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2025 年の自分はどのようになっているかな？

2025年の神戸はどのようになっていると素敵かな？

　2025 年，みんなが大人になっているころ，神戸の

まちは，どのようになっているかな？

　みんなが学び，遊び，暮らしている神戸が，今より

もっと素敵なまちになっていたらうれしいよね。

　神戸市では，未来の神戸を世界中の人から好きに

なってもらえるよう，さまざまな取り組みを考えてい

るよ。さあ，これからの神戸の姿を一緒に見てみよう。
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　世界の人口は，1分で 140 人も増えています。人が

増えると物も売れる良い面もあります。

反面，人が生活すると二酸化炭素も増え，地球が温

暖化する問題も出てきます。

一方，日本の人口は減っていきますが，高齢者は

増える問題も出てきます。

　将来大切となる「地球環境」や「健康」で，神戸だけ

でなく世界中から必要とされるものをつくり出したり，

「安全」や「魅力」を高めることで，多くの人に「神戸

に住みたい，住み続けたい」と思ってもらえるまち

づくりを進めます。

2025年，神戸と世界は
どうなっている？　どうする？
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2025年，神戸と世界はどうなっている？　どうする？



　デザインには，人の心を引きつけ，動かす力がありま

す。例えば，神戸港の周りの水辺をきれいにデザイン

し直して，素敵な場所にしていきます。

　そうすることで，世界の国々や日本中の人たちに神戸

に来て楽しんでもらい，たくさんの人が集まるまちにし

ていきます。

神戸は，昔から世界の文化をくらしの

中に取り入れてきたんだ。ユネスコ

からアジアで最初に「デザインで，

素敵で元気なまちにしていこうとす

る都市」として認められたよ。

デザインで神戸を素敵なまちに
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　神戸のまちを，医療について研究する人や会社が，

アジアで一番多く集まっているまちにしていきます。

　みんなが健康で長生きできるよう，神戸にある世界

で一番速く計算ができるコンピュータを使って，病気

を治す研究や，人それぞれに合った薬などを開発し

ます。

　また，血液や骨などをつくり出す研究も行い，世界

の人を元気にしていきます。

医療で世界の人を
元気にするまちに
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日本人全員で２年 8ヶ月かかる

計算を，スーパーコンピュータは

１秒間で計算できるらしいよ。



　神戸は，鉄道や大きな蓄電池などの地球環境にやさしい

ものづくりが盛んです。世界でここだけにしかない特別な

技術を持つ工場もたくさんあります。

　これからも，新しい技術を加えていき，地球環境にやさ

しい製品をつくる会社が活躍するまちにしていきます。

地球にやさしい技術を持ったまちに
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神戸でつくられた新幹線が世界

で活躍しているよ。

300kmのスピードを止めるブ

レーキをつくる技術なども神戸

のまちの工場がもっているよ。
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　阪神・淡路大震災の時に消防車や救急車の数が足

りなくなり，「自分たちの命は自分たちで守る」「自分

たちのまちは自分たちで守る」ことの大切さが分かり

ました。これからも，災害の教訓を伝え，防災訓練

などを続けていきます。さらに，地域で支え合い，世

界一災害の少ない安全なまちにしていきます。

世界一安全なまちに
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みんなの遊んでいる公園の地下にも，火事を

消すためにお風呂 500 杯分の水をためている

防火水槽があるらしいぞ。
100ｔの防火水槽 ÷ お風呂の水 2０0 ㍑＝５00 杯

（横 1ｍ× 縦 50cm× 湯の高さ４0ｃｍ）
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　ごみになるものを減らし，資源として使うこと，電

車などの公共交通機関を使って環境に負担をかけな

いこと，田畑や身近な緑を守ることで，人と環境にや

さしいまちを，将来に引きつぎます。

　また，太陽光発電や下水処理場から発生するエネ

ルギーを有効利用していきます。

人と環境にやさしいまちに
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鉄道は，自家用乗用車の約９分の１しか

二酸化炭素をださないよ。エコなんだ。
に さん か  たん そ

自家用自動車…164ｇ-CO2 ／人キロ
鉄道…19ｇ-CO2 ／人キロ

つまり，割合は　19 ／ 164＝0.1158
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　いろいろな人が集まっていることが，神戸のまちの「宝

物」です。

　外国人や高齢者，障がいのある人など，さまざまな

人の発想や意見を大切にし，ともに力を発揮（協創）

しながら，暮らしやすいまちをつくっていきます。

たくさんの人が活躍する
協創のまちに
きょう  そう

かつ  やく
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協創とは，目的に向かって力を合わせる意味の「協」と，

まちをつくる意味の「創」からできた言葉です。
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みんなが住んでいる区は，
こんなまちをめざしているよ！

北区

西区

北区

西区

垂水区
須磨区

長田区

兵庫区
中央区

灘区 東灘区

垂水区
須磨区

長田区

兵庫区
中央区

灘区 東灘区

ホームページで詳しく調べてみよう http://www.city.kobe.lg.jp/ward/

　この本を読んで，みんなは何を感じ ,どう思ったかな？

これからの神戸がめざすのは，一人一人が生き生きと働け

るまち，安全で安心して暮らせるまち，人と環境にやさし

いまち。

　みんなと力を合わせて、未来の神戸を一緒につくってい

こう。そうすれば，今よりもっと素敵なまちになるはずだよ！

次のページに未来について書いてみよう
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東灘区 “すてきがあふれ” 交流の風が吹くまち「ふるさと都市・東灘」

灘　区 豊かな自然と笑顔あふれる 住み続けたいまち

中央区 くらす魅力，つどう魅力，多彩な個性が響きあう都心 中央区

兵庫区 やさしさと思いやりのまち 兵庫

北　区 人が集い 安心して暮らせる 魅力あふれる 緑といで湯のまち

長田区 世界に誇れ！ 食と鉄人「グー｣なまち 長田

須磨区 地域の力と情熱があふれる住みよいまち－須磨ー

垂水区 住みたい 住み続けたいまち 垂水

西　区 美しいまち西区 新しい田園都市をめざして

く
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おまけ おまけ 

2025 年の自分は
どのようになっているかな？

2025年の神戸は
どのようになっていると素敵かな？
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