになっており、

そちら側から入ると、階段の老朽化など、やや不安があった。神戸テラスの敷地か

らは整備がされており、手入れがされていた。神戸と名が付けられていることから、

今後も定期的な手入れを望みます。 

  

  

シアトル・センター内の神戸ベルを見学した。民間団体から寄贈された神戸ベル

はシアトル・神戸両市の友好の証として大切にされており、現地の方々の憩いの場

になっていた。また、センター内に公園があり、日本とは異なった遊具があり、ま

た、カラフルにペイントされたオブジェのような遊具は特に目をひいた。国際都市

である神戸にも、このようなコンセプトのある公園があって良いのではないかと感

じた。 



  

 

＜４月１２日（水）＞ 

〇兵庫県ワシントン州事務所表敬訪問（１０：３０～１０：５０） 

     神戸シアトルビジネスオフィスは、兵庫県ワシントン州事務所を間借している。

日頃のお礼を兼ねて河知所長を訪問した。そして、兵庫県の取り組みやワシント

ン州、シアトル市の現状についてヒアリングをおこなった。兵庫県の様々な特産

品などのＰＲなどをしており、オフィスにもディスプレイされていた。 

 

 

〇神戸シアトルビジネスオフィス ヒアリング（１１：００～１１：４５） 

神戸シアトルビジネスオフィス染谷所長から、現在の取り組みやシアトル市の現

状についてヒアリングをおこなった。染谷所長からはビジネスオフィスの変遷、現

在の業務ならびに実績が説明された。 

現在、シアトルのみならず、サンフランシスコなど西海岸を中心に幅広いエリア

をこのオフィスで神戸市からの職員は染谷所長一人という状況で、日頃のご苦労が

伝わりました。ビジネスオフィスとして、企画調整局の所管で経済を中心に担当を

しているが、文化交流に関しては市長室と現地の姉妹都市協会がその役割を担うこ

とになるが、神戸市側の担当は実質ビジネスオフィスであり、役割が曖昧になるの

ではないかと懸念された。 



 

 

○在シアトル日本国総領事館総領事表敬訪問（１２：１０～１４：３０） 

大村総領事ならびに早坂領事との意見交換を総領事公邸にておこなった。神戸が

一般的なイメージと違い北区、西区と農業が盛んであることを説明した。これに対

して、シアトル市には内閣府が支援する公益社団法人国際農業者交流協会の米国支

部が置かれていることが紹介された。この協会はアメリカやヨーロッパなどの農業

先進国に対して、若手を中心とした農業従事者育成の観点からそれぞれの国へ派遣

し、ホームステイやファームステイを通じて知識、技術、考え方や言語などの生活

習慣を学ぶ機会を提供している。派遣中にはコンペも開催されるので、このような

場に姉妹都市からとして神戸市長賞を創設するなど、神戸が農業にも力を入れてい

ることを示す機会になると考える。 

   また、神戸へ西海岸から観光客を誘致することについては、日米交流の活動をし

ている国際草の根交流センターの草の根サミットが２０１８年はワシントン州シア

トル市で開催され、今後、兵庫県で開催されることもあることから、その際は神戸

市として積極的に協力していくべきと提案があった。このサミットは県単位で開催

地が設定されており、過去２６年間で約４万５千人の参加があった行事で、アメリ

カから多くの参加者が来日する。 

  

 

 



＜４月１３日（木）＞ 

○シアトル市内視察（１０：００～１２：００、１３：００～１３：４５） 

パイクプレイスにある公設マーケット、スターバックス１号店ならびに、焙煎工

場が併設されたスターバックスの視察をおこなった。 

まず、マーケットでは、日本の市場商店街のように日常的な買い物をする方だけ

ではなく観光客で賑わっていた。１階は生鮮三品を中心とした売り場であったが、

魚の陳列や、投げ売りなどのパフォーマンスなどの影響で、人だかりができていた。

観光の観点から考えると、何を売っているかより、どう売っているかが重要と感じ

た。特に入口にある鮮魚店は活気があり、客寄せの効果があった。その他のフロア

はお土産物の販売店やレストランなどがあり、観光客の行きやすい構成であった。 

シアトル市発祥のスターバックがメリケンパーク内に西日本最大級の店舗を開店

したこともあり、スターバックス１号店と焙煎工場が併設されたロースタリーと称

される店舗を見学した。スターバックスは全世界に愛好家がいるため、限定グッズ

を販売している１号店は入場制限がされていた。日本人のみならず、アメリカの地

でも限定グッズや１号店という触れ込みは効果が高いと感じた。また、ロースタリ

ーでも通常の店舗では販売していない種類のコーヒーが販売されいたり、細かな味

の調整ができたりと、特徴のある店舗として賑わいがあった。コーヒーの街でもあ

る神戸として、市内の老舗企業を中心に色々な取り組みがされていることもあるこ

とから、今後も後押しをしていく必要がある。 

  



  

   

（３）サンフランシスコ（４月１４日～４月１７日） 

<４月１４日（金）> 

〇シリコンバレー視察（１０：３０～１１：３０） 

    コーディネーターからシリコンバレーの歴史などの説明を受けながら、シリコン

バレー内の主だった場所を訪れた。 

    そもそもシリコンバレーという明確なエリアの定義はなく、軍事産業の研究拠点

があったことと、スタンフォード大学の研究施設が集積されたことなどから、研究

者が集まるエリアであったことが、今日のシリコンバレーを形作る要因である。独

立して新しいアイデアを出していく環境、新しいアイデアを持った人が入りやすい

環境、この環境いわゆるエコシステムは、この地域の古くからの環境がなければ成

り立たなかった。ｇｏｏｇｌｅやｆａｃｅｂｏｏｋなどの敷地は広大であり、移動

用の自転車が用意されていた。また、サンフランシスコ市内からのバスには後部に

自転車ラックがついており、通勤にはバスと自転車を使うという独特の自転車移動

文化が根付いていた。誰もが気軽に自転車に乗れる環境が整っていることで、近距

離移動は自転車を使うことで、健康や自然環境にも有益である。 

  

 

 



〇福岡県サンフランシスコ事務所表敬訪問（１１：４０～１２：００） 

福岡県サンフランシスコ事務所はＰｌｕｇ ａｎｄ Ｐｌａｙの中にあり、徳永所

長からＰｌｕｇ ａｎｄ Ｐｌａｙ内の案内ならびに概要説明を受けた。 

同施設は元々、ガレージを開放して起業家に仕事をする場所を提供することから

はじまった。その取り組みが拡大していき、現在ではシリコンバレーで一番大きな

オフィスになっている。このオフィスの特徴は、民間企業や国から出資と入居者か

らの賃料収入がある。多数の日本企業も出資しており、金銭のみならず、起業家に

対する講師派遣などの支援もある。現地では、更に多くの日本企業からの支援が必

要であると強く求められた。 

  

  

〇Ｃｈａｔ Ｗｏｒｋｓ社とのランチミーティング（１２：００～１３：００） 

  日本とシリコンバレーを拠点としてるＩＴ企業のＣｈａｔ Ｗｏｒｋｓ社山本社

長とＰｌｕｇ ａｎｄ Ｐｌａｙ施設内でランチミーティングを実施した。 

神戸市の５００ｓｔａｒｔｕｐｓの誘致は、シリコンバレーから見ても高く評価

されていた。現地では１巡目に成功した起業家が、次は投資家として起業家を支援

しており、そのようなサイクルが２巡、３巡と続いて起業家の街としての土壌が醸

成されている。現地には一般的な半導体やＩＴ関連のみならず、デザイン分野や宇

宙産業、さらには農業もある。スタンフォード大学が学科と学科の間に新しい学科

を作ることに表されているように、２つの事柄を混ぜることや、２つの事柄の隙間

にチャンスがあると考えられている。また、成功した起業家の多くは、コンプレッ

クスを持ちながら精神的にタフな人が多いが、日本の最近の企業を目指す若者が持

っていない特性がある。 

行政のベンチャー支援では、規制緩和がよくある手法である。それ以外にも。神

戸市自体が発注者になり、今ある行政課題を解決してくれるベンチャー企業を募る

ことなどができるのではないか。市役所内にそのベンチャーのワーキングスペース

を作るとインパクトのある、起業家支援になる。また、ビッグデータの提供も行政

ができる支援として考えることができる。 



シリコンバレーで成功した会社で自家用車配車サービスのｕｂｅｒがあるが、オ

ースティンでは運転手に対する規制が厳しく、撤退をせざるを得ないような事象も

起こっている。この他にも金融やバイオ分野の規制への対応は難しく、この分野の

専門家のニーズがあがっている。神戸市においては、既存のファッション分野や医

療産業都市としてバイオ分野など、特色ある分野に絞って、総花的にならないよう、

起業家支援をする必要があると考える。 

  

 

 

〇第５回シリコンバレーＩＴ懇親会への参加（１８：００～２１：００） 

Ｃｈａｔ Ｗｏｒｋｓ社が中心となって、Ｐｕｌｇ ａｎｄ Ｐｌａｙ内で定期的に

ＩＴ関係者懇親会が開催されており参加した。毎回、４０～５０人の参加者がいる

とのことだった。 

このような懇親会は様々な場所で開催されていて、情報交換や人脈作りに活用さ

れていた。そして、３０秒スピーチやブース出展などの方法で、自己ＰＲすること

ができる。起業家やベンチャー企業は数多くあるが、そのほとんどが成功すること

ができないので、シリコンバレーでは人脈や情報が、仕事をする上で重要な要素に

なることが分かる。仕事の内容だけを見るのではなく、その人の魅力に対して協力

してく文化があり、その象徴的なイベントであった。 

  



 

<４月１５日（土）> 

〇日本経済新聞社駐在記者とのランチミーティング（１２：００～１３：００） 

    日本経済新聞社シリコンバレー支局兼松記者と、サンフランシスコの経済状況、

スタートアップにおける環境などを中心に意見交換を実施した。 

神戸市が５００ｓｔａｒｔｕｐｓと手を組んだことは現地から見ても高く評価さ

れている。また、自家用自動車配車サービスのｕｂｅｒ社とＬｙｆｔ社についても

詳しい状況をヒアリングした。ｕｂｅｒのような急激な成長ではないものの、堅調

に成長したＬｙｆｔに関しては、山間部において、行政からの支援を受けて、公共

交通の代わりとなるような位置付けで運用がされている。神戸市のみならず、日本

各地で交通にまつわる問題が山積され、国においてもライドシェアの検討が進んで

いる現状から、参考になるスキームを聞くことができた。 

 

   

〇サンフランシスコ市内視察（１３：１０～１４：３０） 

サンフランシスコ市内のカフェと併設されているコワーキングスペース、最新の

ＩＴ技術を用いた家電製品店を視察し、ｕｂｅｒで自家用車を使って仕事をするド

ライバーからのヒアリングをおこなった。 

まず、コワーキングスペースは元々劇場だった施設をリノベーションして、日本

でも注目されているブルーボトルコーヒーと併設されていた。このコーヒーショッ

プと併設されていることもあり、オフィスのイメージではなく、お洒落なカフェの

イメージのコワーキングスペースがあり、会員制で運営されている。無線ＬＡＮは

このコワーキングスペース以外の部分も利用可能で、カフェを利用しならが、パソ

コンを操作している方も多数いる。周辺にもコワーキングスペースがたくさんある

が、差別化されている。 

ＩＴ家電専門店では、日常生活や子ども知育に活用できる商品などが陳列されて

いて、基本的には触れて体感をすることができた。その他にも、一般的ではなく、

一部のユーザーのみを対象にしたような、ニッチな分野の製品もあり、シリコンバ

レーで成功するための隙間を狙う仕事ぶりがうかがえた。 



ｕｂｅｒドライバーは定年退職をしてからｕｂｅｒで仕事をしている方で、旅行

などでお金を使う時だけ、その金額に合わせて仕事をしている。ｕｂｅｒ側からは

安定的な仕事量を求められてはいるが、自由な働き方もできるとのことであった。

このドライバー以外にも、本業の仕事がない日のみｕｂｅｒで仕事をする人や、若

者がアルバイト感覚で働くケースなど、多様なドライバーがいた。また、特徴的で

あったのは、アプリを利用して目的地の登録や決済がおこなわれるため、言葉を交

わす必要がなく、移民されてきた方にとっては働きやすい環境である。利用者とし

ても、言葉が通じなくても安易に利用することができる。 

  

  

 

〇神戸インターナショナルクラブ サンフランシスコ支部との意見交換 

（１７：３０～２１：００） 

神戸インターナショナルクラブ サンフランシスコ支部のみなさんと懇談会を開

催した。日頃からの活動へのお礼をお伝えするとともに、今後、更に活発な活動を

お願いし、あわせて様々な意見交換をおこなった。 

インターナショナルクラブとしての活動については、集まって懇親を深めること

はできるが、具体的に何をどのようしてほしいという要望が神戸市から来ないので、

活動したくてもできない状況があった。今後、神戸市からの情報発信や具体的な推

奨活動などを示してもらえるよう申し入れることを約束した。 



現地、特にシリコンバレーでの働き方について、大きなＩＴ企業がプロジェクト

単位で数年契約の社員を募集していたりする。そこで働くためには、知り合いの繋

がりが大切になるため、ＩＴコミュニティーが強力に根付いている。このコミュニ

ティーがあるからこそ、スタートアップにチャレンジして失敗した後に、改めて大

手企業などで働くことができ、何度でもチャレンジしていく文化が形成されている。 

  

 

＜４月１６日（日）＞ 

〇吉田弁護士との意見交換（８：００～１０：００） 

  ファウンダーの一員としても活躍されている吉田弁護士とスタートアップについ 

て意見交換をおこなった。主にサポートをしている立場からスタートアップの現状を

聞くことができた。 

 そもそも起業したいという日本人学生のほとんどは、真面目で意識が高く優秀なの

で、スタートアップ事業のサポートをする立場の方が向いている。単年度黒字になれ

るスタートアップチームは３パーセント以下といわれているが、投資家から求められ

る水準にしないといけないというプレッシャーは相当なもので、生き残る覚悟が不可

欠である。このような現状から、責任をもってとても高いハードルであることを警告

してあげることも必要である。起業家支援を打ち出すのであれば、シリコンバレーで

活躍している人からの実践的なアドバイスをもらえる環境を整えるべきである。 

 また、成功している起業家は日本の文化、特に禅宗に興味をもっている方が多い。

このような起業家を誘致することも、今後、若い起業家支援をする際の優位性を発揮

すると考えられる。特に有馬温泉や六甲山などの自然を有する神戸は、その恵まれた

資産を有効に活用して、アメリカの成功した起業家にＰＲすべきである。 



  

 

○サンフランシスコ市内視察（１２：３０～１５：００） 

  サンフランシスコ市内の視察をおこなった。主にウォーターフロント観光地であ

るフィッシャーマンズワーフの中心であるＰｉｅｒ３９周辺をまわった。 

  Ｐｉｅｒ３９は埠頭を利用した商業施設が集まるエリアで、有名なアルカトラズ

島ツアーなどが近隣にある。港町のおもむきのある建物がならび、お土産物などの

物販店や飲食店が立ち並んでいた。お土産物などの物販店では、チョコレート専門

店など特色のある店舗もあり、集客の目玉になっていた。また、飲食店ではイメー

ジにあう海産物の専門店や調理場がガラス張りになっており工夫された店舗などが

あり、このエリアを歩いているだけでも、楽しめるような構成になっていた。 

  また、アルカトラズ島では、唯一無二の監獄を保存展示しており、外国人旅行客

を含めて多数の見学者であふれていた。特筆すべき点は、多言語対応の数である。

下部写真右下にあるように、アナウンスは大きく分けて１１言語が使用されており、

対応力の違いを感じた。案内表示など大きさに限りがある場合の多言語表示には限

界があるが、音声ガイダンスの場合は極力多くの言語を使用できるようにしておく

ことで、幅広い外国人旅行客をカバーすることができると考える。 

  



  

 

<４月１７日（月）> 

○５００ｓｔａｒｔｕｐｓ社への訪問・ヒアリング（９：３０～１１：３０） 

  ５００ｓｔａｒｔｕｐｓ社を訪問し、同社の取り組みについてのヒアリングなら

びに、神戸での事業について意見交換をおこなった。冒頭、坊副議長より神戸での

事業展開に対して感謝の意を伝えた。 

  神戸を選んだ理由はいくつかあり、文化やスポーツ、先端医療などの分野が発達

していることが魅力だった。また、東京や大阪のような一番大きい都市ではないこ

とがサンフランシスコと似た条件で、若い人材が入ってきやすい。今後は、それぞ

れの国や地域にあった独自性に対応していくことに注力をしていく。また、シリコ

ンバレーでの起業家エコシステムも変化していき、インターネット環境が良くなる

につれて起業する費用が安価にすむようになってきている。このような環境の変化

にも敏感に対応してく必要がある。 

  ５００ｓｔａｒｔｕｐｓでは大学で教えるようなビジネスではなく、起業したく

ても何をしたらよいか分からない人の道筋を教えている。しかし、支援を受けるた

めの門は狭く、１０，０００組のエントリーがあっても、その中から２００組しか

受け入れることはできない。最初のファーストチャレンジの起業家への教育が大切

と考えていて、ツールや方法を教える。そして次にセカンドチャレンジの段階では

ファイナンスが大切であり、少額を投資して、その先の進めるかの検証をしてもら

う。成功する目がある場合に限り、さらに追加の投資をしていき、このサイクルを

くりかえしていっている。細かな段階に分けて支援をするシステムがノウハウとし

て蓄積されて成長をしている。起業家にとっては正しい教育を受けることと、投資

家の投資意欲を維持させる、この２つの点が大切である。 

  行政とのタイアップについては課題がある。行政は活動場所を提供するために不

動産に投資をしてくれるが、立派なオフィスや、立派な什器は必要ではなく、良い

メンターが必要である。このメンター確保はアメリカ国内においても課題になって

いるが、質の良いコーチやメンターからの教育こそが一番の起業家支援になる。 



  今後この分野で神戸がリーダーシップをとっていくのであれば、スタートアップ

の成長を加速させる役割のアクセレーターのセンターを作って、そこにシリコンバ

レーとの繋がりをもたせて、そこから日本中に発信をするべきである。神戸市が同

じ考えをもつことができれば、同社としても積極的な協力をしていくことを約束し

てくれた。現在のプログラムでは常駐スタッフを置くことができないが、プログラ

ムを拡大すれば常駐スタッフを置くことも可能になる。オーストラリアやイタリア

などでは神戸市と同様の取り組みから拡大して成果をあげている。 

  最後に坊副議長から、７月の再訪問の際の協力を要請して、快諾をもらった。 

  

  

 

○サンフランシスコ市役所への訪問・ヒアリング（１１：４５～１２：２５） 

サンフランシスコ市では、シリコンバレーのエコシステムには関与していないもの

の、２０１４年にスタートアップ専門の部署を立ち上げて、独自でスタートアップ支

援をしておりヒアリングをおこなった。 

サンフランシスコ市では、投資をするのではなく、様々な行政課題を抽出し、その

課題の解決を目的とした仕事を、スタートアップ企業に対して発注をしている。課題

の抽出については、各部局から申請をしてもらい、世界中のスタートアップ企業から

マッチするグループを探している。 

実際に仕事を発注することがスタートアップ支援になるとともに、行政課題を解決



するという非常に合理的な取り組みである。実際に、里親を探す事業では最大で３０

０日かかっていたものが、外部からのスタートアップ企業の取り組みで最短６０日ま

で短縮することに成功した。また、ソーシャルワーカーのペーパーレス化では勤務時

間の４０パーセントを削減させることができた。 

  現在では、市独自でもスタートアップ向けの１６週間のプログラムを実施している。

通常の教育にプラスして、独自で行政に対する売り込み方も教えている。また、市の

保有するビッグデータの開放や、スタートアップと既存の企業をつなげる事業も実施

している。 

  神戸市においても、行政課題の解決とスタートアップ支援を同時におこなえる、サ

ンフランシスコ市のスキームは十分に参考になる取り組みである。 

  

 

○ＪＥＴＲＯサンフランシスコ次長からのヒアリング（１２：５５～１３：５０） 

  ＪＥＴＲＯサンフランシスコの永松次長からサンフランシスコ・ベイエリアの概

況について説明を受けた。 

  サンフランシスコ市があるカリフォルニア州のＧＤＰは２兆５６２２億ドル（２

０１６年）で、国別のランキングと比べてもイギリスに次いで６番目の規模になる。

この中で、サンフランシスコ市自体はテクノロジー分野が秀でている。また、カリ

フォルニア州の平均所得は、全米平均の１．６倍にもなる。 

  このような環境の中、シリコンバレーは、世界一企業環境が良いという調査レポ

ートがある。特徴的なのは独自のエコシステムといわれる環境があり、「人」「知恵」

「金」が複合的に作用している。最近では、エンジェル投資家という、元起業家だ

った人たちが個人資産で支援をすることが目立ってきた。 

  サンフランシスコ・ベイエリアでのビジネス環境については、金融業を除くと、

ビジネスサービスと製造業が多い産業構造で、ビジネスサービス会社を通じて日本

から製造業が進出しやすい環境が整っている。また、チェーン店ではなく個店が多

い特徴があり、最近では寿司屋や日本食レストランの店舗数が伸びている。寿司で

ミシュランを獲得する店舗もある。このように進出しやすい環境はあるものの、前



述のように現地の人件費は非常に高く、さらにはオフィスなどの不動産の高騰して

いることが、日本企業の進出を妨げる要因になっていることは残念である。 

 

 

○在サンフランシスコ日本国総領事館表敬訪問（１４：００～１５：００） 

    在サンフランシスコ日本国総領事館を表敬訪問し、山田総領事、比護副領事と面

会をおこなった。 

    ベンチャー企業の成長で、以前の総領事館が入居していたビルは、成長した企業

が１棟借りをすることになり、移転を余儀なくされたが、サンフランシスコでは不

動産賃料の高騰と空室の少なさで、オフィス面積は小さくなった。神戸市について

は、５００ｓｔａｒｔｕｐｓとの提携で、若者に対して市の良いイメージを発信し

ていることと、市長自体のＰＲが印象的であるとの賛辞をいただいた。 

スタートアップ支援については、シリコンバレーのスキームを取り入れようと、

アメリカ国内でも取り組まれているが、なかなかうまく進んでおらず、文化や環境

が違うことを認識するべきである。そして、新しい物が生まれる気質があるので、

すぐに察知できるように駐在員を置くなど、常に目を向けておくべきである。 

観光については、インド人富裕層をターゲットに、インドへ帰国する際に、中継

地として日本で１週間ほどの滞在を促している。 

観光ＰＲについては神戸も選択肢として入れていただくようお願いするとともに、

神戸シアトルビジネスオフィスについてもご支援をお願いした。 

 

 



（４）ロサンゼルス市（４月１８日～４月２０日） 

<４月１８日（火）> 

○ロングビーチ港視察（１０：００～１４：００） 

ロングビーチコンテナターミナル社オット社長とＯＯＣＬ社現地法人ハウ副社長

からロングビーチ港の変遷ならびに全自動化への取り組みついてお伺いをした。 

    ロングビーチ港は全米で唯一の完全自動化された港である。８年間に渡ってのプ

ロジェクトを進めている。目標として掲げていたゼロエミッションの全自動化され

た現在の状況になったが、ヨーロッパと比べるとこの自動化の取り組みは２０年ぐ

らい遅れていると認識されている。ロサンゼルス港とあわせて２０１６年には約１

５００万ｔｅｕのコンテナ取扱個数があり、約４割が鉄道で州外へ送られることが

特徴的である。 

    約６年前にプロジェクトが決められてから労働組合と協議をスタートさせた。西

海岸は労働組合の強いエリアで、この間、ストライキやロックアウトが度々起こっ

た。「環境に良い港」、「効率的な港」という点を伝え続けることで労働組合とプロジ

ェクトを進める契約をすることができた。契約後は前向きな協力者として良好な関

係が築かれた。また、全自動化によって労働者の仕事が減少することについては、

新しく機械メンテナンス等の職種に転向してもらうことになった。４０年前に人力

で作業していた時代から、クレーン操作に職種が転向されたことと同じような感覚

である。ただし、全自動化に伴い職種の転向をした労働者は約半数に留まり、残り

の半数は辞職した。 

    コスト面では、自動化前は労働者コストが６５％を占めていたので、このコスト

が大きく圧縮された。しかし、自動化に伴う設備のリース料、ＩＴ関係費用などが

新たにコストに加わった。結果として、単価（ユニットコスト）は３０％削減をす

ることができた。 

    効率面では、自動化をしてからこの１年はトラブルが発生することもあり、１隻

に対してガントリークレーンを予定の５基から６基使用することで対応をした。次

の１年では更に良くなるよう、ソフトウェアの修正などの対応をひと通りおこなっ

た。船の停泊時間に関しては他の港とあまり差はでないが、コンテナ車の入場から

退場までの時間は他の港の平均と比べて約半分になり、全米で一番早く、サービス

面と環境面で大きなメリットとなった。 

 その他にも停泊中の船に対して電源を供給することで、環境負荷を減らす取り組

みをおこなっているが、外部電源を利用できる新しい船がまだまだ少なく、インフ

ラ整備の投資コストが高くついていることになっている。また、電気代に関しては

ターミナル使用会社の負担になる。 



  

  

  

 

 

○ロサンゼルス市内視察（１５：００～１５：４５、１８：１５～１９：００） 

    ロサンゼルス市内、サンタモニカならびに日本村の視察をおこなった。 

    サンタモニカはビーチと併設されて、釣りやボートのアクティビティがあり、商

業施設も整備されている。海に関連することのすべてをおこなうことができるとい

うことから、多くの人でにぎわっていた。それぞれの施設が独立して点在するより、

１ヶ所に集約されている方が、より多くの集客と、それぞれの施設の活性化に繋が

っていた。神戸においては須磨海岸があり、須磨ヨットハーバーも近接されている。



この立地を活かした更なる活性化の可能性が見込まれる。 

    日本村は、日本家屋を模した建物群が立ち並ぶエリアで、日本のキャラクターの

専門店を中心に物販ならびに飲食店があった。諸外国の方から見れば日本をイメー

ジできるのかもしれないが、日本人から見ると、日本とは少し違った様相があり、

日本人のもつ日本のイメージと、外国人がもつ日本のイメージの乖離を感じた。ま

た、日本を名乗ると売れるという観点から、日本を知らない外国人が日本風という

ことで商売をしているケースもあった。神戸ビーフなどの神戸ブランドも、しっか

りと守る姿勢を示さなければ、名を語られることによって、かえってブランド力を

低下させていく恐れがある。 

  

  

 

＜４月１９日（水）＞ 

○在ロサンゼルス日本国総領事館訪問（１６：００～１７ 

：００） 

  在ロサンゼルス日本国総領事とロサンゼルスの現状と観光や日本ブランドについ

て意見交換をおこなった。 

  ロサンゼルスはサンフランシスコのような海に挟まれている立地とは違い、土地

が東方へ続いているため、サンフランシスコと比べると不動産の状況は厳しくなか

った。また、カリフォルニアワインの生産地であり、外務省を通じて日本から様々



な日本製品を紹介しているが、ワインに関しては難しい状況である。しかし、日本

酒に関しては関心が高く、現地にも日本酒工場が建設をされ、現在は製造もされて

いる。 

  また、観光に関して日本への送客については、ロサンゼルスと姉妹都市である名

古屋市をメインにＰＲをしている。ロサンゼルスにはユダヤ教徒が多く、毎週土曜

日に礼拝をする。神戸にはユダヤ教の宗教施設があることから、ユダヤ教の団体に

ついては名古屋のみならず、土曜日の礼拝にあわせて神戸へもお立ち寄りしてもら

うようお願いをし、快諾を得ることができた。 

  神戸には多様な宗教施設があることから、その特性を活かした、訪日外国人誘致

をしていくことができると考える。 

  




