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国際経済労働研究所 会長　　板東　　慧

前神戸市長　　矢田　立郎

震災復興と財政再建 ― 21世紀神戸の都市像

特集２ 〔対　談〕

板東：　長い間市長在任ご苦労様でした。阪神大

震災は未曽有のもので、市長就任時には未だ復

興も緒に就いたばかりでした。それを3期にわたり、

見違えるばかりの復興とむしろ新しい都市計画の

下での復興を遂げられ、さらに震災による産業破

壊から、新しい都市産業の再建・建設を成し遂げ

られ、さらに大都市としては破たんとまで言われた

財政の再建に努力されました。経費の節減はもと

より、事業の削減、人員の大幅縮小、機構改革な

ど、健全化もなしとげられました。相当な内外から

の抵抗もあったと思います。このようにして、輝ける

神戸の歴史に新しいプログラムを付け加えられまし

た。さらに文化・市民共同の成果を挙げてこられま

した。神戸は医療産業都市という新しいプログラム

の核ができつつあります。さらに、災害研究・救援

システムの上で飛躍的な発展を遂げ、その成果は

世界的にも評価されています。

　さらに新たにASEAN各国へのインフラ応援と

投資などの自治体の国際化で新しい分野を開拓

されています。このような成果について、さらにそれ

を生み出す苦労についてご紹介ください。

　最初に助役から市長に就任されて、未だ復興

１. 阪神大震災と神戸復興の道のり
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が緒についていない段階からのご苦労についてか

らはじめていただきましょうか。

矢田：　神戸の震災は、全体で10兆円を超える被

害といわれています。神戸市だけで、約3兆円の

再建経費が必要でした。このうち、半分は国や県

からの支援がありましたが、1兆5,000億円は神戸

市が借金で用意しなければならず、それまでに発

行していた市債と合わせると、借金は３兆円を超え

ました。震 災 前の税 収が、一 般 会 計ベースで

2,900億円ありましたが、震災後に2,100億円に減

りました。

　当時『週刊ダイヤモンド』が、「財政再建団体に

なるトップナンバー１は神戸で、夕張は、はるか下だ」

という記事を書きました。選挙の前から私は「これ

は、何とかしなければならない」という気持ちを持っ

ていたので、就任してすぐに「財政再生緊急宣

言」を出しました。

　まず、市債の早期の返済です。私が市長に就

任してから10年間で6,000億円を返済しました。

　また、事業の見直しをしました。市長就任時には

約1,240の事業がありましたが、これを全部、外部

の評価委員会に、3年かけて「続けるか、改善する

か、やめるか」を点検してもらいました。民主党の

「事業仕分け」のようなものではなく、私たちは全

部の事業について行いました。その結果、変えるべ

きもの、残すべきもの、やめるべきものと仕分けに

従って事業を削減したので約2,900億円ベースの

事業の見直しを行いました。

　その次に職員の数ですが、神戸市全体で震災

後は21,500人でしたが現在、15,000人を切って

います。職員数は削減しても、その分のサービス

は、民間や「指定管理者制度」、NPOや地域にお

願いをしました。その結果、サービスは落とさずに、

職員を移し替えました。ですから、全体のパイの大

きさは変わっていませんが、実際に従事する職員

は減りました。

　財政が危機的だった時期は、市の職員の給料

の減額も行いました。「3年間たてば、給料を元に

戻す」という約束で、3年間、職員の給料を減額し

ました。3年目に職員が「市長、本当に給料を元に

戻してくれるのか」と聞いてきたので、「男同士の

約束なので、ちゃんと戻す」と言いました。

　そのようなことをやりながら、今の段階で、政令

市の中位よりもっと上位にあります。

板東：　これは、大幅にリストラをしましたね。

矢田：　もし、思い切った行財政改革をやらずに

放置し、夕張のようになると、国の直轄管理にな

り、何もできなくなります。かつては神戸ならではの

独特のやり方で注目されましたが、それが一変して

震災で総崩れになりました。まだ傷は残っています

が、やっと再建はできたという状況です。

２. ポートアイランドを先端医療の発信基地に

矢田：　厳しい財政状況の中でも「地域の経済の

活力を、作らなければならない」という命題がありま

した。一方で、借金を返しながら、地域の経済活性

という点では、今までの既存産業の力を借りて、ど

んどん底上げをすることも大切ですが、「新しい分

野を、切り拓いていかなければ駄目だ」というのが

当時の状況でした。しかも、ポートアイランドのコンテ

ナバースだけは稼働できましたが、他の所は全く更

地でした。

　私が助役になってすぐの2001年4月、天皇陛下

と皇后陛下が、「一度、コンテナバースを見たい」と

お見えになりました。その時に、いろいろなお話をさ

せていただきましたが、お帰りになる際に「助役さ

ん、何もありませんが、これはどうなるんですか」と

お尋ねになられたので、私は「実は、まだできたば

かりの造成地で、これから方策を立てていきます。

年数はかかりますが、それに従って形を作っていき

ます」と申し上げました。結果的に、あの地域をバイ

オとライフサイエンスをベースにしたもので再建を

図っていこうということになりました。



− 11 −

　やはり、ハード系のものを立地するのに時間がか

かります。拠点的にはソフトの研究開発で、重点的

にベースをつくらなければなりません。そこへ非常

に力がある理化学研究所（理研）の誘致に成功し

ました。

板東：　理研の誘致は、何かきっかけがあったので

すか？

矢田：　理研は関東中心でしたが、神戸で新しい

ライフサイエンスをやるということなら、再生医療を

ベースにしたもので、発生・再生に関する研究をし

たいということがきっかけでした。当時、中央市民

病院の院長で、前京大総長の井村裕夫先生に

随分と意見交換をしていただき、「神戸はこういう

ことをやるので、ぜひ理研に来てほしい」と言って

いただきました。その後、理研をベースに、様々な分

野の科学者が集まってきました。研究開発をしなが

ら、その成果を最後は臨床に渡す。これは、非常

に難しい作業です。そういうことを井村先生が構想

され、実現することになりました。

板東：　理研の誘致は井村先生から始まったので

すね。一方、神戸市民病院の方はどうだったので

しょうか。

矢田：　病院の方も、機能は高まりましたが、病院

経営となると、震災以後は困難な状況でした。私

自身も医療福祉分野の局長経験者ですが、病院

機能の刷新の必要性は急務でした。当時の笹山

市長にも提言しましたが、そのときは結論が出ませ

んでした。しかし、どこかで病院の建て替えを考えな

ければ、現地で存続するには、経費が新築よりも

1.5倍かかり、難しい問題でしたが、どこで踏み切る

かをずっと考えていました。

　結果的に、当時ポートアイランドでは、企業の数

が約100社になりました。一方で、理研は野依良

治先生（ノーベル賞受賞者）が理事長になり、ポー

トアイランドへの機能の集積が進みました。

　これを神戸の次の経済発展につなげていくため

には、より多重性のあるものにしなければなりませ

ん。そこへ、日本の国がスーパーコンピューターを導

入したいという話があり、15都市が立候補しまし

た。最終的に神戸が選ばれ、スーパーコンピューター

「京」で、2年連続世界一を取りました。

板東：　次世代のスーパーコンピュ―ターはどうで

しょうか。

矢田：　「京」の次の「エクサ」は100倍の能力を

持っています。「エクサ」は2020年頃にできると思

いますが、それをベースにして日本の産業の活力

を上げていくためにも、今ある施設と用地をより有

効に使い、神戸の発展の可能性につなげていき

たい。スーパーコンピューターは産業開発の呼び水

になります。

　現在、神戸にとって非常に将来性のある事業

は、山中伸弥先生のiPS細胞を利用した網膜の

加齢黄斑変性症の治療です。研究段階から臨床

の手術の段階にきています。これをベースにして、

パーキンソン病の治療法開発などを、今、兵庫県と

神戸市が協力して進めています。

医療分野での発展は著しいです。神戸市立医療

センター中央市民病院をポートアイランドに設置した

ことが、成功しました。三次救急の機能を持った基

幹病院を作ったことで、周辺の研究者との連携は

もちろん、周囲に専門病院が集まりだしました。今

TATSUO YADA

●矢田　立郎（やだ・たつお）氏
　1940年神戸市生まれ。神戸市職員から2001年、神
戸市助役に就任。同年、笹山幸俊前市長の引退に伴う
神戸市長選挙に無所属で出馬。初当選を果たした。当選
3回。2013年11月神戸市長を退任。現在、公益財団法
人神戸国際協力交流センター理事長。
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３. 再生可能エネルギーと雇用創出

は低侵襲のがんセンターや、先端医療の脳血管

手術、前立腺の関係のがんの治療などが行われ

ています。周囲に、小児がんの病院や、県のこども

病院、粒子線治療の病院ができています。

　加えて、肝臓移植の田中紘一先生（京都大学

名誉教授）が中心になって、「外国でしか肝臓移

植ができないということではなくて、日本の国内で

病気を治してあげたい」と、病院設立が進んでいま

す。フロンティアメディカルセンターができると、ますま

す世界のトップレベルの先生方が集まってこられ、

人材が非常に大きな塊になって威力を発揮してい

くと思います。

　現在、ポートアイランドには企業を270社誘致しま

した。クラスターというためには500社は集まらない

と成立しないと思います。2020年に新しいスー

パーコンピューターが出来ますが、それまでに500

社は集まるのではないかと見ています。

　臨床に結び付くような研究開発の進捗が著し

く、大手の外資系企業の誘致にも力を入れていま

す。ドイツのベーリンガーインゲルハイム社が、研究

所を設置しました。

板東：　これは、何の会社ですか？

矢田：　製薬会社です。ベーリンガーインゲルハイム

社というのは、今、世界の中で10指に入る会社で

す。本社は、フランクフルトの近くです。製薬会社や

医療機器の会社の進出が進めば、ポートアイランド

は大発展すると思います。

　ポートアイランドではありませんが、シスメックス社

は西神ニュータウンで急成長している会社です。

本社は「HAT神戸」（震災後、神戸製鋼の工事

跡地にできた企業団地）にあります。

板東：　シスメックスは、急成長しましたね。

矢田：　シスメックスには、多くの支援をしていただ

いています。私は神戸が先端医療のメッカになる

と期待しています。コンピューターとも連携し、理研

がいろいろな切り口から、どんどんとウイングを広げ

ています。理研と病院が一体化すれば、非常に強

みになります。何としても、これからの地域経済発

展の基盤にならなくてはいけないと思います。

矢田：　今、日本はエネルギー問題が懸案事項で

す。何らかの手を打つ必要があります。再生可能

エネルギーの開発にも取り組みました。

　廃棄物をエネルギーに換えることに着目しまし

た。下水処理場ではメタンガスが大量に出ます。メ

タンガスの生成量を増加させるためには木材の投

入が必要ですが、六甲山の間伐材を利用してい

ます。

　メタンガスは純正化ができ、実際にバス、タク

シー、トラックの燃料として使われています。また、

大阪ガスと提携し、大阪ガスにガスを売っていま

す。

　また、別の下水処理場では、純正化したメタンガ

スで発電をしています。かなりの熱量が出ますが、

公害問題は起こらず、環境に優しいのです。神戸

市にはクリーンセンターが5つありますが、すべての

クリーンセンターで発電をしています。将来、さらに

能力を高めて、一定の供給量を維持できるように

することが重要です。

　また、神戸には港（突堤）の上屋が多数あるの

で、そこに順次、ソーラーパネルを設置する計画で

す。下水処理場も非常に大きな建物なので、その

上にソーラーパネルを置いて再生可能エネルギー

を作る計画です。

　神戸製鋼のIPPという火力発電所で、現在、市

内の約70％の電力を賄っています。高炉が加古

川に移転するので、その後にIPPの第2号機を設

置していただけないかと考えています。IPPからは

水蒸気しか出ないので、公害とは一切関係ありま

せん。これからのエネルギー対策として重要な位置

を占めるのではないかと考えています。

　一方で、雇用の問題があります。私が神戸市長
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に就任してから、「毎年5000人ずつ新しい雇用を

創出し、4年間で2万人雇用」という目標を立てまし

た。その結果、私の任期中に、計6万人を超える雇

用が生まれました。さらに、これから本格的に、第3

次産業を含めて増加させていかなければならな

い。

板東：　この6万人の内容は、どのようなものです

か。

矢田：　神戸市が事業として携わり、そこに就労し

た人数だけを捉えています。ですから、ハローワーク

を経由した求人ではなく、神戸市の事業を行い結

果として生まれた雇用をカウントしました。

　例えば、神戸市が医療の関係やニュータウン、

再開発の新しい事業を行って生まれた雇用を、こ

まめにカウントしました。今は高齢社会なので、福祉

関係の施設が必要になり、神戸市の事業として行

えば雇用としてカウントをします。それらで6万人の

雇用を作りました。

板東：　ポートアイランドそのもので今、言われてい

るものを集積させると、密度がかなり濃くなります

ね。

矢田：　そうなります。現時点で、ポートアイランドで

は研究開発が中心で、あまり雇用にはつながって

いません。それでも、病院では非常にたくさんの労

働力が必要になるので、病院の設置や、スーパー

コンピューターを稼働させる、大学の進出などいず

れも、人が必要となります。ポートアイランドだけでも、

現在で１万人は超える雇用を生み出しています。一

方、神戸港は、かつてのランキングから大幅に転落

しています。

板東：　がた落ちですね。

矢田：　世界で54位です。それは、致し方ないと

思います。震災復興にかけていた間の期間はプラ

スに働いていないので、これから挽回しなければな

りません。来年でちょうど震災20年になるので、反

転の時期にきたと思っています。

板東：　年数はかかっていますが、簡単に釜山や

上海に上位を取られてしまいました。恐らく、震災

のせいもありますが、中国・韓国がどうして上位に

こられたのでしょうか。

矢田：　中国・韓国は港湾開発を国策で行い、政

府の予算を投入し新規の設備を建設しています。

その上にハンドリング技術を日本から盗み、日本より

も料金の引き下げに成功しました。その結果、日本

海側の荷物が中国・韓国へ流れ、その影響で瀬

戸内側の荷物も釜山に集積されます。しかも、海

運業は基幹航路として神戸に拠点を置いていまし

たが、集積が始まると、少しずつ中国・韓国へ拠点

を移し始めました。これは取り戻さなければいけな

いと、今、やっています。

板東：　政府の港湾のシステム特区などがあります

が、貨物の種類でいうと、どうなるのでしょうか。

矢田：　神戸港からは日本の国で生産しているも

のを出すので、神戸港からは自動車はあまりなく、

重電関係や重機、加工品などに偏っています。

板東：　産業的にそういうことを考えなければなら

SATOSHI BANDO

●板東　慧（ばんどう・さとし）氏
　1931年神戸市生まれ。京都大学経済学部卒業。経
済学博士（京都大学）。元中部大学国際関係学部教授、
元大阪産業大学大学院経済学研究科長。現在、国際経
済労働研究所会長、生活文化研究所代表理事、大阪能
率協会アジア・中国事業支援室特別顧問。
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ないのではないのですか。

矢田：　現状では、中小企業までが海外に生産拠

点を移そうとしていますから、非常に難しい面があ

ります。

板東：　日本としては、鉄は、商品のメリットとしては

当然低くなってきていますし、神戸は自動車の輸

出がないという問題があります。例えば、神戸の大

きな会社でいうと、川崎重工が船以外に車両をつ

くっています。これは大きいですね。

矢田：　川重は新幹線は神戸でつくっています

が、地下鉄はアメリカに工場があります。

板東：　世界的なレベルでみても、日本の車両のレ

ベルは高いですね。神戸で生産するかどうかは別

として、貨物そのものの移動に関わるということで、

何か新しい港湾のアイデアが必要ではないでしょ

うか。

矢田：　港そのものの機能を輸出、輸入と分ける

と、今は輸入のウエートが大きくなっています。神戸

が今まで持っていたハンドリング技術を再認識する

べきだということで、今、集荷会社が設立され、業

務を開始しています。フィーを下げなければならな

いという問題がありますが、それも今回の戦略の中

に入っています。

板東：　もちろん、あちこちに小さな港があるという、

日本の問題もあります。

矢田：　要は、「日本の国として、どうなのか」という

点から特区構想が出てきたので、これはきっちりと

やらなければならないと思います。

４. 新しい産業構造の転換
板東：　今は産業構造のあり方が問題で、これは

そう簡単に回答は出ません。

矢田：　例えば、三菱重工業が造船部門を全部、

長崎に移しました。原子力関連事業は神戸でやっ

ていますが、同じ場所に今度は航空機の関係を

持ってくると見ています。航空機ということは、プラ

ス、ロケットが付いてくると思っています。

板東：　三菱は造船から撤退しましたが、川崎重

工は造船はやっていますね。

矢田：　川崎重工は、多方面にやっています。

板東：　やっていますね。川崎重工は潜水艦や飛

行機も作っており、さらに拡張できるという感じがし

ます。産業構造の問題もそうですが、もう一つは、

震災の復興は完了したと考えていいのでしょうか。

矢田：　形態的には、一応「完了した」と言えると

思います。ただ、市民1人1人の暮らしぶりを見る

と、当時、自宅を再建した人は二重ローンの状態

で、いまだにローンを払っています。また、新長田な

ど再開発で実際に事業を集約したような所では、

なかなか集客性が戻りません。少し苦労している

ので、このへんを新しいエリアとしてやっていかな

ければいけないと手を打っています。ハーバーラン

ドもいったん寂れましたが、イオンやアンパンマン

ミュージアムが入ると一気に息を吹き返しました。私

は「ルネサンスだ」と言っていますが、本当に見違え

るような状態で、人があふれかえっています。

板東：　結局問題は、新長田かいわいですね。

矢田：　鉄人28号ができ、街の周辺ではにぎわい

がありますが、南に下がるに従って少ししんどいの

です。
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板東：　駒ヶ林、漁港などの、海浜産業はどうでしょ

うか。

矢田：　規模的に、難しいです。

板東：　須磨水族園は、あの規模で完成ですか。

それとも、もう少し改造の可能性があるのですか。

矢田：　須磨水族園は今は指定管理です。新し

い園長は亀崎さんという動物学者ですが、彼が非

常に知恵者で、イルカを海に放したり、いろいろな

企画を立て、収益も上がっています。ただ、将来的

に水族園というのは、海のそばになくてもいいかも

しれません。

板東：　京都に水族館ができました。

矢田：　今後の検討課題になるでしょう。

板東：　須磨のポテンシャルで、昔から海浜の魅力

があります。やはり、現代都市のリゾートとしての魅

力をどうつくるのか。しかも、歴史的な遺産も多くあ

ります。「観光開発」という視点から須磨を構造的

に考えたときに、歴史的なことも含めて、板宿や長

田までも巻き込んだものができるのではないかと思

います。

矢田：　NHK大河ドラマ『平清盛』のときに、そうい

うことで企画しましたが、結局、続きませんでした。

板東：　ああいうものは、やはり限界がありますね。

龍野市ぐらいの規模の土地であれば、ああいうも

ので再開発は可能です。龍野市も地域を拡大し

て人口が増えたので、よくなってきています。都市

合併で新しい市ができましたが割合、成功していま

すね。

矢田：　龍野は、そうですね。

板東：　城崎、豊岡、出石なども、行政ポテンシャル

がどうかということはありますが、個々であったもの

が大きな規模になりました。最近、リゾートとして注

目されています。　神戸の西神はどうですか。

矢田：　西神は、今、かなり工業系が集積してきて

おり、これから兵庫区に取って代わるところまでい

けばいいと、私は思っています。しかし、重厚長大

型ではないので将来は未知数です。ポートアイラン

ドではこれから、バイオ、コンピューターのシミュレー

ション、メディカルというクラスターでやっていきます。

これは最初から意識はしていますが、ある程度の

規模と評価がついてこなければ、発展できません。

スパコンが稼働し、産業利用され、それを目当てに

外資系が進出してきました。ベーリンガーインゲルハ

イムがポートアイランドに来たのも、理研が存在し、

スーパーコンピューターがあるということが、非常に

大きな材料でした。また、今の「京」コンピューター

の100倍の能力を持った「エクサ」ができることによ

り、さらなる関心が高まってきます。私は500社と言

いましたが、500社でとどまらず、ポートアイランドの

用地が足らないのではないかという心配をしてい

ます。

板東：　六甲アイランドは、どうでしょうか。

矢田：　六甲アイランドは、入れ替えが始まっていま

す。人口を増やさなければいけないので、住宅をさ

らに増加させる計画です。私は、ウオーターフロント

開発を進めるべきだと思っています。例えば、米

国・サンディエゴなどは、ウオーターフロントを開発を

して、マリーナをつくり、そこにマンションが建設され

ています。温暖な地なので、人気が高いです。

板東：　サンディエゴは、第7艦隊の基地で、バック

グラウンドがあるので、人が集まりやすいのでしょ

う。

矢田：　サンディエゴでも、バイオクラスターを作って

います。5,000社という膨大な規模です。

板東：　パナソニックやシャープなどの日本の企業

が、多数この地域に進出しています。
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板東：　アジアとの関係はどうでしょうか。

矢田：　アジアとの関係では、今、ベトナムとかなり

密接な関係を構築しています。ベトナムのホーチミ

ン近郊のロンアン省に工業団地を建設予定です

が、神戸市が上下水道の技術提供をする計画で

す。神戸製鋼の子会社の神鋼環境ソリューション

と、共同で行う予定です。

　さらに南のキエンザン省に「フーコック島」という

島があります。その島をプーケットのような観光リ

ゾート地にしたいというのが、ベトナム側の希望で

す。「空港は自分たちで作るので、上下水道の整

備を全部、神戸でお願いできないか」とのことで、

工事の前の調査に入り本格的に始めようとしてい

ます。ベトナム政府の都合で計画は停滞していま

すが、最近はJICA（国際協力機構）も入って、進

めようという気配になっています。

　もう一つは、ハノイの近くのハイフォン港で新しい

港の建設にも技術協力をしています。

　ベトナムの中ではダナンで新幹線を建設するの

に、川崎重工が入っています。

板東：　インドネシアはどうですか。

矢田：　インドネシアはこれからです。注目すべき所

です。国際協力交流センターが昔からスラバヤと

連携しています。いずれインドネシアにも入っていか

なければいけないと思っています。

板東：　インドネシアは、交通渋滞で一番困ってい

ます。日本と同じような地下鉄が、いいのかどうかと

いうのもあります。

矢田：　地震が多い国ですから、問題はあります。

板東：　しかし、インドネシアは、第三段階の成長段

階に入ってきました。

矢田：　高速道路については、完成してきている

部分があります。

板東：　しかし、人口が過密で、すごいですね。

矢田：　ジャカルタの周辺は、大変な過密。神戸市

の交流会の中小企業は、よくジャカルタに行ってい

ます。

板東：　中国では、5年ぐらい前に外資系がストライ

キをされて、ホンダ、トヨタなどで賃金が上がりまし

た。そして、ストライキをすると賃金が上がることが分

かったので、3年ぐらい前からストライキが中国の一

般企業に波及しだしました。

　そうすると、中国の一番発達した地帯、上海から

広州にかけての賃金が非常に上がり、今までのよ

うにはいかなくなりました。

　この間、香港で中国人の大きな団体が動いてい

るので何かと思うと、中国のゴム関係産業がどうに

もならないので、全部インドネシアに引っ越すなど、

大規模移動が起こっています。中国は、産業適地

ではなくなってきました。都市部の中心部が過密化

してコントロールがうまくいかず、結局、ほったらかし

で賃金が上がっています。中国の政府も賃金の上

昇を好感しているのかわかりませんが…。同時に、

中国での反日や待遇が悪くて、脱中国の企業が増

えています。日系企業が脱中国をほのめかすと、中

国の当局が日系企業の没収に動く傾向もありま

す。一昨年から、中国脱出傾向が強まっていま

す。

　水の問題では、北九州市のケニア進出に興味

があります。ケニアには上下水道がありません。そ

こで、従来のように雨水ではなく、エコロジカルな

農業用水との関係で水道を作るという新しい方式

を導入しています。従来の日本の方式を持ち込む

だけではなく、ケニアに適した技術を開発した方が

いいというわけです。住宅や都市計画も、そういう

傾向が出てきています。

５. アジアへのインフラ輸出
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　それから、観光はどうでしょうか。

矢田：　観光については、特にインバウンドが増え

てきたので、上向いています。中国人は少し減って

いますが、台湾や東南アジア、タイ、韓国から観光

客が多数来ています。

板東：　多いですね。去年は1,000万を突破して、

今年も多分、大丈夫だろうと…。

矢田：　インバウンドをどう呼び込んでいくかが課題

です。あらゆる手だてを総合的に考慮しています。

板東：　神戸的特色みたいなものも大切ですね。

中国人観光客は、旅行前に調べて神戸の南京町

で、買い物をする人も多いようです。すっと他に

行っていたのが、神戸へ寄って行くコースが増えて

きたといっています。

　それから、神戸の場合、医療関係はありますか。

矢田：　「医療ツーリズム」といわれていますが、医

師会が徹底して横やりを入れてきます。

板東：　岡山や徳島が、多いですね。

矢田：　一般的にいう医療ではなく、美容整形的

な関係で、他ではやっているようです。徳島は、糖

尿病の関係の治療をしているようです。しかし、こ

れからの時代、人間の長寿を、iPSなどの再生的

な医療で行うことでがどんどん進めていくことが、

本当にいいのでしょうか。

板東：　医療ツーリズムは、タイなどで非常にはやっ

ています。

矢田：　イスラム圏では肝臓の病気になる人が多

いので、田中先生がイスラム関係の国に行って、

現地で手術をしていますが、それを今度はこちらで

やろうというネットワークをつくっています。そうなる

と、患者一人ではなく、家族で来るので、滞在施設

をきちんと用意しなければなりません。

板東：　神戸市には、観光局があるのですか？

矢田：　以前、国際観光局をつくりましたが、名前

倒れしてしまったので、また元に戻しました。

板東：　プランをつくらなければなりませんね。

矢田：　観光コンベンションは、宮崎辰雄市長の時

代から重視していた分野で、今も引き続いてやっ

ています。コンベンションは非常に大きな需要を生

みだすので、神戸市でもコンベンションセンターを建

て替えることになっています。

板東：　これから、また火花を散らすことになります

ね。

矢田：　コンベンションに関しては、システム的にき

ちんとやることが、いかに大切かということが分かっ

てきました。神戸ではシステム的にやっていて、あら

ゆるお世話をします。3年先の分まで引っ張りに行

き、それを全部、世話しています。

　例えば、15,000人ぐらい集まるような会議を全

部世話をし、それで好評を得れば、また別の団体

も来てくれます。

　久元喜造市長は、コンベンションシステムの現地

建て替えか、移転かは、まだ検討中のようです。や

はり、利用の集積がある近くや今の場所が一番い

いと思うので、あの場所をベースにして建て替えを

考えてはどうかと、説明をしています。ポートピアホ

テルも、優れていますので。

板東：　今日は、どうもありがとうございました。久し

ぶりに、まとまってゆっくり聞けました。ありがとうご

ざいました。

（2014年3月10日　於神戸市）


