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旧居留地ワーカーアンケート_回答結果（※分析なし）  

＜回答期間：7/9(金)～8/2(月)、 回答数：466件＞ 

0. 回答者について 
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1. 出勤日のことについて 
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（⑨ 全回答リスト） 

街をぶらつく 大丸 ヒロクリニック 大丸横のベンチ 

東遊園地 カフェでランチ オリエンタルホテルのランチ バーニーズ NY でのショッ

ピング･神戸博物館 

大丸神戸店 大丸でショッピング 64 カフェ カフェでゆっくり 

大丸神戸店 シネ・リーブル神戸 オリエンタルホテルのランチ トゥーストゥース 15th 

大丸神戸店 大丸神戸店 三井住友銀行前のストリート

ピアノ、大丸のテラスカフェ 

年パスがなくなったので頻繁に

行けないが、神戸市立博物

館が好き。 

郵便局 石造ビルなど 雰囲気がいい。 神戸大丸 64 カフェ 

街並み雰囲気 まだよく知らない。 過ごし方：街歩き、カフェでゆ

ったり過ごす 好きな場所：

博物館、大丸 

ラフレア 

100BAN Hall 三井住友銀行 ピアノのあたり 大丸 ロビンソン 

大丸 神戸市立博物館 壺中天 大丸神戸店 

魅力的な建築物の写真撮影 ・博物館 

・街並みを見ながらの散歩 

大丸でのショッピング 東遊園地 

大丸神戸店外廊と３８番館 博物館、ブルーボトルコーヒー

など開放的なカフェ 

大丸、ファミリア ビショップ 

大丸 神戸市立博物館  ブルーボトルコーヒー カフェ 64 でランチ 高砂

ビルでらライブ鑑賞 

ショッピング BLUE BLUE ショッピング 三ノ宮駅東口のドトールコーヒ

ー 

大丸あたりの雰囲気 

ブロック 32 地下 中華屋さん itsu 葉 大丸で買い物 商店街の散

策 

街をブラブラする 

大丸 百貨店近辺で買い物 東遊園 神戸壺中店 

大丸神戸店 神戸市立博物館 市立博物館 神戸大丸 

テラス席のあるカフェ、緑あふれ

る公園で読書や休憩 

大丸神戸店 気候のいい時期であればがカ

フェに行く。 

神 戸 壺 中 天 、 TOOTH 

TOOTH 

大丸神戸店 三井住友銀行前のストリート

ピアノ 

散歩 大丸（大丸所属の近隣店舗

含む）、シネ・リーブル神戸

（映画館）、ブルーボトル

コーヒー 

マック マークプレイス 大丸周辺 8 番館でランチ 

セントラル、ロビンソン、エクセル

シオール、大丸カーポート、神

戸市立博物館、オリエンタルホ

テル等 

大丸散策 ブルーボトル ブラブラお散歩 

大丸松坂屋、神戸市立博物

館 

東遊園地 ルイヴィトン 大丸 

散歩です。歩いているだけで

楽しいから。 

パン屋さんでイートイン ロビンソン。家族で集まる時ゆ

っくり出来るので好きです。 

ブルーボトルコーヒー 

習い事や練習を

しに行く 

ライブ・コンサート

を聴きに行く 
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三味（蕎麦屋）  博物館、神戸大丸 大丸神戸店 カフェでお茶を飲む 

大丸神戸店 大丸松坂屋の建物の感じが

良いです。 

アーチ状の天井を通りながらウ

インドウのディスプレイを見るの

が好きです。 

夜のライトに照らされた雰囲気

は最高です。 

郵便局 神戸市立博物館 

東遊園地 YURT(閉店してしまったけ

ど)、エディー・バウアー、神戸

市立美術館、シネリーブル神

戸 

64 ロクヨン トゥース 

壺中天 博物館 三井住友銀行の正面玄関付

近で、人気のない朝の時間に

腰掛ける。 

神戸大丸店 

ロビンソン 大丸でランチ 以前に好きだったお店がほとん

どなくなった 

様々なカフェ 

・ｂａｒ＆Ｂｉｓｔｒｏ 

６４  

・とんぼ玉ミュージアム 

大丸に買い物に行く 東遊園地 ブルーボトルコーヒー、ビ

ストロ 64、神戸オリエンタ

ルホテル、TOOTHTOOTH

メゾン 15th 

大丸神戸店 カフェでゆっくりランチやお茶を

する過ごし方。 

写真を撮る、三井住友銀行

のピアノを聞きに行く 

ウエシマ、ボックさん、マロニエ 

特にありません。 日が暮れた頃にライトアップさ

れた旧居留地のクラシカルなビ

ルを眺めながら帰路に就く時

間が好きです。 

itsu 葉 大丸神戸店本館＆周辺店

舗 

シャチ、高砂ビル＆100 番スタ

ジオ、商船三井ビルディング、

チャータードビル、神戸市立博

物館、カーシェアリング 

コンビニでコーヒー買って東遊

園地でくつろぐ。 

bluebottle coffee 、

36cafe 、オリエンタルホテル 

大丸百貨店前のベンチで休

憩 

雰囲気は大変よい 専門店でのショッピング 市立博物館 スターバックスなどカフェで過ご

す 

神戸市立博物館 大丸のカフェラでお茶 オリエンタルホテル 大丸周辺ショップ散策 

キッチンカーの「隆明」、「道麺

(タオメン)」 

神戸市立博物館 シネリーブル 大丸神戸店、またその周辺

店舗 ウィンドウショッ

ピング 

三井住友前のストリートピアノ 

通勤の帰り道や昼休みに聞こ

えてくると嬉しい 

大丸 100番館で楽器の練習  

ただ町並みに楽しみ散歩す

る、大丸神戸店カフェラ周辺

の景色・雰囲気がスキです 

カフェでランチ BLUE BLUE  
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2. 休日（出勤日以外）のことについて 

 

 

 

図書館 良心的な値段のスーパー ハイブランドのカフェ

映画館 １００人程度が昼食をとれるような、広

くて屋根とベンチのある広場

種類が豊富で広々したカフェ。出勤前に

も立ち寄りたい。

テイクアウトのスイーツ屋さん 特になし 本屋・映画館等の文化的施設

カフェ、喫煙所 スターバックスコーヒー 銀行

書店 書店、宅配受け取りBOX 三ノ宮エリアと同じ価格帯で、仕事帰り

にご飯に行けるところ(飲酒含む)。

フットサルコート 価格が手頃（サラリーマンのランチ）な

昼食をとれるレストラン

オープンカフェ

吉牛やなか卯などの500円有れば食べれ

る店

靴磨き屋さん ランチ用のお弁当屋さん

図書館、美術館、チームラボのジタル

アート ミュージアム、茶（煎茶）を点て

てくれるところ、appleショップ、eBIKE

ショップ、等があれば楽しそうです。

オープンテラスのカフェ、キッチンカー

イベントなど

お弁当屋さん

ランチ営業のレストラン 無料自習室 本屋

旧居留地をもっと知ってもらうための施

策。例えば、ガイドツアー「大人の遠

足」

カフェ 書店 ギャラリー

飲食店（居酒屋さんや焼肉店など） 風邪や腹痛など、ちょっと調子が悪い時

にいけるクリニック

TSUTAYA、ドン・キホーテ

本屋　お洒落なスーパー パン屋 蕎麦屋

図書館、テラス席のあるカフェ（混雑せ

ず、ゆっくりできる）、文喫（六本木に

ある）

定食屋 スターバックス、タリーズ、PARIYA（大

丸心斎橋店のようにケーキ）、ラデュレ

カフェ、ラルフズコーヒー（ラルフロー

レンカフェ）、カフェキツネ、貢茶、コ

ンビニ（特にミニストップ、セブンイレ

ブン）、本屋さん、宅配便の受け取りが

できる施設

クリニック 定食屋 レトロな喫茶店

美容室、カフェ、蔦屋書店、ストリート

オーケストラ

定期的なオープンマーケット お洒落なオープンカフェ・ライブスペー

ス

コンビニエンスストア 本屋 カフェ

カフェ 郵便局 パソコンが使え、長く滞在できる所

レストラン　バー ファースフード 遊園地　水族館　子供と遊べる環境

ファストフード 映画館 暖かい食事が気軽にできるお店

ほっともっとやほっかほっか亭等

・スイーツのお店　・マッサージ店 スポーツジム 立ち飲み屋

パン屋、うどん店、カレー店、雑貨屋 コンビニ 高級スーパーマーケット

最寄りのパン屋 テイクアウトのみの移動販売系カフェや

アイスクリーム屋さん。休憩ついでに気

軽に寄れるようなところがあったらいい

なと思います。

お洒落な品揃えの多い書店

ドラッグストアや日用品の消耗品が買え

るお店

ケーキ屋などスイーツ系、お寿司屋 蔦屋書店、フレンチバルなどおしゃれで

カジュアルなお店

託児所や学童等コドモを安心して預けら

れる施設

ラーメン屋 パン屋さん

かつや コンビニ 書店

コンビニ 回転寿司 図書館

安く食べられるランチのカフェ ファストフード店 カジュアルレストラン・カフェ

書店 お弁当屋さん ランチを食べることができる飲食店、カ

フェ

音楽施設・ライブバーなど 一人で入りやすい飲食店。デリ・お惣菜

屋さん

パン屋さん

トレーニングジム お昼ご飯を手軽に食べれるお店。晩ご飯

をテイクアウトできるお店。

（⑩-2　全回答リスト）
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レストラン 休日は、愛犬と一緒に出かけますので、

受け入れ可能なお店が増えれば、間違い

なく来ます！

エステ.整体.マッサージ.ネイル.美容院

お店や施設ではありませんが、まちなか

を活用した旧居留地らしいイベント

子供が遊べる公園 平日来ているので、休みの日にわざわざ

来たいとなかなか思わない。

テーマパーク ファーマーズマーケット ハイブランドのカフェ

魅了的な本屋さん。蔦谷書店みたいな。 子どもと入りやすいお店 本屋・映画館等の文化的施設

映画館　日差しのある公園

居留地のメインには緑がなく、商業施設

ばかりで用事がない限りこない

ことはもったいないと感じる

空間の設計が意外に下手なのではないか

な。

とにかく、元町駅からの流れの空間を美

しくしないと居留地につながるストー

リーが作れない

駅前は雑多で騒々しいくてなんだか汚い

以前ありましたがバスタのお店 スーパー

本屋　お洒落なスーパー カフェ 美術館や図書館カフェ等、ひとりの時間

を楽しめるところ。

図書館、テニスコート、緑あふれゆっく

り寛げる公園

オープンマーケット 本屋

体験型施設・テーマパーク 味加味のようなレストラン スターバックス、タリーズ、PARIYA（大

丸心斎橋店のようにケーキ）、ラデュレ

カフェ、ラルフズコーヒー（ラルフロー

レンカフェ）、カフェキツネ、貢茶、ミ

ニストップ

美容室、カフェ、フィットネス、蔦屋書

店

マッサージ 居留地にふさわしいアートスペース

子供（未就学児〜小学生低学年）が遊べ

る施設

イベント カフェ

アパレル・雑貨店 洋菓子屋さん イベント広場

パン屋 ラーメン屋 映画館

一流ブランド 回転寿司 遊園地など子供と遊べる場所

異空間を楽しめるカフェ 子供が遊べる場所 喫茶店

無料駐車場 マクド 銀座の伊東屋とか、蔦屋書店とか街の風

景にあう本や雑貨店など

雑貨屋 安く美味しい店 美術館

ファストファッション店舗、セレクト

ショップ

子供も気楽にランチできるお店 自転車を駐輪できるカフェ、飲食店

（⑤-2　全回答リスト）
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3. 旧居留地の街について 

 

 

 

 

 

 

大丸周辺 ブランド街 ルイヴィトン

東遊園地 落ち着いた街の雰囲気 神戸市立博物館

大丸神戸 maison１５ｔｈ 郵便局

博物館 マークプレイス ラフレア ロビンソン

三井住友銀行前　街ピアノ 神戸市立博物館 市立博物館

100バンスタジオ 大丸 三味

本格的なジャズの生ライブが楽しめる

100BANホール

神戸市立博物館」 大丸周辺

大丸 ・歴史的な建築物 スタバが好き

15番館 BLUE BLUE 大丸神戸店

夕方に大丸東側から海方向を眺めた景色

は異国情緒があって心が躍ります。

夜の明石町筋 ORIENTAL HOTEL神戸とバーニーズ

ニューヨークの間の通路、もしくはバー

ニーズ東側ウィンドウ前のテーブル席

大丸神戸店 ブルーボトルコーヒー TOOTH TOOTH

大丸神戸店のトアロード側の街並み 神戸市立博物館 西洋建築が立ち並ぶ大丸を中心とした界

隈

明石町筋、近代建築 博物館 情緒がありながらショッピングなど楽し

める所

アンテーク家具ショップやカフェめぐり 神戸ルミナスホテル 大丸神戸店

大丸神戸店 博物館 カフェラ前

神戸大丸１階のオープンテラスカフェ

（カフェラ）の雰囲気、地内にもっと必

要

Bar&Bistro64、ToothTooth maison 15th カフェラ

商船三井ビルディング ジーニアスギャラリーのファミリア カフェBANNK

昔の銀行をそのままお店に２階には金庫

が見える、夜はバーになる

カフェラ 海岸通り付近、博物館、専門店 街に溶け込んでいる「カフェラ」の雰囲

気

ブランド街、15番館近辺、神港ビルディ

ング

東遊園地 大丸神戸店本館＆周辺店舗

ギャラリー（HIROKO NAKAKITA)・ラフ

レア

グリーンハウスシルバ 東遊園地

カフェラ カフェラ 通りの木がきれいなところ

高砂ビル、38番館、オリエンタルホテル 街並み

（②　全回答リスト）
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⑦　よろしければ  ⑥の回答の理由を教えて下さい。

景観や歴史を大事にしながら、より多くの人に親しみを感じてもらえるようにしたい。

震災復興を経て、これからも後世に残すべき日本の中で差別化出来る街

楽しめる方がいいから

旧居留地の歴史を踏まえ、特徴のある、且つ新しい文化の発信拠点となって欲しい。

自身の職場（パフォーミングアーツの専門学校）と、共に発展できる街であってほしいです。

異国情緒というアイデンティティをずっと大切にしてほしい

今でも十分にきれいな街ではあるが、夜は暗いし、人気も少ない。もっと人の集まる素敵な街になってほし

い。

クリエイティブな産業の拠点に成り得ると思うから。

梅田や三宮との差別化が必須のため

消費の街よりは、デザイン、美術品、クリエイティブな IT、先端医療の会社を行政と一緒になって育てるよう

頑張って欲しいです。併せて働く人達が、高収入になるような付加価値作りや、高い文化的な満足が得られる
なら、美しい街と併せて観光客など周りの人達も呼びこめると思います。
自転車にフレンドリーな街になって欲しい。駐輪スペースが無く、路上駐輪が目立つ。

落ち着きがあり、それでいて活気のある街でいてほしいからです。

エリアの持つ良さは残したい。活性化はしたいが、利便性だけを追求した街になってほしくない。

今までの文化は守りつつ、町並みを歩く楽しみを神戸以外の人に知ってほしい

神戸を代表する街に今後も進化してほしい。

旧居留地という場所にステータスを感じてる方が多いので維持してほしい。

街なみの雰囲気の良さを活かし、整理されていない南側や駅周辺を含め、ゆっくりと寛げる雰囲気のある街に
して欲しい。そのためには駐輪場や駐車場の整備、緑豊かな公園、図書館など文化的な施設の設置、特にオー
プンテラスのあるカフェを増やしておしゃれなカップル、ご夫婦がゆっくり気持ちよく過ごせる街を目指して
ほしい。
オフィス街でありながらお洒落で落ち着いた雰囲気の街並みは神戸市の財産であると考えるから。

ほかにはない建物が多い

休日は歩いて三宮・元町商店街・ハーバーランドを行き来する買い物客、家族連れを見かける。散策するだけ
でも楽しく、利便性ある導線の整備がされればもっと活性化されると思います。
神戸の歴史を後世に残したい

ロケーションが良く雰囲気を楽しめる街なので、歴史を大事にしつつ現代アートなどを取り入れてもっとお
しゃれなスポットになってほしい。
気軽に入れる飲食店が増えるといいなと思います。街の雰囲気はこのままがいいです。

子連れで気軽に入れるお店（飲食店含）が少なく感じます。

歴史と品性がある現状をベースに、新しい考えや文化が絶えず流入し、活気溢れる街

歴史的建造物が守られている地区であり、もっと観光で楽しめるスポットになればいいのにと感じています。

博物館があるため

居留地の原点に立ち返った国際色豊かな街づくりに期待

神戸の良さが見える街であって欲しい。

現在のよいところはそのままに、もう少し飲食店が充実してほしいので。

高いレベルを維持して貰いたい。

賑やかな街というより、落ち着いていて、ゆったりとした街であって欲しいと思うから

自分が住んでるのでいつまでもきれいで魅力ある街でいてほしい

エリアとしてのブランディングがしっかりできれば、訪れる人も、今後は観光客も増え地域活性化に繋がると
思います。
今の雰囲気が好きだから

神戸の主要スポット。訪れたいと思える場所であればいいなと思います。

今後も旧居留地の歴史、景観を守っていってほしいから。

神戸らしい街並みや上品な空気感のある場所であってほしい

特に変化は求めない。オフィス街として十分機能している。

イノベーションがないと、廃れる危惧がある。

今のままの落ち着いた、伝統のある雰囲気を残して欲しい。

オシャレなイメージを大事にしてほしい。生活感のあるコンビニや薬局は他でも行けるので、景観を重視した
お店の充実を期待いたします、
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地元の人が訪れやすい環境を希望しています。

・歴史を大切にしてほしい

高級店は待ち構えられている気がして入りづらい、もう少しオープンで親しみやすく、人を惹きつける特質の

あるお店や施設があると嬉しい

街がきれいだと気分がよくなるから

この美しい景観を維持していく為

落ち着きのある、大人が過ごしやすい街が好きだから

高級感は残しつつ若い世代や観光客にも親しみやすい街になって欲しいと思う。

選択肢に、犬連れでも楽しめる街を入れて欲しかったです。

神戸を代表するオシャレゾーンであり続けてほしい

今も歴史や芸術を感じられると思うし、だからこそ子どもと来たい思いはあるが、子どもと過ごしやすいイ

メージはありません。特に飲食店は平日ランチで利用する限り子連れでは敷居が高く感じます。子連れで食事

しやすいお店が増えると、1日楽しめるので土日に出てきたいと思う。

確立されたイメージ。

確立されたイメージ。

他にはない落ち着いて散策や買い物ができる街だから

神戸港開港以来の歴史、ハイカラなイメージ、現在の商業施設（高級感）が好きだから

今の雰囲気を損なわないで欲しい

旧居留地の歴史的意義を評価したいため

外国文化の玄関口として新しいものを取り込んできた街なので、古いものを残すだけでなく、新しい取り組み
をしていく街でもあって欲しい（そうでないと街の活気は失われていくと思います）。7月に開催している

EAT LOCAL KOBEや、以前開催していたナイトマーケットやホワイトディナーのような、センスの良いイベン

トを積極的に企画・開催していってほしい。
神戸の中心だから

神戸のシンボルで有って欲しいから

国内でも数少ない、異国情緒溢れる街なので、現状の街並みを維持してほしいから。

街並みが差別化されているから

伝統ある歴史をこれからも残して進化する地区に。

オシャレなイメージがあるから

今のまま、飲食が充実したら良い。

神戸は海外からの観光客がすくないから

人が集まる場所、集まれる場所で合ってほしい。

旧居留地の名にふさわしい街になって欲しい希望的な気持ちから

歴史が好きだから。

いい雰囲気な場所です

今の落ち着いた雰囲気が好きです

今の落ち着いた雰囲気が好きです

仕事の合間に癒やしが得られるため

若い世代の人が、旧居留地の歴史や文化を知り、そこに新しいものを作ってほしいから

文化的なおしゃれな街並みで働いていたい。

現状のイメージを更に磨く事で価値が増加する地域と思うため。

今の品位を保ちつつ神戸のランドマークとして、地域を盛り上げる役割を担ってほしい

三宮周辺とは違う楽しさがあった方がいいから

感覚

若い人だけでなく大人が来たくなる街になって欲しいから。

ゴミなどが落ちていない綺麗な街であって欲しいから。

旧居留地が現在持っている今のイメージを大切にしながら、さらにオリジナリティのある文化やふれあいの場
となれば地元の人も嬉しいし、またそこから芸術家やお洒落な人達が集まって、他の街とは違った独自の文化
を創り上げることが出来れば最高です！！
自然も残しつつ、機能性もある街だから。

歴史意識が強すぎて新しさに欠けるし、お高く留まりすぎて利用しづらい面のが強い

お客様が来店しやすい雰囲気がいい。

街に出ていく目的の範囲が、広いので、一日を、有意義に過ごせる。

落ち着いた場所がほしいから

昔ながらの建物の外観が落ち着いた雰囲気のままであって欲しい。
メリケンパークもあるのでいろんなイベントの参加がしたいので
特別感のある街になってほしい

ガチャガチャしたものが嫌いだから。

コロナの中異動してきて、街並みは綺麗だがお店に行く機会がない。コンビニしか開いてない。落ち着いた綺
麗な街だがこじんまりした飲食店や個性豊かなお店が並んでるとワクワクします。
旧居留地の街並みが歴史があるから

独特の雰囲気があって好きです。古い建物などを大切にして残していってほしいと思う。

静かな街であってほしい

神戸に住む人にとって誇りになる街になってほしい

個性的な街として他の街と違った雰囲気を出してほしい

流行りのお店は近隣に有るのでで上質で落ち着いた雰囲気が良いから。

旧居留地の名前の通り、歴史的な建物は壊さないでほしい、新しいものを良いとする街にならないでほしい。

ここにしかないというユニークな街だから

繁華街ではない観光地で仕事ができる

昔からの、独特の街並みや文化を大切に残して欲しいから。

ごちゃごちゃした感は北側(センター街とか)にあるのでこのままのテイストで。

他にはない雰囲気の街並みでい続けてほしい

いつもと違う非日常的な空間でありながら、リラックスできる場所であってほしいので。

他に比べて少なく感じる

騒がしいのは苦手。落ち着いたおしゃれな街が好き。

今以上に景観を重視して・・街にふさわしい建築物及びそれに見合う街づくりを期待する

旧居留地の美しい街なみの中でイベントを開催することで、ほかには無いイベントができるから。

現在の高級感があり、歴史も感じられインスタ映えするから。

旧居留地は出勤するだけで気分のあがる街だから、もっともっとスペシャルな街になってほしい

港町神戸の昔の面影が残る歴史ある街。イベントンなどの新しいことは催しながらも品のある雰囲気は壊さな
いでほしい
仕事がしやすい場所でいい、観光客はいらない

お洒落して来たくなるようになって欲しい

芸術や文化を引継ぎ美しい街並みが歴史的に残ってほしい

今の雰囲気を崩さず、もっと魅力的な街にしてほしい

自転車の観光資源がたくさんあるエリアなのに駐輪問題を理由に自転車に対する取り組みができないのがもっ
たいない。自転車に乗る人がもっと来やすい環境整備できればもっとエリア来客数は伸びる
おしゃれなイメージを残して欲しいので、あまりごちゃごちゃはして欲しくないため。
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自由記述：　その他旧居留地のことについて思うこと・感じること等、自由に記述ください。

居留地の歴史を感じさせるモニュメント等がもっとあってもいいのでは。

ヨーロッパの雰囲気は建物にあるけれど、それを活かしてるのは物販だけで、買い物以外の飲食やアミューズ
メント、街中で座って落ち着ける広場、テイクアウト用ゴミ箱、など時間消費出来る街づくりに期待したい。
フィレンツェの街が大好きです。
旧居留地エリア外の話しですが、道路・信号が多く、ペデストリアンデッキなどおしゃれな雰囲気で、人の流
れを誘導する仕組みを検討して欲しい。
スペーシーで清潔、快適な街だと思います。

雰囲気がとてもいいと思う

雰囲気がすごく好きです。

せっかくのいい街なのに、ラグジュアリーブランドばかりで面白みに欠ける。もっと個性的なショップ・飲食

店やライブイベントなどを充実してほしい。

夜静かになるのが早すぎるため、中華街や人気レストランなどの営業時間や形態を早く考え、対策しないと危

険。

・街全体のイメージアップとなるよう、看板や照明等の建築規制（協定）の強化

・1年中、ビルや歩道にルミナリエのような照明付きオブジェを展示して、夜には道路にもテーブルや椅子を

出して食事やカフェを楽しんでいただき、露店で芸術や美術品の販売もおこなって作者の収入アップを図って

はどうでしょうか。

食を中心にした夜の賑わいに富んだエリアになってほしい。

もっともっと旧居留地の歴史を知って欲しい。そのため施策が必要と感じる。

美しい街並みが心地良いのですが、喫煙している人やスケボーをしている若者を迷惑に感じます。

エリアで働くメンバーが誇りを持って、旧居留地にいることを自慢できるような街になったら良いなと思いま

す。

現在のトゥーストゥースですが、24番館という喫茶店のころ、建物の中の空間に居るだけでとても優雅に、ロ

マッテックに、そして文化を感じ贅沢な時間を過ごした記憶は、ずっと心に残っております。もっと気軽にそ

の空間を他府県、市内以外の方が楽しまれるようになれば、活気付くのに素敵な場所を忘れられているように

思います。

通りによるが街灯が明るすぎでもっと街の雰囲気にあったオレンジやキャンドル灯のようなものにしてほし

い。白熱灯などは雰囲気にあわないと思う。

一部を覗いて旧居留地というポテンシャルを活かし切れていない。東京の青山や表参道をベンチマークし若い

女性がもっと来たくなるおしゃれで人気の高いスポットとして発信してほしい。最近立地し出しているおしゃ

れスポットを点としてではなく、面として捉えてアピールできるように計画、整備してほしい。そのためには

官民協力し一体となって改善できる活動を期待しています。

街並みが美しく、品がある街

雨がふると極端に行く気にならなくなるので、主要駅からのアーケード整備や地下道の設置などを検討してほ

しい。

三宮開発とは少し違った神戸らしさと外国の雰囲気を大切にしたい。古いけど新しい感覚のある街になればい

いですね

旧居留地に繋がる動線の三ノ宮駅近辺がゴミ等で汚く、神戸のイメージが崩れる

歴史の建物は継承していってほしいが、観光スポットにするには、もう少し楽しめる場所が必要だと感じる。

ドラッグストアやコンビニは増えずに、このまま神戸らしい美しい外観の街であってほしいと思います。

これからも、この雰囲気や景観を維持してほしいです。

・港町であり、海外の雰囲気と歴史を感じられるところがとても好きです。旧居留地のヨーロッパの雰囲気と

いいイニシエ感、対極にある新しいお店、南京町などのミスマッチ感も賑わいを感じて良いと思います。

居留地連絡協議会をもっと真面目に運営してほしい。会費徴求分の成果に期待。

綺麗で落ち着いていて気に入っている街です。また観光客も増えることを期待しています。

洗練された関西を代表する街並みです。煙草のポイ捨て、空き缶等は厳しく対応してほしい

おしゃれで落ち着いた雰囲気の街でとてもいい街だと思っています。

このまま誰もか大好きになる街でいてほしいです。

日用品を気軽に購入できるお店が欲しい

会社は沢山あるのに昼食の選択肢が少ない。お店だと料理の提供時間が遅いため、会社員に向かない。キッチ

ンカーのお弁当販売が増えると嬉しいです。

旧居留地は日本の他地域には無い、独特の雰囲気を持っていて大好きです。その歴史や背景も踏まえて地域と

して活性化できれば、たくさんの人が集い訪れ、そこで過ごす豊かな時間を楽しめると思います。エリアの魅

力化のためにいまここに居るわたしたちも含め手を取り合ってエリアに貢献できるプロジェクト等があればと

思います。若い世代にもっと足を運んでもらえる店揃えやイベント企画・コンテンツ等もあればと思います。

駅から遠い。濡れる。

ここ数日放置自転車が減って街の雰囲気が良くなったと思います。

最近の神戸市は「若者志向」に偏りすぎ。大阪の茶屋町やアメリカ村のようなものを神戸旧居留地に期待する

のは愚の骨頂である。おなじ大阪なら御堂筋界隈の雰囲気をめざすべきである。

夜間の賑わいを求める必要はない。昼時間の地域の特性をより伸ばしてほしい。

我々には、この街並みを次世代に引き継ぐ義務があると思います。

土日は休みの店が多いイメージがある

とても整備された良い街だと思います。皆の努力でずっと維持していきたいものです。

居留地は既に景観が魅力になっています。薬局やコンビニなど、利便性よりもカフェやレストランなど、雰囲

気を大事にしていただきたいです。

一般の人（こども）にはルミナリエのイメージが強いので、ルミナリエ以外に子供向けの発信があればいいと

思いました。

個性のある街であってほしい

昼間時間に、エリア内に多発しているキッチンカーが不衛生で、見苦しい。永らく地元で営業されている飲食

店が気の毒である。

夜も静かで、街並みは美しいと思います。しかし大人が過ごしやすいことと若者が楽しめることは相反すると

思いますので、旧居留地が若者が集まりやすい場所になるとそれはそれで複雑な気持ちになります。

今の良さを維持できるようにどの世代もそれぞれを尊重できるような街づくりが進むといいですね。

ぶらぶらするには入りづらい店が多く、若い世代向けのお店やセレクトショップなどが増えてくるといいなと

思う。

きれいな景観を維持し続けて欲しいです

高砂ビルの猫の譲渡会で里親になりました。

オシャレな場所というだけで無くイベントやワークショップを企画して欲しいです。

神戸らしい場所なので、これからも美しい街であり続け、またさらに洗練された街になって欲しい。

ビルの1階（＋2階）は街づくりにおいて重要な部分を占めるので、飲食店や小売店などを積極的に誘致してほ

しい（それが街の活気や雰囲気づくりにつながると思うので。歩道も使えるようにしてオープンカフェを増や

すのもいいと思う）。

旧居留地連絡協議会の予算を、街づくり・街のPR・イベント企画等にもっと使って欲しい。

あわせてSNS等も上手く活用してほしい。

ルミナリエ復活希望

県外からの転入者です。旧居留地は、レトロなビルが建ち並び、異国情緒溢れる素敵な、魅力的な街だと感じ

ております。今まで様々な土地で暮らしてきましたが、このような素敵な街は見たことがありません。ですの

で、できればスーパーやドラッグストアのような日用品を取り扱う店舗はない方が、景観を損ねなくてよいの

かなと感じております。(近くに元町商店街やセンター街もありますし。)現状の美しい街並みを保ち続けてほ

しいです。

街並みを継承していってほしい

過去には、もっと回遊性な盛んな街でしたが　それがブロックで途切れ連続性少なく薄れかけてきている感が

する。

もっと音楽性とかで街に人を呼び込む為にも　民間だけではむずかしく行政の力を加えての街づくりが必要で

はないでしょうか。？

昨今の状況と景観上仕方ないことだと思うが、喫煙できる場所がない

皆んなが思うより、気軽に入れるオシャレなレストランが少ないので、増えて欲しい。

今ぐらいのワーカー数とショップ数のバランスが良いのではと感じます。ランチが出来る (テイクアウト含む)

お店が少しだけ増えたら良いなと思います。

結婚写真を撮る場面を頻繁に見るが、フォトストップ巡りをしたくなるような場所。案内があれば良いのでは

ないでしょうか？若者の騒音を撒き散らすようなイベントは合いません。
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以  上 

転勤族で今年神戸に来ました、歴史的な雰囲気が独特ですね、この点は大切にしていきたいですし、もっと

PRしたいですね

活気を感じ楽しめる街並み‼️

神戸ならではの雰囲気のあるステキな場所です。が、もう少し活気が欲しい。定期的なイベントやオシャレな

お店が増えて訪れる人が増えると良いですね。

雰囲気が好き。

本屋さん

老舗本屋さん

今の雰囲気で何時迄もオシャレな場所であってほしい

昔より喫茶店が減ったように思います。

昔より喫茶店が減ったように思います。

食べるところがない

外に出ると仕事中だと忘れるほどの落ち着いた景観、緩やかな人通りは魅力的です

ルミナリエはこのまま終わりにして欲しい。働いている人にとってメリットなし。

歴史を感じるところ。海が近い。

飲食店、カフェが少ない

歩き疲れた時にちょっと座れるベンチや緑があるスペースが増えたら良いと思います。

街全体がステキなので特に何って事もないけど、単純にシンボル的なマークや象徴があると、それがブランド

力にもなるので、そういったアイデアなどを出し合って決めても良さそう！

利便性を優先して壊さないで欲しい。

何を目指しているのか正直わからない

職業に自営業がないのは、アンケートとして精度が落ちますよ

地元の自分が行かない地区が観光地として人気があり、時々感激する事がある。

新しいモノの発信基地になってほしい

車を停められる飲食店ができると嬉しいです。

建物がかっこいいです

路上の自転車やバイクをもっと徹底的に締め出して欲しい。景観を損ねていると思う。

コロナのない頃の活気を知らないので何とも言えないが、立派な石造りの建物の落ち着いた街並みは無機質に

も見えるがとても綺麗です。

ハイブランドをもっと身近になるようにカフェやレストランがオープンしてほしい

海外の旧市街はその場所だけでも建物、馬車の通り道の傷、石畳、などそのままに残っているものは多い、そ

れが「旧」の魅力だと思う。京都のようなTHE日本でもない、洋と日本が混ざっていてもおかしくない場所を

しっかり再現、後世に残してほしい。

歴史的な建物も多い街です。

高層のビルが立ち並ぶのではなく、歴史的な建物はそのままに

外観などは残して、耐震性などを施して今の街の雰囲気を残していただければと思います。

華美に走ることのないようにしていただきたい。

観光地化して欲しくないとい思いもあります

神戸の中心地で歴史を感じながら通勤も便利

仕方ないと思うが、現代的に価格帯が高い。ブランドショップは当然だと思うが、飲食店も高いのでなかなか

ランチに色々な店を開拓できない。三ノ宮や元町も徒歩圏内にあるので、そちらでランチを探してしまう。

少し特別な場所という感じ。

お高いイメージはありますが、崩すことはないと思います。

色々な異文化を発信している素敵な大人の街

夜が少しさびしい、暗いかなと思います。ある意味落ち着いた街なのでその雰囲気は保ちつつ、防犯上も安全

な地域であって欲しい。

とてもおしゃれで落ち着いた素敵な街だと思います。

コロナ蔓延以降、閉店したお店が目立ってきて、少し寂しさを感じる。美しい植栽で彩られた風情ある街並み

を今後も残していって欲しいと思う。

スケボー、ウェディングフォトの人たちが往来の邪魔で場合によっては危険なときがあります。なんとかなり

ませんか？

歴史的建造物のメンテナンスや維持が一企業だけでは難しく、行政のバックアップなどが必要だと考えられ

る・・日本の雑多な街並は西欧諸国の街並みの美しさに及ばない・・利便性のみを考え合理的な街づくりを推

進している日本において・・居留地は珍しいエリアだがその街並みはぜひ大切にして欲しい

ビジネス街ではあるが、京町筋より下は活気がない。

日銀や三共生興ビルの工事など更に目立た無くなっている。

企業が集まるエリアに戻ってほしい。

最近街が死んでる。あれもこれもと中途半端なことをすると建物だけクラシック、中身はどこでもあるでは次

に来たいと思わない。特に大丸周り。

市場のマーケットが少なく18時以降盛り上がる街並みであってほしい

駅から遠い。

●海と山に挟まれた旧居留地という街並みを、もっと全国、全世界にＰＲする必要があると思います。行政と

も連携した街全体での情報発信がもっと必要。

●三宮と元町を結ぶ地下道は便利ですが、殺風景でもったいない。商業ゾーンを設けたり、旧居留地らしい雰

囲気のおしゃれな造りにリニューアルしてほしい。

高齢者、障害者に優しい町であってほしい

先程も記載したとおり自転車散歩（ポタリング）に適した観光資源がたくさんある。もっと自転車の街として

環境整備した方がよいと思う。


