
都市の景観は、市民の日々の営みが積み上ってできたものです。今回の開港５都市

景観まちづくり会議のテーマ「継承と発展～次の世代の景観まちづくり～」に基づ

き、次の世代の景観まちづくりを担う各都市の若者世代が協力して、各都市の日々

の営みのなかで感じる「イケてる○○」を写真で集めました。

写真選定メンバー

函館市 横浜市 新潟市

○○写真展景 観

中村 拓也
テレビマンのはしくれ

今年函館に U ターンしてきま
した。今回は僕らの日常と
違ったその土地の日常「異日
常」を楽しみたいです。

にわか
長崎都市・景観研究所

長崎市出身。大学進学で県外
に出たことがきっかけで、長
崎を溺愛することに。バッセ
ンが大好き。

森　恭佑
斜面地・空き家活用団体つくる

斜面地・空き家活用団体つく
るに所属する大学生。震災復
興支援に携わり、街や人との
関わりを見つめ直す。

坂口 裕介
長崎新社会人ネットワーク

長崎市出身。長崎新社会人
ネットワークの代表として
様々な団体との調整を担い、
個性あるメンバーを束ねる。

平井 敬晃
長崎新社会人ネットワーク

長崎市出身。長崎市の行政、
震災復興支援に携わる。良き
相談役として多くの人を支え
る縁の下の力持ち。

嘉村 祐介
長崎新社会人ネットワーク

長崎市出身の若手司法書士。
冷静沈着な視点から様々な若
手団体を支え、多くの人から
頼りにされる。

栗林　郁
長崎新社会人ネットワーク

和歌山県出身。思慮深さ、高
い行動力、多くの人脈を持ち
長崎の若手団体必須の存在と
して活躍。

小浦 良介
長崎新社会人ネットワーク

長崎市出身。趣味のカメラを
通して様々な場所へ出向き多
くの人と触れ合いながら成長
する長崎の若きホープ。

市原 慶太郎
長崎新社会人ネットワーク

長崎市出身。教育の現場から
日本固有の信仰の場へ活躍の
場を移す。調整役として人や
団体の縁を繋ぐ。

草野　祐
長崎都市・景観研究所

長崎市出身。熊本へ進学・就
職したが、今年４月にＵター
ン。建築設計が仕事。

山田 早織
長崎都市・景観研究所

長崎市出身。就職先は島原だ
が、「長崎くんち」が近づく
と毎日長崎に帰ってくる生粋
の長崎っ子。写真好き。

一丸 康貴
長崎都市・景観研究所

熊本ド田舎生まれ。自然と共
に育ち、大学入学を機に長崎
へ。長崎を少しでも良い街へ。
日々設計中。

岩本　諭
斜面地・空き家活用団体つくる

大学時代に斜面地のまちづく
りについて研究。その後、斜
面地区の南山手へ移住。つく
る邸の運営をおこなう。

金氣 奈々美
斜面地・空き家活用団体つくる

長崎市出身、長崎市在住。居
留地愛が高じて築 112 年の洋
館で働いている。「つくる」
の副代表。

中瀬　聡
長崎都市・景観研究所

長崎市出身。長崎県で主に港
湾の仕事に携わる傍ら、日本
各地の美術館へ行くのが趣
味。資格の鬼。

鈴木 誠一
読書家の公務員

20 年前は長崎に住んでいま
した。10 月末、久々の長崎
旅行を計画していたらまさか
の長崎大会。運命です。

中根 裕子
なりたての公務員

４月から市職員になりまし
た。長崎大会には参加できま
せんが、「イケてる函館」を
たくさん見つけました。

番場 俊宏
建築家

横 浜 で 建 築 設 計 事 務 所
abanba を主宰。

森　日出夫
写真家

横浜市生まれ。独自の感性で
横浜の港・街・人を撮り続け
ている。ニューヨークADC賞、
横浜文化賞奨励賞受賞。

りゅういち
市職員

一見すると強面ですが、ホン
トはやさしいです。脚立なし
で電球を変えるのが特技で
す。

はな
市職員

どこにいても笑い声が聞こえ
ると言われます。地域のみな
さんとまちづくりに奮闘中で
す！

ちさと
市職員

御朱印集めが趣味で、全国の
お寺、神社を巡り歩いていま
す（ホントは食べ物が目的）。

たつや
市職員

景観まちづくりに携わって１
年目。今は双子の育児に奮闘
中です。

はるな
市職員

みなさん、スティールパンっ
てご存知ですか？スティール
パン歴５年の私がお教えしま
す。

よしたか
市職員

ぎりぎり若者世代に入ってい
るようですが、最近孫が生ま
れ、おじいちゃんになりまし
た。

だいち
市職員

就職して２年目、実年齢より
落ち着いて見られます。景観
についてはまだまだ勉強中で
す。

きょうこ
まちづくりコンサルタント

あっと言う間に９年目です。
“ 若者 ” と言ってもらえるう
ちに、成長できるように頑張
り中です。

はやと
市職員

就職して２年目、まだまだわ
からないことだらけです。最
近、一人暮らしを始めました。

ちかこ
市職員

就職して２２年目。まだまだ
若者世代です。でもドリンク
剤はかかせません。

神戸市

長崎市

新潟市の皆さん

イケて
る



海、山、川、通り、建物、街路樹、船、

夜景、開港５都市には自然から人の

営みまで多様な風景があります。

街並み
「函館市電、十字街電停前」

路面電車の分岐路です。そのため市電用に張っている電線も多く、この独特の風景が

生まれます。

「開港場から続く日本大通り」

横浜の都心部を貫く目抜き通り。海へと向かうイチョウ並木や歴史的建造物をオープ

ンカフェの賑わいが彩る。

「ダブル入港とスリバチ地形」

円形劇場と評された立体的な街並み。その舞台では日常の営みと共に今日も世界から

のお客様を歓迎しています。

「まだまだ現役！近代建築オフィス」

オフィスビルとして創建 80 年。現在も丁寧に使われ、旧居留地のまちなみに風格と

うるおいを与えています。

「信濃川川沿いの街並み」

新潟市の街中を流れる大河信濃川。川を含めたまち並みが新潟を代表する景観です。

（画像データ提供：新潟観光コンベンション協会）
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定番の洋食やパンから、お酒のおつ

まみ、そして最後のシメまで、開港

５都市のグルメで一日中楽しめそう。

食べ物
「ハセガワストアのやきとり弁当」

函館といえばこれ！名物「ハセガワストアのやきとり弁当」です。やきとり弁当です

が豚串なんです。

「ホフブロウのスパピザ」

1951 年創業の洋食店「ホフブロウ」の名物。外国人船員の要望に応えるために考案

された、元祖ガッツリ系。

「シメの定番『かにや』のおにぎり」

夜な夜な人が集まる「かにやのおにぎり」は、創業から半世紀以上経っても深夜の人

気店です。

「パンの薫りが漂う街」

バスに乗ってわくわく、バスを見るだけでうきうき、神戸の街をてくてくすると、パ

ンの香りでお腹がぺこぺこ。

「黒崎茶豆」

甘み・コク・心地よい歯ごたえは一度食べたらやめられない！とまらない！もちろん

ビールとの相性バツグン（画像データ提供：新潟観光コンベンション協会）
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あまり県外では知られていない！？

コアな遊びスポットが大集合！旅行

のときにコッソリ行ってみては？

遊び場
「函館蔦屋書店」

2013 年 12 月にオープンした函館蔦屋書店。老若男女問わず、函館市域外からもた

くさんの人が訪れます。

「グランモール公園」

みなとみらい地区にある、大通りのような公園。商業施設や美術館に面して様々なア

クティビティが展開する。

「老舗百貨店・長崎浜屋の屋上」

長崎市に唯一残る老舗百貨店・浜屋の屋上には、マニアも唸る貴重な昭和の遊具が沢

山残されています。

「みなとのもり公園～港に育つ森」

震災復興の記念事業として市民とともにつくられた公園で、都心臨海部の防災公園と

しての役割も担っています。

「関屋浜海水浴場」

夏といえば海！海といえば関屋浜！市内中心部に近い人気の海水浴場はイケイケな男

女の青春です！（画像データ提供：新潟観光コンベンション協会）
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夜景やプラネタリウムなど、暗がり

が多いけど、横浜のこんな綺麗なト

コなら真昼間でも口説けそう！？

デートスポット
「函館裏夜景」

函館といえば函館山から見る夜景が一般的ですが，「函館山方向を見る」裏夜景はカッ

プルがいっぱいです。

「桜咲く昼下がりの汽車道」

桜木町駅から赤レンガ倉庫に至る定番の散策路。新旧が混在した横浜のまちを四季

折々楽しめる。

「夜景だけじゃない！世界一が見られるプラネタリウム」

定番の夜景もいいけど、ペアシートでゆっくり見るプラネタリウムは格別！投映機は

世界で一番先進的なもの。

「青く輝く『愛の鍵モニュメント』」

神戸の夜景を一望できるヴィーナステラス。 “ 愛の女神（ヴィーナス）” にちなんで、

恋人達が思いを込めた錠を取り付けます。

「信濃川左岸河口」

川に海、夜景においしいレストランが楽しめます。いったい何人の人たちがここでプ

ロポーズしたのだろうか…（画像データ提供：新潟観光コンベンション協会）
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まちづくりには、「バカ者」「ヨソ者」

「若者」が大事と言われていますが、

開港５都市で見事に揃いました。

若者
「トランジスタカフェのノブさん」

今年の 1 月函館に移住してカフェをオープン。函館の西部地区をおいしい料理で盛

り上げてくれています。

「関内外オープン 2015 に参加するクリエイター」

デザイン、建築、アートなど、様々なジャンルのクリエイターが集まって横浜を盛り

上げている。

「長崎のくんちっ子」

長崎の秋の大祭「おくんち」では７年に１度の「踊り町」が回ってきたら、地域一丸

となって演じ物を奉納します。

「岡本生まれ岡本育ち岡本で働く、岡本バカ２年目」

イケてる若者がまちづくりに新しい風を吹き込んでくれています。（注）岡本バカの

バカは、親バカのバカです。

「古町花街の会　久保さん（写真一番右）」

古町花街をこよなく愛するイケメンの久保さん。花街の活性化に尽力する新潟大学の

博士 1年生です。
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芸者遊びから古き良き昭和の風情、

最新グルメコートまで、開港５都市

の夜は時空を超えます。

ナイトスポット
「五稜郭ガーデン」

昨年の秋オープンした多国籍グルメコート。開放的な空間は様々なイベントが開催さ

れ盛り上がっています。

「川沿いに浮かぶ都橋飲食店街」

常連さんがつめかける小さなお店が連なる。戦後の雰囲気を残した建物がつくる横浜

のもう一つの顔。

「一夜だけ現れた幻の「NEO’ n 居留地」」

居留地まつりでライトアップ企画に挑戦、東山手甲十三番館が一夜限りのナイトクラ

ブに変身！

「ハーバーナイトフラペチーノ★」

昼間は家族連れで賑わうハーバーランドも夜は大人の街に。ジャズとディナーを楽し

むクルージングもおすすめ。

「古町料亭芸妓遊び」

実は新潟は芸妓文化が色濃く残っています！知ってましたか？お越しの際は美しい芸

妓の舞をぜひご堪能あれ！（写真提供：新潟観光コンベンション協会）
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開港５都市に沢山残る洋館や古民家。

古き良きモノが若者の感性によって

再生（リノベーション）されています。

リノベ物件
「トランジスタカフェ」

築 80 年程の安藤歯科をリノベした An deux HOUSE( アンドゥハウス )1 階に入って

いるカフェ。

「雪の中に佇む往時の赤レンガ倉庫（リノベ前）」

明治の頃から横浜の発展を支えてきた港湾施設は、文化商業施設に生まれ変わって多

くの人々で賑わっている。

「斜面地のコミュニティスペース『つくる邸』」

高齢化の進む斜面地に新たな風を吹かす若者たちによるコミュニティスペース。築

70年の古民家を改装。

「Bitter&Sweet ～薬屋から和菓子屋へ～」

築約 150 年の和風建築の薬局を老舗和菓子屋が改装。観光の合間にちょっと一息！

できたてのお饅頭も味わえます。

「hickory03travelers」

地元クリエイト集団 hickory03travelers。上古町の築 80 年の元酒屋を活用し、自ら

の作品などを販売しています。
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現代の「カフェ」はお茶を飲むだけ

なく、人が集まるコミュニティスペー

スとして都市のなかで機能します。

カフェ
「ティーショップ夕日」

明治期の「函館検疫所」を日本茶カフェとしてオープン。海いっぱいに広がる夕日は

心が洗われます。

「象の鼻カフェ」

横浜の開港 150 周年記念で整備された、港に面した広場「象の鼻パーク」の一角に

ある休憩所兼アートスペース。

「野母崎コミュニティカフェリップル」

長崎市南部、野母崎地区の地域おこし協力隊だった菅原さんが夫婦で始めた海沿いの

絶景のカフェは、地域づくりの拠点としても機能。

「ひとやすみ、ひとやすみ」

都心の道路空間を活用したオープンカフェ。歩いて楽しめるみちを目指し、地元まち

づくり団体が開催しています。

「ニワトリカフェ」

生きたニワトリはいませんが、木のぬくもりと暖色照明が心地よい店内。「ニワトリ

パフェ」にキュンキュン！
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古くから外国文化が入ってきた開港

５都市では、今でもさまざまな創作

活動が盛んに行われています。

アーティスト
「パイプオルガニスト石崎理さん」

伝統的建造物が多く残る西部地区で生まれ，教会の音色を聞きながら育ったパイプオ

ルガニスト。

「みんなでつくる横浜夜景―光の祭典」

クリエイターや企業、市民などがアーティストとなってスマートイルミネーション横

浜をつくり出す。

「「陶彩 花と風」の廣田亮作さんと廣田友理さん」

京都で修行を重ねた轆轤師の夫と絵付師の妻が作る陶器は軽く使いやすく幅広い年代

に人気です。

「KOBE STEELPAN CARNIVAL !!」

阪神・淡路大震災後、新長田で発足したスティールパンバンド Fantastics。毎年９月

には須磨海岸でカーニバル！

「Noism」

日本で初めての劇場専属の芸術団体（レジデンシャル・カンパニー）で、新潟を拠点

に海外でも活動中です。

イケて
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まちの灯りが港に映りこんで何倍に

も瞬きます。いつかあの人と一緒に

眺めてみたい、そう思いませんか？

夜景
「函館金森赤レンガ倉庫」

函館の代表的観光地である金森。昼の観光はもちろん，夜は異国情緒漂うロマンティッ

クな夜景を楽しめます。

「横浜ベイブリッジのライトアップ」

夜のあかりで横浜のまちのかたちと表情が浮かび上がる。海から眺めると遠くには富

士山が見える。

「長崎生まれ「サファイア・プリンセス」の出航」

夜に出航する「動く夜景」。長崎生まれのクルーズ客船の里帰りは、近くからでも遠

くからでも楽しめます。

「ヴィーナスも嫉妬する１０００万ドルの夜景」

市街地から近く、みなと神戸の絶景を間近に楽しめるヴィーナステラス。今にも手が

届きそうな夜景が魅力です。

「暮れゆく新潟」

夕陽の美しいまち新潟。夕景から夜景へと切り替わる一時を切り取った写真。幻想的

です。（新潟観光コンベンション協会）

イケて
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