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１．視察の目的 
 

我が国は戦後、工業化を背景に目覚ましい経済

発展を遂げてきたが、そういった過去の経緯から

都市政策においては、生産性や効率性といった工

業に重点を置いて進められてきたことにより、環

境との調和や都市景観、住民の住みやすさ、文化

の醸成といった点において、必ずしも魅力がある

とは言えない都市づくりが進められてきた。 

 本市においては、創造都市施策により、最低限の

都市景観を保ってきた経緯はあるものの、住みやす

さや文化の醸成といった点においては十分な成果

を出していない状況にある。それだけではなく、中

心市街地の衰退、人口減といった課題も抱えており、

まさに岐路に立たされている状況である。 

 海外に目を向けると、欧州ではかなり以前より製

造業の衰退と産業・都市の空洞化に直面し、その課

題解決のために創造的な都市づくりが進められて

きた。今日では、ICTなどの産業の育成や創造的な文

化活動だけでなく、環境との調和、ワークライフバ

ランスも重視した都市づくりが各地で進められて

いる。そこで、今回着目したのが住みやすさナンバ

ーワンの都市、ポートランドである。 

 

 

 

【ポートランド】 

 

■都市ブランディングと創造都市施策 

 

ポートランド市は、米国北西部に位置し、オレゴ

ン州最大の都市で、約63万人（2015年時点）の人口

を抱える経済・産業・文化の中心を担う都市。都市

圏で言うと約240万人を抱える。ポートランド市は

2010年から5年間に人口が8.3％増加しており、人口

年齢分布で言うと、約65％が18歳か64歳までの生産

年齢人口に当たる。 

ポートランド市は、従来の農業・林業・貿易業に

加え、スポーツアパレルやハイテク・エコ産業など

の発展も著しく、現在1700を超える企業が立地して

おり、市の財政基盤は安定しており、州税として消

費税を課していない。 

ポートランド市の政治制度は独特で、市議会は、

市長を含む5人の市政委員と1人の監査役から構成

される。また、市内に95の近隣組織（ネイバーフッ

ドアソシエーション）という組織があり、行政は、

ゾーニングや開発、その他の都市計画に際して必ず

近隣組合の意見を聞くことが条例で定められてい

る。 

ポートランドには、観光名所となる建物や有名な

歴史的建造物等がほとんどない中、どのように都市

をブランディングしてきたのか。都市デザインの進

め方グランドデザインにおける市民の関わり方、ネ

イバーフッドアソシエーションの仕組みについて、

PPP,BID,LID、コミュニティデベロッパーといった

仕組みや手法。ライトレールシステム、路面電車等

の交通施策。自転車都市としての施策について学ぶ。 

 

 

 

【サンフランシスコ】 

 

■経済成長と人々の暮らし方 

 

サンフランシスコは20世紀初頭にニューヨークに

相対する金融センターとして西海岸の最大都市に

発展した。1960年以降、アメリカ国内の大企業や国

際的起業が相次いでロサンゼルスに本社を移転し、

1980年代には、サンフランシスコの大銀行が次々と

本社をロサンゼルスに移転したため、経済的地盤沈

下した。その後、サンフランシスコ市及びその都市

圏の経済活動は、IT関連、石油関連産業、コンベン

ションや観光産業を中心に成長を遂げた。 

現在、サンフランシスコに長期滞在する日本人は

約1万人と言われており、ITの中心地サンノゼにも

約1万人の日本人が住んでいる。 

こういった背景の中、そこに住む人々の暮らし方

はどのように変わってきたのか。また生活環境が変

化する中、小売店舗はどのように生き残ってきたの

か。行政の立場と民間企業の立場から学ぶ。 
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これまで議会でこれらの分野について我々が行っ

てきた質問や発言を列挙しておく。 

 

■都市ブランディング 

平成28年 決算第二特別委員会 藤崎 

■都市デザイン 

平成28年 決算第一特別員会 大岩 

■ネイバーフッドアソシエーション（自治会町内会

組織） 

平成28年 決算第二特別委員会 藤崎 

平成29年 予算第二特別委員会 藤崎 

■オープンスペース 

平成28年 第３回定例会 有村 

■PPP、BID、LID、コミュニティデベロッパー 

平成28年 決算第一特別委員会 大岩 

平成28年 予算第二特別委員会 大岩 

■グランドデザイン 

平成28年 観光・創造都市・国際戦略特別委員会 

坂本・大岩 

平成29年 第３回定例会 有村 

■ビックデータ・オープンデータ 

平成28年 決算第一特別委員会 木原 

平成29年 第３回定例会 有村 

■商店街再生 

平成29年 国際・経済・港湾委員会 有村 

 

（文責：有村俊彦）   
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２．ポートランド市開発局の街づくり 

 

【日時】2018 年４月２日 

【場所】ZIBA 

【対応者】山崎満広 

 

■ポートランドの概要 

 

まずはじめに、ポートランドの規模感を確認

しておきたい。 

市の人口は約62万人で千葉県船橋市や鹿児島

市とほぼ同規模である。都市圏人口は約210万人

に及び、オレゴン州全体の人口が約390万人であ

るので州全体の約半数がポートランド都市圏の

住人といえる。 

全米の他の都市と比べ面積が狭い小規模な街

並みだが、緑地を意図的に保全しており、漫然

と開発することなく、要所要所を開発し、拠点

を交通インフラでつなぐという形で街を形成し

ている。 

ポートランドは周辺だけでオレゴン州の経済

の６割を担っている一方で、経済成長を追い求

めすぎることなく、環境にも配慮した都市とし

て著名である。 

西海岸の中では生活費が安くクラフトビール

が有名であり、自然も豊かなことなどから、好

感度の高い街である。 

こうした好感度の高さが企業イメージの向上

につながることなどもあり、ナイキやコロンビ

アなど大企業の本社がある。 

 

■街のコンセプト、ガイドライン 

 

街のコンセプトはエコノミー（賑わい、便

利）とエコロジー（居心地の良さ）である。 

 

 

 

そして、エコノミーとエコロジーを両立させ

るために、連続性、連結性、コミュニティ、文

化といったテーマに軸足を置いている。 

その結果、街並みが唐突に変わることなく、

自然に隣の地区とつながり、人々でにぎわい、

一人一人が思い思いの時間を豊かに過ごすこと

のできる文化的な空間を形成することに成功し

ている。 

また、こうしたコンセプトの策定や街づくり

のガイドラインをどのように実現するかという

点では、職業としての専門家が考えるのではな

く、地域住民が望んでいるものを具現化すると

いう点を政策の基本としている。 

例えば、インフラについても、各建物でエネ

ルギーや下水などを考えるのではなく、地区ご

とに考えネットワーク化することで連結性を保

ち、ピーク時が異なる建物同士融通できるので

はないかといったことまでその地域の住民が具

体的に検討している。 

 

■街の歴史 

 

60年代終わり頃まで造船業が盛んで空気も汚

染されており、当時はアメリカで１番汚い街と

言われる有様であった。 

当時はモータリゼーションが発展していた頃

で街中の居住人口が少なく、ダウンタウンは夕

方になるとゴーストタウンと化していた。 

そうした状況を改善するべく、ダウンタウン

に人が住み、くつろげる空間を作るという公約

を掲げた、活動家出身の市長が誕生した。 

市長は就任後、交通政策、建築、市民活動、

産業の４つを重要テーマとしたグランドデザイ

ンを策定する。 

このグランドデザインにより、例えば、交通

政策では、もともと自動車向けの交通政策を展

開していたのに対し、ハイウェイを公園にする

など歩行者がくつろげる空間を作り出すという

方向へ大きくシフトしていくこととなる。 
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駐車場も街の憩いの場に変えた。街中の駐車

場をシンボリックな広場にしたことで、今や年

間300以上のイベントが開かれるにぎわいの拠点

へと変貌を遂げた。 

 

■パール地区 

 

街づくりを考えるうえでは、建物ごとに考え

るのではなく、前述の通り、地区単位で考える

ことに注力してきた。パール地区が好例といえ

る。 

パール地区はもともと貨物の操車場であった

地域を、〈住んで〉〈働いて〉〈遊べる〉空間

へ変えていくというコンセプトで再開発を行っ

た。 

平日・休日を問わず、日中・夜間を問わず、

人が行き交う街にするために、職住をゾーニン

グで分けるのではなく、混在とした点が面白

い。 

住宅街ではないので、住宅スペースも限られ

る。 

そこで、単純に集合住宅を作るということで

はなく、公園を配置することで、集合住宅の住

民でも庭が持てるような、そうした一つ一つの

工夫を重ね、住み心地の良い空間づくりに腐心

したのがこの地区の特徴である。 

パール地区の交通についていえば、90年代初

頭にマスタープランを作成し、交通インフラは

できる限り公共交通に集約することとした。 

道がダウンタウンの約４割を占めることで、

道を憩いの場とするようマネージメントしてい

る。 

例えば、建物の再生をする際は、１階にガラ

スなど透明性のある素材を使うように決められ

ている。 

また、車両が通行する道路のすぐ脇に歩道が

ある場合は、歩道が憩いの場とならないため、

ファーニッシュゾーンを設定してバッファーを

設けるなどの工夫を講じている。 

 

 
 

住み心地の良い空間であるためには、建物が

あまりに巨大であったりしてもいけない。ヒュ

ーマン・スケールであることを心がけ、アート

を用いるなどしてくつろげる空間づくりを実現

している。 

そうしたくつろげる空間からにぎわいが拡散

するように建物の構造にもこだわっている。 

例えば、建物を歩道側に出し、セットバック

ではなくセットフロントにすることで、多くの

縁側空間を生み出している。 

そうすることで、建物内部のにぎわいが縁側

空間にも歩道側にもガラス窓を通して伝わって

いくのである。 

 

■意見の形成 

 

意見の形成は、個人としての意見ではなく地

域としての意見としてまとめていく手法を取

る。 

地区の地図をテーブル上に置き、直接デザイ

ンすることで周囲のメンバーとイメージを共有

していくなど、やり方を工夫している。 

様々な意見を集めるために、こうしたミーテ

ィングは各回の時間帯・曜日・対象者を変えて

いる。日本も画一的な開催をすることなく、多

様な意見を集めるには多様な時間・場所・人で

開催する必要があるだろう。 

自治会をマネージしている団体として、各地

域にNPO、地域連合があり、ネイバーフッド・ア

ソシエーションの人たちが意見を集約し、市に

提出している。 

ネイバーフッド・アソシエーションについて

は、３章で詳細に触れたい。 

意見形成を図るうえで、行政主体ではなく市

民が主体的に関わっており、例えば、交通量の

多い交差点でアートを用いるなどして地域の安
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全を実現したケースが有名である。 

 

■資金調達 

 

開発を上手くいかし固定資産税の前借りをす

るという仕組みを活用した、TIFという財源を用

いた資金調達についてここでは触れたい。 

 

 
 

これは、再開発で建物価値が高騰することを

見越して、価値高騰に伴う固定資産税の増額分

をあらかじめ再開発費用にあてるというもので

ある。 

後に回収できる税金を先に開発費用にあてる

仕組みを用いることで、当時の施政者の意向に

関わらず安定した資金調達を行うことができ

る。 

ポートランドの場合、この仕組みを活用する

ことでこれまで約13億ドルの資金調達を実行し

てきた。 

TIFの仕組みは再開発だけでなく、古い建物を

直す際にも使うことができ、事業者は割安にリ

ノベーションすることができ、使い勝手が良

い。 

これは事業単位でペイさせる仕組みであるか

ら、特別税で調達しているが、日本でも、例え

ば宿泊税などで同様の仕組みが使えるではない

だろうか。 

 

■市の開発局 

 

最後に、市の開発局の業務について触れた

い。開発局は、再開発のグランドデザインを描

くだけでなく、資金面でのプロジェクトマネー

ジメントなど細やかな業務も行っており、資金

面での進捗管理も行っている。 

職員の職歴としては不動産やスタートアップ

など得意分野がある経歴を乞われて雇用されて

いるケースが多い。こうした経歴を生かしたキ

ャリアプランの一環として市の開発局に在籍し

ているケースも多く、ほとんどの職員は３～５

年で経験を積み、次の職場へ転職してゆく。 

このようなキャリアの積み方は市開発局特有

のものではなく、アメリカ全体にみられる現象

である。 

 

 

 

〈質疑応答〉 

 

 

 

Q：質問 

ポートランドと川崎が似ていると思っていま

す。重厚長大から変わってきて京浜工業地帯を

どうしていくかという課題が生まれています。 

どういうグランドデザインを描いていくかとい

う点でポートランドの取組を活かせる部分があ

ると思います。 

そこで、難しかった点や課題は何か。 

 

A：回答 

荒廃地域がなくなってしまったので、開発局の

存在意義がなくなってきています。90年代は

2,000億円くらいの予算がありましたが、今では

５億円くらいになっています。 

職員も最大250人近くいましたが今では80人くら

いです。オレゴン州が市の15％以上は荒廃地域

と認めないとしているので、もう開発の余地が

残っていません。 

 

Q：質問 

開発制限がありますが、人口が２倍近くまで増

えていくにつれて限界境界線をどのようにして

いくのか。 

 

A：回答 

都市圏として100万人増やす計画ですが、集約拠

点に人が集まるだけで緑地に人が集まることは

ありません。 

まだまだ都心に余裕がありますので、限界境界

線を広げることはありません。35回の見直しの

中で約16％しか広げていませんが、人口は約７

割増えています。スプロール化が起こさずに中

での再開発を進めてきました。 
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Q：質問 

ジェントリフィケーションはどういう状況です

か？ 

 

A：回答 

借金を返し続けるためには価値が上がり続けて

いかないといけません。 

住めなくなる人が出てくるのは必然です。アパ

ートがあって賃料が上がり住めなくなる場合は

ジェントリフィケーションといえるが、アパー

トが残ることはないです。 

若くてお金がない人はなかなか住めない地域で

はあります。 

安ければいいかといいますと、借金が返せなく

なりますので、そうではないと思います。 

ポートランドの人たちは、遊びに来てもいいけ

ど住まないでほしいと思っています。 

 

ポートランドも飽和状態になってきていますの

で、これまでのような人口増加にはならないの

ではないかと思っています。 

 

Q：質問 

40年間ブランディングしてきたなかで、政治家

が代わってきたと思いますが、どうやって方針

を維持することができたのでしょうか。 

また、地域とのパワーバランスという意味で、

これは良いものだと市民の行動パターンとして

根付いているのでしょうか。 

 

A：回答 

行政と市民の文化的な部分と両方でしょうね。

民主党がずっと続いて、共和党が優先順位を変

えることがあっても方向性は大きく変わらな

い。 

また、アメリカ人は引っ越し文化ですので、人

が入れ替わっていきます。 

人が入れ替わっていきますので、市民を教育す

るNPOの役割が重要です。 

 

 

Q：質問 

ONIの賃金について。 

 

A：回答 

地域連合の役員は賃金をもらっていません。職

員はもらっています。 

 

Q：質問 

関内の再開発について。日米で制度が違うもの

の日本の制度の枠組みの中でどういう所を工夫

したら上手くできるでしょうか。 

 

A：回答 

関内の再開発の優先順位によります。重要であ

れば、官民でお金を出し合える仕組みを作るべ

きです。 

人を雇ってでも都市戦略家が必要です。 

予算を毎年一般財源から取ってはいけません。 

日本側の問題は受け皿がないことです。この先

やってと頼める先がありません。人材が育って

いません。投げられません。年に数回しか行か

ない街の戦略を私が一人で作るわけにはいきま

せん。本当に動ける人が地元にいるということ

が重要です。 

 

（文責：木原幹雄） 
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３．NPO による地域コミュニティの形成 
 

【日時】2018 年４月２日 

【対応者】コーディー（ビジネス・アソシエーション） 

Emma Dye （ネイバーフッド・アソシエーション） 

 

【ビジネス・アソシエーション】 

 

■概要 

 

まずはじめに、ビジネス・アソシエーションと

はどのような組織であるのか、概要について触れ

ておきたい。 

10人以下で構成し、主にスモールビジネスを支

援対象としていることが多い。構成員の経歴は

様々であり、Webサイトなどを作る会社のオーナー

など各方面に通じた人材が集っている。 

彼らはボランティアではなく、専業で市政府か

ら給料を得ていると同時に、支援している各エリ

アからの収入もある。 

規模感としては、１つの地域に約200社程度が存

在し、そのうち加入率は50％程度といったところ

だろうか。会員制で運営しており、会費の最低限

度額は２万円程度であるが、会費は従業員数など

によっても変わってくる。会社の規模によって会

費の金額が変わってくるのは日本の商工会議所な

どとも同様である。 

どの企業が加入しているかは、ビジネス・アソ

シエーションのWebサイトなどで公開されており、

透明性を高めている。 

会員拡大に向けては、当該エリアに進出してき

た新しい企業に勧誘をしたり、他の会員からの照

会などにより、点と点が線や面になるように取り

組んでいる。 

 

■具体的な支援内容や業種 

 

具体的な支援内容として、マーケティングやWeb

制作、補助金申請方法のレクチャーなど様々な視

点から、ビジネスオーナーへのトレーニングなど

を行っている。 

日本の場合、ワンストップで企業が抱える様々

な課題に解決策を提示することもあるが、ビジネ

ス・アソシエーションはビジネス支援に特化して

おり、社会保険や公的保険の相談には対応してい

ない。 

中小零細企業が多いポートランドの特徴を反映

して、地場の中小零細企業を各エリア単位でサポ

ートしており、業種はレストラン、小売店、カフ

ェなどが消費者向けの企業が多い。 

 

■ネイバーフッド・アソシエーションとの関係 

 

ネイバーフッド・アソシエーションとはフレン

ドリーな協力関係にある。 

ネイバーフッド・アソシエーションはボランテ

ィアであるのに対し、ビジネス・アソシエーショ

ンは給与を受け取っているなどの違いはあるもの

の、協力してエリアを盛り立てていくという方向

性は一致をしている。ビジネス・アソシエーショ

ンはエリアを盛り立てる全体像の中でビジネス面

を担っているという役割分担である。 

 

 

 

【ネイバーフッド・アソシエーション】 

 

■構成 

ネイバーフッド・アソシエーションはボランテ

ィアであり、選挙を経て選任されているのが、ビ

ジネス・アソシエーションとの大きな違いの一つ

といえよう。 

住民以外に地権者やビジネスオーナーもネイバ

ーフッド・アソシエーションに加盟しており、月

に１回程度の頻度で会合を開いている。 

会費はなく、自由闊達に意見が言える場として

機能している。 

 

■対象範囲 

ネイバーフッド・アソシエーションの一番の目的

は、住み心地を良くすることにあるので、その目

的に適合する内容を議論し、話し合う場としてい

る。 

したがって、広くエリア内のトラブルを話し合

える場としており、安全面はもちろん、ビルディ

ングが新しく建設される際に、その地区に合って
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いるものかどうかといったことも論点にあがる。 

そして、自ら解決可能な解決策であれば自ら実

行し、然らずんば警察・消防・市などに要望する

ことで課題の解決を図っている。 

 

■課題解決の具体的な流れ 

 

文句があったら参加しようという文化的背景があ

るため、その時々の課題を解決したい人が手を挙

げ参加することで議論を積み上げている。 

地域課題についての熱心度というのは格差がある

ため、必ずしも全ての地区で活動が盛んというわ

けではない。 

課題解決にお金が必要な場合、市からの予算で足り

る場合もあれば、そうでない場合もあるので、後者

の場合は寄附を募るなど様々な工夫をしながら対

応している。 

何かイベントする際に、出資者を募るだけでなくプ

ロモーションも含めていろいろなサポートをビジ

ネス・アソシエーションが行うことで相互補完関係

を築いている。 

 

 

 

〈質疑応答〉 

 

 

 

Q：質問 

 日本の場合、中小零細企業の支援は市の経済局

などが中心に行っていたりするが、ビジネス・ア

ソシエーションの支援内容と市の支援内容の違い

は何でしょうか。 

 

A：回答 

市の予算が限られていることや、ディストリクトご

とにニーズが違うこともあり、市全体ではなく地区

ごとに支援しています。一律に同じでは面白くあり

ません。市の役割はインフラをどうするかというこ

とで、お店のプロモーション、ソフト面はビジネス・

アソシエーションが担っています。民間の力を使う

ことが重要です。 

 

Q：質問 

 中小零細企業の支援という点では民間のコンサ

ルティング会社と競合するのではないかと思いま

すが、住み分けはどのようになっているのでしょ

うか。 

 

A：回答 

もちろん、民間のコンサルティング会社もいま

す。ビジネス・アソシエーションは市の政策や地

区の考え方を理解し、幅広く取組を考えています

が、個別の目的に応じてお店が雇うのがコンサル

ティング会社です。 

 

（文責：木原幹雄） 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

４．界隈の形成・活性化（視察１日目） 
 

■ケネディースクール 

 

1915年に建てられ、1975年に廃校になっていた

小学校をリノベーションしたホテルとして有名で

ある。マクメナミン兄弟が廃校後も保存されてい

た校舎の再生に手を挙げ、教室など建物の構造を

活かして1997年にホテルとして開業した。 

体育館を改装したシアターや、パブ、レストラ

ン、ブルワリーなどが設置され、宿泊だけで滞在

自体を楽しむことのできる工夫がこらされてお

り、地域コミュニティの拠点となっている。
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■アルバータ・ストリート 

 

ポートランド北東部のアルバータ・ストリート

は東西を貫く数㎞に及ぶ長いストリートで、かつ

ては治安が悪い地域であった。飲食、食料品店の

増加により、１階が店舗、２・３階が住居になっ

ているような建物が建ち、街が明るく健全になっ

た。 

この地区は一風変わったショップやレストラン

で人気を集め、独創的で多様な雰囲気を醸し出し

ている。アートやパフォーマンスを取り上げるこ

とにも熱心な地区である。
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■ミシシッピ通り 

 

マックスのイエローラインが開通し、ここ数

年、アルバータに次ぐ盛り上がりを見せるエリア

に変身した。地元のこだわりレストランやショッ

プが立ち並び、個性的な店が軒を連ねている。 

 カフェを併設し、ゲーム機も置くなどゆったり

と過ごすことができ、地域コミュニティの形成に

一役買っていることで有名なスピンというコイン

ランドリーもこの地区にある。
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■ニュー・シーズンズ・マーケット 

 

ポートランドは地産地消や自然環境の保全など

に積極的なヒッピー文化が色濃く残り、地元資本

の食品スーパーマーケットが数多くある。なかで

も代表的なのがニュー・シーズンズ・マーケット

だ。 

 売り場では青果の約70～80％が地元産でオーガ

ニックなものである。全ての生鮮食品を試食でき

るなどカスタマーサービスの充実ぶりには驚くば

かりだ。 

 肉や魚についてもトレーサビリティが徹底的に

追求されている。 

 各売り場の壁面には生産者の写真パネルが飾ら

れ、優れた生産者をサポートする企業であること

を消費者に伝えている。 

 商品価格は少し高めだが、地元密着の企業姿勢

が評価され、ニュー・シーズンズ・マーケットの

出店計画が発表されると周辺の地価が上昇すると

言われているほどだ。
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■パール地区 

 

ポートランドの地域活性化の取組として、最も代

表的な事例がパール地区の再開発といえよう。 

 ダウンタウン北西部に位置し、第２章で触れた

とおり、この地区はかつて広大な鉄道操車場、そ

して倉庫地区であった。 

 東西に約750m、南北に約１km、面積は東京ドー

ム約16個分の広さがある。 

  

 1980年代から再開発が始まり、1997年から行政

と地元デベロッパーによる共同の開発計画が進ん

だ。 

 

 ショップとオフィスと住居が共生する「ミック

スト・ユース」を基本に、古いレンガ造りの建物

を活かしつつ、現代的なガラス張りのデザイナー

物件が混在するなどしゃれた街並みとなってい

る。 

 

 同地区にはアートギャラリーが約30件、生活雑

貨専門店が約60点、カフェやレストランが約50

軒、そしてオフィスや住居などが混在している。 

 

 そうすることによって、就業者と居住者の割

合、昼夜人口のバランスを取ることができ、いつ

も平日・休日を問わず賑わいのある街を実現して

いる。 

 

 そのバランスを取るために様々な建築規制がか

けられており、容積率も厳しく制限され、原則十

数階の中層の建物しか建てられない。しかし、デ

ベロッパーが緑地を増やすプランを入れたり、コ

ミュニティスペースなど地域社会に恩恵をもたら

す用途を組み込むことで、容積率ボーナスが得ら

れるようになっている。こうした取組によって、

緑地やオープンスペースの確保を担保している。 

 

（文責：木原幹雄） 
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５．ポートランドの街づくりについて 
  

【日時】2018 年４月３日  

【場所】ポートランド州立大学  

【対応者】First Stop Portland  

Associate Director Sarah Lannarone  

  

訪問したポートランド州立大学のファーストポー

トランドプログラムは 10年前から、市に貢献する

ために取り組みをし、様々な市民の声を集めて構

築し、体系にしている。今回の内容は大学の町づ

くりに関する修士課程中から、重要な部分をピッ

クアップしながらポートランドの町づくりの過程

を説明して頂いた。 

  

■ポートランドの背景と特徴について  

  

ポートランドは環境都市（CO2 排出の削減や自然 

保護、都市内の緑化など）や、主たる住民の交通

手段に車以外の利用を目指した街づくりを行い、

自転車の街として有名で自転車利用率が全米で最

も高い市である。また地ビールの生産が活発な

他、ワインやファーマーズマーケットで扱うよう

な野菜など地元のものを大切にする気風がある。

住みやすい都市環境を重視し、多数の中小企業や

ベンチャーも存在する。 地理については、アジア

からの投資が受けやすく、太平洋に面しているコ

ロンビア川があり、二つに分岐する川の中央に位

置し、周辺も森林や肥沃な土壌を生かした農業な

ど地理環境に恵まれていた。一方、林業や農業を

維持する上で土地は重要であり、都市の領域がそ

うした領域に影響しないよう制限されている。  

  

ポートランド市の歴史は約１４０年で、近々市

の人口は約７０万人となる。周辺都市圏も含めた

全体では人口約 250万人で、遠くない未来、400万

人に達する見込みである。行政の形態もユニーク

であり、コミッショナーシステム（市長と４名の

公選によるコミッショナーの５名で市議会を構成

する）で、この規模の都市では珍しいものであ

る。地域の行政もメトロと呼ばれる、市民から直

接選ばれた政治家で運営されている。 

その他、消費税が無いため、税収も珍しい仕組

みとなり、固定資産税、所得税の他、給与天引き

の公共交通投資に使われる税がある。 

また市・メトロという両方の行政担当区域があ

り、メトロの中には 25の市があり、３つのカウン

ティー（群）がある。メトロ行政体の成功要因と

して、25の市が独自計画で道路計画を行うのでは

なく、市全体での公共交通計画を行うことにより

大規模な計画を実行可能であることが言える。そ

の他にも、公園や自然環境、土地利用計画、公共

交通利用について 25の市をまとめることが出来て

いる。よって行政から見て、課題解決を大きい規

模で実行できることにメトロの有効性を発揮して

いる。 

また市はそれぞれの警察やネイバーフッド、ゾ

ーニング計画を管轄している。  

 

■ポートランドの初期の再開発 

 

約 50年前、他の平均的なアメリカの都市と同じ

くポートランドも公害や激しい交通渋滞に悩まさ

れており、その他にも、ダウンタウンでは昼夜間

の人口移動などにより中心部が衰退していた。そ

うした中、革新的な都市プランニングを考えたリ

ーダーや、都市環境 に関する知識を持つ住人など

によって、ポートランド独自の再開発や街づくり

が行われた。 

  

ダウンタウンでは商業活動のための建物だけで

はなく、住人が住みやすい環境にするため、当時

ダウンタウンに数多く存在した駐車場を、人が集

まることができる広場や公園などを整備してい

き、80年代に行われていた連邦政府による都市内

での高速道路建設に反対し、路面電車による都市

周遊型の公共交通を整備した。そして道路建設予
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定地であった川沿いの土地は、公園として整備、

緑化を行った。 

こうした車中心社会の都市整備では無く、住人

が住みやすい環境整備や公共交通といった施策

は、明らかにそれまでのアメリカの都市整備計画

とは違った内容であった。  

 

 
「市内を周遊する形で整備された公共交通である 

 路面電車のストリートカー路線図」 

 

■現在のポートランド市の街づくりについて  

 

〇土地利用、公共交通について  

  

ポートランドは自然環境を守りながら、どのよ

うに都市の成長を行うかという課題について、都

市成長境界線（ＵＧＢ）を設けた。横浜において

も緑や農地などの保全のために市街化調整区域な

どをはじめとした土地利用規制などがあるが、Ｕ

ＧＢはオレゴン州全体で採用されており、境界線

の変更は非常に難しいものとなっている。 

またＵＧＢにより、使える土地が限定されるこ

ととなり、結果、土地価格の上昇も起こってい

る。現在は人口増加により、どのように縦空間の

成長をするか課題で、特に郊外部の高密度化の方

策を考えている。また高密度化された地域を、公

共交通でどう繋ぐかについては、現在運航してい

る MAX（路面電車）や地下鉄では整備費用が巨額と

なるため、さらなるバスへの投資が考えられてい

る。地下鉄も検討されているが課題も多い。また

郊外のインテルやナイキといった企業にダウンタ

ウンから通勤をする、逆通勤も起こっている。よ

ってポートランドはこれまでと同じように、職場

と住居を近くするよう、近隣の住宅整備を行って

いる。横浜や日本においては逆通勤による渋滞や

電車の混雑などはあまり起こっていないが、都心

などへの通勤による渋滞や混雑は深刻であり、こ

うした問題の解決にも、郊外部における職場の整

備など通じた職住の近接化が必要で、商業的な郊

外部発展や通勤ストレスから解放など大変重要で

あると考える。 

 

交通手段として自家用車以外での整備にポート

ランドは積極的に取り組み、トラム（ロープウェ

イ）、 長距離電車、路面電車（ストリートカー・

MAX）、バス、自転車といった手段を導入してい

る。特にバス専用、ＭＡＸ専用、自転車、歩行者

の専用道・車線の整備に力を入れている。その他

歩行者がどの程度、道を歩きやすいか数値化した

データ（ウォークスコア）をオンラインで見られ

るようにしている。特にウォークスコアが高い地

域は住みやいと証明されており、デベロッパーが

入りやすい、出生率や高校の卒業率が高いなどの

特徴も証明されており、現在ポートランドが取り

組んでいる街の整備に、自転車や歩行者に対して

どれだけ安全で移動しやすい街づくりを出来るか

について関心を置いており、車という移動手段

は、最も優先順位が低くなっている。 

横浜では現在も多くの地域において、歩きにく

く安全に通行することが出来ない道が多数存在し

ている。自転車の利用についても、カラーベルト

の整備などが行われているが根本的な通行帯の幅

が狭く安全でない道路などが多い。地区の再整備

などに合わせてこうした状況の改善が行われる場

所も進んでいるが、再整備箇所以外では早い是正

が求められる。 
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〇ガバナンスと市民参加  

  

グッドガバナンスというものがあり、よい都市

計画を作るため、どういった人を集め、どう計画

を作り投資を行うかといった文化がポートランド

にある。市民に対して透明性が高く、開けた行政

がなければならず、州から自治体までのレベルま

でどのような市にするか、それぞれが考え、計画

作りが出来る仕組みとなっている。ポートランド

では “ミーティングのためにミーティングをし

て、さらにそのミーティングをする“といったジ

ョークがあるほど、計画に対して話し合いの場が

用意されている。しかしその分、様々な人の多様

な意見が反映されている。よってポートランドの

行政が上からやることを一方的に決めていくよう

なことはない。 

このように住民参加が頻繁に行われており、例

えば都市整備計画段階から近隣の住民が会議に参

加し、道路や人の動線を考え実際の道路整備の形

を決めていっている。パブリックコメントなどを

通じて横浜でも意見募集はされているが、ポート

ランドのやり方のように更に踏み込んだ住民参加

を行うことで、現在も実際にあるような駅前整備

後に人の動線などが計画と乖離し、再整備や安全

対策などを望まれるといったケースを減らし、住

民にとって本当に必要な形での整備が行われやす

くなると考える。 

 

ポートランドの PPP（公民連携）は独特であり、 

地元の企業や住人などが、計画されている都市整

備によってどのような恩恵を受けることが出来る

かについて重点を置いており、その地域の企業や

病院などが参加する形にしている。企業は計画に

参加してもらうことによって投資を呼び込んでい

るほか、話し合いにファシリテーターを置き、相

互にどのようなことを提供できるか交換条件のよ

うなものをつくっている。こうした企業、病院、

大学など地域の組織が参加することによって相互

の関係構築が図れる他、問題点に対する相互理解

が進み、地域課題解決に向けて共通意識をもって

進むことが出来る。また市内のポートランド州立

大学も都市空間と同化するように出来ており、い

くつかの市内のブロックに大学施設がありブロッ

クの間の道路は一般の他の道路と同じように利用

出来、路面電車の区間になっている場所もある。 

日本においては特定の企業や団体が、都市の再

整備の際に地区全体に対して投資を行う風潮や基

盤はあまりない。そのため地区整備への投資を民

間側から行ってもらうために相互に利益を受ける

仕組みを用意する必要がある。 

 

〇持続可能な都市政策  

 

ポートランドでは徒歩圏内で生活が出来る都市

を目指していて、買い物、公園などが身近にある

都市づくりを行ってきた。またヒートマップと呼

ばれる、どれだけ生活圏内に生活に関連する店舗

や歩きやすい歩道が整備をされているかを表した

地図がある。 

他にも移民など多様な人が住みやすい街を作ら

ねばならず、そうした人々の意見を取り入れるミ

ーティングの場を作らねばならない。人によって

はそうした場に接触できない人もいるが、市の方

から接触を行っていくことも同時に必要だと考え

ている。住みやすい都市にするにあたって６つの

事が必要で、環境に配慮されていること、経済活

動がしやすいこと、公共交通の選択肢が多い、地

域環境整備が理解されていること、住みやすいこ

と、公平性があることが挙げられた。 

ポートランドはそうしたものを何十年もかけて実

現をしてきたもので、こうした環境を維持するた

めに常に努力している。街づくりにおける成功と

いうものをどのような指標で測るかについても考

えねばならず、例として環境分野ではどれだけ CO2

の削減が実現したか、などである。 ポートランド

は三十年前から自転車、環境都市として力を入れ

てきたが、これからはシビックインフラ、住民の

ためのインフラ、住民中心のインフラを考えてい

かなければならず、公共交通や橋の整備などハー

ドインフラだけではなく、その先の住民が交わる

場や、人間関係の構築まで考えた街づくりを行い

たいとのことでした。また、将来２つの変化が起

こると予測をしており、Uber などの個人タクシー

（ＴＮＣ）と、自動運転車が発達し、そうした手

段が便利になるとそちらに住民がシフトしてしま

う可能性もあると考えており、そうした中で市の

戦略は行政の歴史を遡り、車社会ではない住民の
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ための行政に原点を戻し、全住民がアクセスしや

すい方法を考えねばならず、所得が低く Uberが使

えない人のためのことを考える必要があるとのこ

とです。 

 横浜市においても住民にとって生活しやすい都

市環境整備が求められており、バスなどの公共交

通手段が使えないほどバス路線が遠い地域に住ん

でおり、公共交通手段の整備が求められている地

域や、近年進む駅前の人が集まりやすく中心的な

場所に、様々な公共性のある用途に使える、ある

いは住民にとって図書館機能や自習、子育て関連

設備などが整備させた施設が建設される都市など

があります。そうした機能はもちろん、ポートラ

ンドのように住民交流や人間関係の構築による、

都市の居住満足度を高める施策が求められていま

す。こうした課題に対し、様々な試行錯誤と実施

を続けるポートランドの成功例を、横浜市に取り

入れていくことが重要であると考えます。 

  

 

 

〈質疑応答〉 

  

 

 

Q：質問 

ポートランドでは、Uberなどの利用によって渋滞

やCO2排出などの問題がある中で、Uberを禁止する

動きはあるのか。 

 

A：回答 

市としてはCO2排出を抑制することを政策として打

ち出しているので、Uberで使用する車を電気自動

車にしなければならないといった規制が出来る可

能性がある。そして住民にUberを使わせない規制

をすることは出来ない。そうした中で市は車が使

いづらいようにしている。例えば全米初の車が通

行できない橋を建設した。また、そうした橋は既

存道路への車道整備費用なども必要ないといった

利点もある。 

 

Q：質問 

ポートランドのダウンタウンでは１区画が約61メ

ートルと小さいが、どういった理由からか。 

 

A：回答 

1800年代の地主が、ポートランド開発の際に賃料

が高くなる角地を増やしたかったため。しかしそ

れが結果的に現代となって、歩きやすく魅力ある

街づくりの一つの要因となっている。また短い間

隔で道路があることにより、通常の120メートル区

画より道路へ接する面積が40％増えている。 

 

Q：質問 

ダウンタウンエリアでは道路面積比率が高く、そ

の中で多くの自転車専用道が整備されているが、

交通事故対策はどのようなものがあるのか。 

 

A：回答 

理想としては、車用の道路と自転車道を分離した

いが難しいので、車道整備を最も優先順が低く

し、他の交通手段が使われるような取り組みを続

けている。 

 

Q：質問 

都市開発において州立大学では、どのような役割

を果たしてきたか。 

 

A：回答 

大学やその付属施設は、街の雇用の一役を担っ

た。また多くの土地を有することになるので街に

開発について、役所と深く関わってゆくことが必

要である。開発の際に企業だけと連携すると、企

業は一時的な利益のみに目を向けてしまうので、

大学のように長期的な視点を持つものを都市開発

に混ぜていく必要がある。 

 

（文責：宮崎悠輔） 
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６．界隈の形成・活性化（視察２日目） 
 

■セントラル・イーストサイドにおける倉庫街の

再開発 

 

市内において倉庫、物流産業などの倉庫街が時

代とともに衰退し空き倉庫が増えてきた。そうし

た倉庫街を再開発する当たり、それまであった既

存の倉庫を立て壊しなどせず、そのまま利用する

形で、中に様々な業種のテナントを入れている。

倉庫の建物自体は残しつつ、通りに面した部分に

ショウウィンドーの設置を行う改修や、倉庫の中

の空間を、適切な大きさの店舗用スペースとなる

ように区切り（階層なども２階を設けるなど中は

倉庫を思わせない作りとなっている）、地元のク

ラフトビールを扱うレストランや、事務所、小売

店といった様々な業態が入っている。2000 年以

降、路面電車が延伸し現在も再開発が進んでいる

エリアで今後の発展などに注目していきたい。 

 

■オレゴン・ヘルス＆サイエンス大学病院

（OHSU）エリアとトラム（公共交通のゴンドラ） 

 

 ポートランドの大規模な医療拠点である当該地

は丘の上にある少々交通が不便な場所に立地して

いる。施設の規模からいっても多くの従業員や、

通院者などの交通手段としてトラムが採用された

背景には、丘の上に至るまでの道があまり大きな

交通量に耐えられるものでは無かったと同時に、

更に道路整備を進めても交通渋滞が懸念された。

またポートランドは車中心ではない、公共交通手

段を目指しており、そうした意味でもトラムが採

用された経緯がある。トラム自体は２本のライン

があり、２つのゴンドラが互いに往復しながら運

航をされており、30名ほどの人数を運べるほどの

大きさがあり、常に 20名ほどを運んでいた。こう

したトラムのような公共交通手段は稀な例である

が、将来性を含め十分な移動手段として機能する

ならば、その場所場所に合致する方法であるなら

ば、既存の概念にとらわれず、十分に導入の検討

をする価値がある。 

 

■サウス・ウォーターフロント グリーンウェイ

の再整備 

 

 同地区は市の西部に位置しダウンタウンを南へ

3km ほど離れた場所に位置する川沿いの再開発エリ

アである。ポートランド市は移住空間の高層化、

高密度化を進めなければならないが、この地区に

は何棟かの居住用マンションの建設が近年進んで

いる。また同地区の再開発には川沿いの緑地や公

園、遊歩道整備などが価値向上の魅力として効果

を出しており、アメリカの民間不動産検索サイト

の Zillowなどで調べても、居住用マンションの賃

貸料金は、他地区と同額かそれ以上となってい

る。日本においては河川法などの規制がある中、

河川のすぐそばの公園化などは規制があるが、横

浜においても大小様々な規模の河川があり、それ

らは横浜の魅力であり、開発の仕方によって更に

周辺の付加価値や、住民にとって魅力的な空間の

創出が出来る可能性を持っていると考えられる。

改めてそうした整備の在り方を検討することが必

要である。 

 

 
 

■パイオニア・コートハウス・スクエアをはじめ

とした広場・公共空間 

 

ポートランド市のダウンタウンにおける再開発

最初期に頃に整備されたパイオニア・コートハウ

ス・スクエアがある。この広場の元の姿は当時、

市の中心に多くあったごく普通の駐車場であっ

た。住人のための公共空間を整備していく中で出

来た広場であり、写真のように昔から市民の多く
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寄付によって造られた場所でもある。現在は広場

内にスターバックスや地方ラジオ局のスタジオの

他、年間 300日ほど、イベントが開催される公共

スペースでもある。 

 

（文責：宮崎悠輔） 

 
 

 

  



21 

 

７．サンフランシスコ市役所訪問 

—オープンデータと商店街振興— 

 

【日 時】2018年4月4日 

【場 所】サンフランシスコ市役所 

【対応者】マーク・チャンドラー氏（市長室貿易国際担当部長） 

ジョイ・ボナグロ氏（最高データ責任者） 

マニッシュ・ゴヤール氏（商店街活性化） 

 

2018年4月4日、サンフランシスコ市役所を訪れ

ました。サンフランシスコ市ではオープンデータ

の取り組みが、世界的にも先進的に進められてき

ました。横浜市においては、2012年9月の本会議で

市長とオープンデータに関する質疑が行われたの

を皮切りに、2017年3月には横浜市官民データ活用

推進基本条例が策定されるなど取り組みが進んで

きています。またサンフランシスコ市は、商店街

振興施策でもこれまで注目を集めてきました。観

光地としてのイメージの強い都市ですが、こうし

たオープンデータや商店街振興で注目を集めてい

て、今回の視察でもこの2つについてお話を伺いま

した。 

 

■オープンデータについて 

 

お話を伺ったのは、サンフランシスコ市の最高

データ責任者（CDO）のジョイ・ボナグロさんで

す。ボナグロさんは、2014年にエドウィン・リー

市長（当時）によってCDOに任命され、以降サンフ

ランシスコ市政におけるデータ関係すべてを取り

仕切る役割を担っています。  

最初にボナグロさんから指摘があったのは、行

政の資産や財務に関する議論と同等に、データ活

用の議論を行っていくことが重要だという点で

す。データは市にとって重要な資産であり、他の

資産情報と同様に扱い、市がどのようにデータを

活用するのか、データ活用を推進するのかを、戦

略的に考えて行く必要があると指摘されます。 

 

 

 

そのためにも、データ十分に扱えるだけの資格

を持った人材、そして正しい責任を取れる人材を

雇用し配置していくことが重要だと言います。ボ

ナグロさんがCDOに任命されるまで、サンフランシ

スコ市にはデータ活用を戦略的に進める役割の人

材が不在でした。また、市民や有権者がデータに

ついての関心が無かったとしても、リーダーとし

て議員も、行政も、データ活用の重要性を市民に

伝える必要があり、データ活用が進めば行政サー

ビスが向上し、ひいては市民の皆さんがハッピー

になるということを伝えていく必要があるのだ

と、指摘がなされました。  

 

現在横浜市においては、データ活用推進計画が

策定されようという段階でもあり、また、「EBPM

（Evidence Based Policy Making）：証拠に基づ

く政策立案」の取り組みが進められようとしてい

ます。データや統計を活用して、Evidenceに基づ

いて政策の判断を行っていくことは、費用対効果

の向上が期待でき、行政サービスの向上や、無駄

の削減に直結することが期待されます。  
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サンフランシスコ市では、「データSF」という

Webサイトが提供され、「リソース」カテゴリーに

おいて全ての取り組みを文書化し、公開されてい

ます。データの質を確保することについて、デー

タ戦略計画、データサイエンスに関するものなど

が閲覧できるようになっています。また最近で

は、オープンデータプログラムのパート１〜４か

らなる手引書が公開されています。  

 

 

 

＜質疑応答＞ 

 

 

 

Q：質問 

オープンデータによる、行政の透明性の確保を

する面と、データ活用によるオープンイノベーシ

ョンなどの経済効果を狙う部分がある。透明性に

関して、サンフランシスコ市においてはどう取り

組んでいるのか。  

 

A：回答 

サンフランシスコは2009年から取り組んだが、

CDOになった2014年にはオープンデータにうんざり

していて、私の存在も嫌がっていた。その疑いの

念をどうやってなくしたかについて、お話しま

す。オープンデータの価値提案を、市民向けか

ら、市役所内において役立てるものに位置づけを

変えました。市役所内には50以上の部署があり、

その中でデータの共有ができていませんでした。

役所内のポータルサイトをつくり、役に立つ情報

を出し、使い続けることで恒常的に活用できる環

境をつくりました。  

次に行ったのは、各役所で使えるポータルの構

築です。オープンデータをサービスとして使える

ような環境を整えました。ダッシュボードを作れ

るツールの作成を行い、職員にトレーニングを行

い、それによって、オープンデータの価値が庁内

で理解されるようになりました。  

役所内での需要を作り出したことで、みんなが

データを活用するようになり、小さい部署ではハ

ンドルできないほど、当然のようにオープンデー

タを活用するようになりました。 

 

Q：質問 

現在は様々な部署で、当たり前のようにデータ

が使われているということですか？  

 

 

A：回答 

その通りです。そういう戦略を作って成功しま

した。  

 

 

 

Q：質問 

横浜市でもデータ活用の人材獲得のために、横

浜市大のデータサイエンス学部を活用することに

なっています。大学での専門教育が必要なのか、

それとも専門的な教育を受けていなくても良いの

か。必要な人材について伺いたい。  

 

A：回答 

サンフランシスコでは、データサイエンスサー

ビスを行っていて、応用的な分析を行っていま

す。大きな都市にとって、データサイエンスのチ

ームを持つことがそもそも必要であり、データサ

イエンスの知識のある人材をその中心に据えるこ

とが必要です。また大学とのパートナーシップだ

けで、データサイエンスチームを作るのは難しい

と思います。なぜなら、アカデミアにいる人達

は、実践的なデータサイエンスを、市役所や実際

の仕様にむけて作るのが得意ではないためです。  

特別な例をあげて言うと、昨年の秋に７つのデ

ータサイエンスのプロジェクトを行いました。6つ

は市役所内にチームを設けて行い、１つは大学に

依頼しました。市で行ったものは全て完成し、す

でに運用されていますが、大学に依頼したものは

未だ終了していません。  
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政府でデータサイエンスの活用方法に関する文

書を作成していますが、この春で４つのうち３つ

はできています。最終章は来週発表する予定で

す。Webには出ておらず、政府向け雑誌に掲載して

います。  

 

Q：質問 

庁内でデータ活用が進んでいるという話でし

た。日本、横浜では、EBPMの取り組みが進められ

ようとしています。データを分析し、政策の評

価、立案に活かし、PDCAサイクルを回せる体制ま

でいっているのでしょうか。  

 

A：回答 

色々なデータ仕様のレベルがあります。業績を

評価したり、過去のデータを分析したり、予測を

するアルゴリズムなどを使っていますが、プロジ

ェクトによってカスタマイズしています。サンフ

ランシスコでは、予算のプロセスにデータを入れ

ることが難しく、市としてはPDCAまではいってい

ません。アナリストは多いものの、データサイエ

ンティストが少なく、それぞれ必要されるスキル

が異なっています。  

 

■商店街・地域商店の振興について 

 

サンフランシスコの注目されている取り組み

が、地域の中小企業、小売業支援、いわゆる商店

街支援です。サンフランシスコ市で商店街活性化

のついて取り組む、マニッシュ・ゴヤールさんか

らお話を伺いました。  

サンフランシスコでプライドをもって行ってい

るのは、地域の中小企業、小売業の支援を積極的

に行うことで、地域ならではの独特な雰囲気を作

り出すとともに、小売業者に優しい街を形成して

います。2007年〜08年には景気の低迷期があり、

サンフランシスコ市内の中小の小売業などが多く

閉店してしまったといいます。以前の市長リー氏

は、この間中小ビジネスの支援に力を注ぎ、景気

回復後地域の小売業の経営改善につなげていきま

す。  

 

 

 

サンフランシスコ市では3つの中小企業支援策を

用意しています。1つ目は直接のビジネスサポート

で、まだビジネスを始める前の小さな企業に接触

をし、彼らが市のサービスメニューを受けられる

よう支援しています。2つ目は、商業地域をエリア

全体としてとらえ、包括的な活性化支援策を行う

ことです。個々のビジネス支援という視点ではな

く、地域全体での支援を行います。3つ目は、経営

に困難を抱えている企業の支援で、収益が上がっ

てないとか、家賃の交渉とか、災害後の立て直

し、などの支援を行い、復活できるよう支援を行

っています。  

1つ目については、サンフランシスコで起業した

いと思った場合、市のWeb上のビジネスポータルサ

イトで、市が提供する全ての支援サービスが公開

されているため、市の支援を受けやすくなってい

ます。専門スタッフによる、個々のビジネス支援

も行われていて、今あるお店の課題などを、未然

に解決できるよう取り組んでいます。  

２つ目の商業地全体への支援では、商業協会と

いう組織があり、その組織への支援を市が行って

います。ジャパンタウン、チャイナタウン、ミッ

ションディストリクトなど、それぞれの地区によ

って異なるアプローチが取られています。これ

は、全ての地区に一律で効果がある、という方策

は無いためであり、地域特性に合わせた支援を行

うためのアプローチ方法となっています。  

３つ目は市によるビジネスの安定化支援です。

個々の商店への支援や、商業協会への支援策が、

選ばれた人達によって提供されています。NPOや小

売業、レストランなどそれぞれに異なる支援が行

われます。例えば、NPOへの支援では、経営安定の

ための基金が用意されていて、家賃が払えずに追
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い出される、ということが無いような支援がなさ

れています。多様な小さなビジネスを安定させる

ために、様々なプロジェクトやプログラムが用意

されています。ビル火災や震災被害などからの、

復興のための基金もあり、この基金は１万ドルが

上限で、支援対象のビジネスに給付するものとな

っていて、賃金の支払いなどが滞らないような支

援を行っています。  

 

 

 

＜質疑応答＞ 

 

 

 

 

Q：質問 

日本では個別支援は多いが、地区全体での支援

というものがありません。具体的に、どんなサポ

ートになっているのでしょうか。  

 

A：回答 

例を挙げると、サンフランシスコ市にはジャパ

ンタウンが歴史的に形成されてきました。昔は36

ブロックあったものの、現在は9ブロックにまで減

少しています。その存在を維持するための支援を

行っています。 

例えば、地域の計画、経済発展のプロセス、文

化的な統一感を維持することの支援などを行って

います。個々のお店が開店したり、閉店したりし

ますが、日本の店が閉店した後に、韓国の店や、

日本と関係の無い店が入ることがあります。それ

自体をコントロールするのは難しいですが、地域

からの意見を聞いてなるべく取り入れられるよう

にしています。  

この課題に対しての主な取り組みとしては、土

地のオーナーと早めに関係を築いて、頻繁に連絡

を取りあう事が重要です。賃貸契約の期間が切れ

そうになった頃、次にテナントとして入居しそう

なビジネスや小売店をどこかからリクルートして

連れてきたり、地域に合ったお店を開店できたり

することが大事です。  

他にも地域の戦略計画に関わっている。Jチェス

という計画があります。地域主導で市と協力し、

長期的に、ジャパンタウンを存続させる計画で、

計画の中には、ほしいものリスト（例えばお金）

や、方向性を示す取り組みが記されています。 

サンフランシスコは横浜と似ているところがあ

り、市の中に多様な地域性があります。例えばラ

テン系が多く住むミッションディストリクトで

は、ある種のビジネスが開店するのは禁止されて

います。また高級住宅の建設も禁止で、100%の家

が手頃なものでなくてはならない、という決まり

があります。地域の個性を変えることなく、経済

的なストレスを与えることのないように、政策で

管理しています。  

 

Q：質問 

日本の商店街支援は、補助金が多く、単発の支

援策が多いです。重要なのは持続性だと考えてい

ますが、持続可能な支援はどのようなことを行っ

ていますか。 

 

A：回答 

課題となっているのは、60ヶ所以上の商業地域

があるものの、サイズもニーズもみな異なること

です。補助金は、商業地域から提案をもらって、

通ればもらえます。商業地域同士が競合している

ので、年ごとに補助金を得られる地域が異なり、

必ず得られるものではありません。そういう意味

では、持続可能とは言えないかもしれません。 

特に補助金を盛んに得られているのは、商業協

会、地域協会というような団体です。彼らは積極

的に活動していて、地域への支援が理にかなって

いると考えられれば、市からの補助金を得ること

ができます。市としても、正しい相手に支援した

いと考えています。  

コミュニティ・ベネフィット・プログラム

（CBP）という、持続可能な取り組みも行われてい

ます。地域の51%以上がプログラムに賛成した場合

に、土地のオーナーが0.5%の税金を払うことにな

ります。その税金は、地域へのマーケティング、

清掃、治安維持に使われています。政府を介さず

に地域で支援を集め、運用できる取り組みとして

注目されています。 

 

Q：質問 

CBPは、BIDのような取組ですか？  
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A：回答 

BID（ビジネス・インプルーブメント・ディスト

リクト）のような取り組みで、コミュニティベネ

フィットディストリクト（CBD）とも呼ばれます。

他には、GBD（グリーン・ベネフィット・ディスト

リクト）という、緑化強化地域もあります。GBDは

商業地域ではなく、住宅街などで行われていて、

より緑化された環境を維持するための取組になっ

ています。  

 

Q：質問 

日本では大型ショッピングセンターに足を運ぶ

傾向にあり、小売の商店街に足を運ばなくなって

います。アメリカでは昔からそうした傾向にある

中で、サンフランシスコでは商店街活性化の成功

事例が多くある。どういった工夫を行ってきたの

でしょうか。 

  

A：回答 

論争の的になりそうな政策ではありますが、サ

ンフランシスコでは、ある一定の地域に大手チェ

ーン店を禁止する政策があります。例えば小売が

多い、家族経営のカフェが多いエリアには、スタ

ーバックスコーヒーが開店できません。  

人が買い物に行く条件としては、安いか、その

お店で買い物をする経験が楽しいというものがあ

り、サンフランシスコではその独特の雰囲気を重

視していて、大手の参入を禁止している地域が複

数ありますが、何を禁止しているかは地域によっ

て異なります。今の課題は、Eコマースとの競合で

あり、これはサンフランシスコ以外でも言えるこ

とです。  

サンフランシスコの地域の小売店は、安さでは

大手のお店に勝てません。よりニッチな、地元の

商品を取り扱うようになっています。買い物をす

るのが楽しく、独特な体験を得られるお店が生き

残っています。地元で作られた特別な製品や、特

別なサービスを提供する、経験として違うものを

得られるというお店が多いです。 

 

Q：質問 

日本では高齢化が進み、街の商店の後継者が居

なくなっています。子どもが跡を継ぐことが減

り、店を閉じるようになってしまっています。サ

ンフランシスコではそうした後継者問題はあるの

でしょうか。 

 

A：回答 

家族で50〜60年続けていたビジネスを閉めたい

という、というケースで支援することがありま

す。「レガシービジネスプログラム」と呼ばれる

支援で、長く続いている小規模ビジネスの維持を

支援するものです。例えば、ビジネスのオーナー

を変えたい、運用している人を変えたいという時

に、リースがどれくらい残っているかを調べた

り、土地を持っていなケースは安定的に店舗を借

りられるようオーナーと交渉したりすることもあ

ります。また、既存のビジネスを閉じる場合に

は、新しいオーナーを紹介して、買い取ってもら

い、同じ名前、同じ業種を続けてもらう支援を行

っています。  

日本とアメリカで異なっているのは、営んでい

る店舗と経営者の住まいが別な点。お店を売却す

ると言っても、住居を売るのとは異なります。家

族経営であっても、喧嘩して続けられなくなるこ

ともあります。ミッションディストリクトで60年

間続けられていたビジネスでも、家族の喧嘩で経

営できなくなり、NPOに売却したケースもありま

す。 

 

（文責：藤崎浩太郎）  
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８．サンフランシスコと日本の起業環境について 

 

【日  時】 2018年 4月 4日  

【場  所】サンフランシスコ市内ホテルロビー  

【対応者】紀平拓男  

 

4月4日、サンフランシスコ市役所での視察を終

えた後は、起業家の紀平拓男さんから、サンフラ

ンシスコでの起業環境についてヒアリングを行い

ました。紀平さんは日本での起業経験と、その会

社を株式会社DeNAへ売却した経験と、その後サン

フランシスコへ渡って、新たな起業を行ったとい

う、日米での起業経験をお持ちの方です。日本で

も、横浜市においても、近年行政による起業支援

が盛んになりつつあります。企業誘致という方法

で横浜市内に働く場所をつくり、法人税収増を狙

うという施策から、起業する場所として横浜など

当該自治体を選んでもらい、新たな雇用などを生

み出そうというトレンドへ変化がでてきていま

す。そうした中で、実際に日米での起業経験のあ

る方からお話を伺い、その差やメリット、デメリ

ットを伺うことで、横浜市の経済成長の示唆を得

ようというヒアリングとなりました。  

 

■起業経験について 

 

紀平さん：大学在学中、2001年に最初の起業を

した。大学2年の夏だった。5〜6年間、学生が集ま

り受託開発する中小企業であったが、学生が就職

して離職するなかで会社を閉じた。その後フリー

ランスで働いていたが、IBMの東京基礎研究所で学

生研究員から客員研究員になり、1年弱研究を行っ

ていた。その頃留学しようと考えていたが、その

タイミングでビジネスのアイディアができ、仲間

が集ったことから、留学をやめて2社目を2008年に

起業した。2011年にその会社のプロダクトをDeNA

に評価され、会社まるごとDeNAに売却をした。3年

ほどはDeNAの社員として働いた。その頃DeNAはサ

ンフランシスコの南の方にオフィスを持ってい

て、年に3ヶ月弱ぐらい、社員として駐在してい

た。その経験から人脈もでき、経験も得た。DeNA

がWebブラウザのゲームから、スマートフォンアプ

リのゲームにシフトする中で、関心が変わりDeNA

から出資を得る形で独立。トンボという会社。  

 

日本で1度起業、売却に成功したイメージがあっ

たので、また成功できるとも考えていたが、そう

いう風に思っているときは失敗しがち。自分にプ

レッシャーをかけるためにも、そしてサンフラン

シスコの起業環境が良いこともあり、サンフラン

シスコでの起業を決意した。実感したことは多く

あり、起業にとってはいい街ではあるが、良いこ

とばかりではなかったので、糧にはなっている。

起業から3年半くらい。日本とアメリカの起業につ

いての違いなどは、コミュニケーションなどにも

参加しているので知っている。  

 

 

 

＜質疑応答＞ 

 

 

 

Q：質問 

スタートアップ支援について、大学などの高等

教育機関における日米の違いは。  

 

A：回答 

日本の大学の起業サポートは関わっていないの

であまり知らない。東大にもUテックという支援が

あるが、まだあまり多くないのではないか。サン

フランシスコでは大学での起業サポート支援が盛

んで、スタンフォード大学の関係者専門の起業プ

ログラムがあり、ビジターで参加していたが良い
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内容だった。一方スタンフォード大はどんな起業

でも支援するが、東大のUテックに関しては、社会

的に意義があるが誰も出資しないような起業の支

援をするのが素晴らしい。例えば、アフリカの電

線の無い地域ではスマートフォンに充電ができな

いことを解決するために、ソーラーパネルをキヨ

スクに入れていく「WASSHA」という会社がある

が、Uテックのベンチャーキャピタルが出資してい

る。東大らしいサポートを行っているが、比較を

すればサンフランシスコの方が充実している。  

 

 

Q：質問 

大企業によるアクセラレータプログラムの支援

における、日米の違いは。  

 

A：回答 

そもそもアクセラレータプログラムとは、メン

ター的に、起業家の失敗を防ぐことを支援してい

たりする。ワイコンビネータ―がアメリカでは有

名。そこの審査に通ることだけでも、名前が売れ

るくらいのプログラムで、DropboxやUberがワイコ

ン出身。入るとメンターがつくがそれはおまけ

で、名前が売れることと、ワイコン出身者のネッ

トワークに参加できることの2つが高い価値となっ

ている。日本のアクセラレータプログラムには、

そうしたものが無い。日本で有名なもの、ヤフー

とイーストベンチャーズが一緒に行っている「コ

ードリパブリック」があるが、そこまでまとまっ

てきていないという印象がある。他にも色々ある

が、日本ではまだまだ基盤ができていないという

印象。  

 

Q：質問 

行政面での支援に対する日米の違いは。 

  

A：回答 

行政からの何らかの支援は、日米ともに感じる

ことはない。日本の方がキャピタルゲインに対す

る税率が少し低いので、その分はメリットがある

かもしれない。しかしながら、行政を意識するタ

イミングは日米ともにない。  

 

Q：質問 

アメリカのほうがベンチャーキャピタルが充実

していると聞くが、どの程度容易か。  

 

A：回答 

アメリカのほうが資金調達し易いと言われる

が、なかなか難しい。資金調達にはいくつかの段

階がある。シードの段階で3000万円集めたい、と

かその次の段階で2〜3億円集めたいとかある。最

初のシード段階では、日本人にとっては日本のほ

うが容易。日本のベンチャーキャピタルでは資金

がだぶついていると言われていて、エンジェル投

資家も増えていて、日本の投資家はほとんどはシ

ード段階での投資を考えているので、最初の投資

は日本の方が容易と言われている。明らかにアメ

リカが有利だという点は2つある。1つは、契約書

が完全に決まっていて、シード段階での契約書は2

〜3通りしかなく、弁護士を通す必要も無いくらい

簡単なので、資金調達における精神的ハードルが

低い。もう1つは、契約内容が真っ当であること。

日本のベンチャーキャピタルが起業家に出す契約

書はひどいものがあり、中には連帯保証人を要求

するものがある。これは投資ではなく、融資だと

考えてしまう。とある大企業のカンパニーベンチ

ャーキャピタル（CVC）と言われている所で出回っ

ている契約書。アメリカでそんな契約書が明らか

になれば、相当非難を受けるような契約書が、日

本では普通に出回ってしまっている。出資をして

もらう側は、経験も少ないので、そうした契約書

であってもなかなか断れないので、後々禍根を残

す可能性がある。アメリカのほうが、フェアな環

境にある。  

シード段階が終わった後の資金調達は、断然ア

メリカのほうが楽。日本には億単位での投資をで

きる会社がほとんど無い。個人ではまず無いし、

大きなベンチャーキャピタルはグロービスとジャ

フコの2社ぐらいしかない。仕方ないので日本で3

億円集めるには、3000万円を10社から集めるなど

しているが面倒なだけ。アメリカでは10億出すよ

うなベンチャーキャピタルもあるので、やりやす

い。最終的に事業を大きくするには、アメリカの

ほうが断然楽。  
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Q：質問 

アメリカで事業継続する上で難しいことは。  

 

A：回答 

アメリカでも日本でも、そもそも事業継続は難

しい。日米での差はあまり感じない。ただ、当た

り前だがアメリカのほうが内需が大きいので、日

本よりはアメリカのほうがお客さんをつかまえる

のは楽かもしれない。ただ、ネイティブなアメリ

カ人を相手にするので、日本人にとっては日本の

方が楽とも言えるので、どっちもどっち。実際に

事業継続ができなくなった時はアメリカの方が

楽。会社を潰してもあまり文句を言われない。投

資の段階から潰れる可能性を考えて投資している

ため、「次がんばりなさいね」という程度で、潰

した後でも同じ人に出資することもある。日本の

場合は潰れるとなると投資家の取り立てがすご

い。「いいからこの株を買い取りなさい」みたい

なことが、普通に起きる。アメリカのほうが、事

業継続できない場合は楽。  

 

Q：質問 

良質なサービスを開発すれば自ずと市場を生み

出せるのか、それともニーズが盛り上がった時に

良質なサービスを提供しないとヒットしないの

か。  

 

A：回答 

これは良質でなくても、タイミングに合えばど

んどん売れるのがスタートアップの世界。どんな

に良質でも、時代が合わず上手くいかなかった事

例は、山のようにある。良いものを作れば売れ

る、ということは絶対なく、結局はタイミングだ

と考える。スタートアップの経営者としては、タ

イミングを捉えることと、タイミングが来ていな

い時にいかに耐えられるか、の2つが重要。  

 

Q：質問 

アクセラレータプログラムについて。 

  

A：回答 

スタンフォード大学の「スターテックス」プロ

グラムに参加してきた。アメリカには第1流のアク

セラレータプログラムが、ワイコンビネータやス

ターテックスなど３〜４つあり、第2流の500スタ

ートアップスなどのプログラムがある。スターテ

ックスについては参加していたので内部を見てい

る。年に3〜4回、2ヶ月間のプログラムを繰り返し

ていて、企業が参加し、学び、人脈を作って帰っ

ていく。どんな企業に参加して欲しいかを、プロ

グラム側が用意していて、その対象となった企業

が応募して参加する。一般的に、上手くいくスタ

ートアップは1％と言われる中、参加者の半分くら

いは面白い企業が参加している。優秀な人も多い

し、参加者もインドや中国からなど多様。情報交

換も頻繁に行われていて、良かった。  

 

Q：質問 

参加した上での収穫と、期待はずれだった点。  

 

A：回答 

収穫は何と言っても、コミュニティに参加し、

人脈ができた点。期待はずれだったのは、全ての

企業が良い企業だったわけではなかったこと。そ

して、スパルタ教育が行われると思って参加した

が、全然ぬるかった点。  

 

Q：質問 

企業にとって、どの程度参加したいと思わせる

ものなのか。  

 

A：回答 

もし参加できるなら、どの企業も参加したいと

思わせるくらい重要なもの。スタートアップはそ

こに参加するだけで名前が売れるし、スターテッ

クス出身というだけで人の興味を引くくらいにネ

ームバリューがある。それくらい誰もが参加した

いもので、友人からもスターテックスに入るには

どうしたらいいのかと相談を受ける。それでも友

人で入れた人は今のところおらず、通るのが難し

い狭き門となっている。皆さん色んなプログラム

に申し込んで、何らかのコネクションを掴んで、

大きくなるというのが一般的。日本にはそうした

プログラムが無いため、コミュニティがなく、不

健全な状況ではないかと考える。  
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Q：質問 

実際に社業の発展につながったケースはどのよ

うなものがあるか。  

 

A：回答 

私たちは今のところない。知り合いの会社だ

と、アメリカ国内で生産していたIoTのデバイス

を、中国の知り合いに聞いてそこに発注するで、

原価が下がり、品質が上がったというケースがあ

り、コネクションを利用していい経験をするとい

う話はよく聞く。  

 

Q：質問 

スタートアップ志望者に向いているタイプは。  

 

A：回答 

分からない。色んなパターンの方が居る。自分

の場合は、「世界をこうしたい」という想いがあ

り、社会を変えたいという強い想いがあり、それ

が必要だと考えている。一方、ビジネスになりそ

うなものにとりあえず投資をして、大きくしよう

という、あまりビジョン持っていないような人が

大成功しているケースもある。色んなパターンの

成功があり、向いている人というのはない。逆に

向いていないのは、後悔する人。失敗してもまぁ

いいやと割り切れないと、心がついてこられなく

なる。一般的に企業は勧めない。  

 

Q：質問 

望まれる支援策は何か。  

 

A：回答 

設立当初は、家賃などの固定費に苦労したの

で、その支援があればありがたかった。2008年に

設立したブロードテールという会社、BtoBの会社

では、事務所の仕立てがしっかりしていないと信

用を得られないので、事務所に費用がかかった。

他には、書類を出さなくても資金を得られるとい

う行政支援があれば、喜んで受けたい。2〜3人で

経営していると、書類の作成が大変。アメリカの

契約書のように、定形のものが2〜3種類あってそ

れで済むようだと、嬉しい。  

 

Q：質問 

FacebookやGoogleに買収されることを目的とし

たスタートアップが増えていると聞くが、その傾

向への所感。  

 

A：回答 

スタートアップは、株主から資金を得て、最終

的に株主にお金を還すことを目的としていて、エ

グジットと呼ばれる。10年程前は、エグジットの

方法が株式公開（IPO）しかなかった。株式市場で

自由に株を売買できるようにすることで、投資し

た株主が株の売却で利益を得るモデル。一方IPOを

できる企業は限られていたので、スタートアップ

は基本的に失敗するものだった。ところが最近

は、Google、Facebookや、日本でもDeNA、GREE、

DMMなど、スタートアップがスタートアップを買収

するという事例が生まれていて、成功体験の蓄積

になり良いこと。例えば、会社が3000万円で売れ

たとなれば、相当小さなエグジットではあるが、

過去にエグジットできたという経験になり、次の

起業を行うかもしれない。スタートアップ業界で

いちばん大切な資産は、起業家。起業しようとす

る人はなかなかおらず、失敗すると消えてしま

う。失敗率を下げていくという意味でも、大きな

会社が小さな会社を買収するというのは、素晴ら

しいこと。例えば、それが3000万円の小さなエグ

ジットでも、起業家には1000万円くらいは入る。5

億円くらいで売却できれば、起業家には2〜3億入

る。2〜3億入れば、その後全ての起業を失敗して

も、人生なんとかなるので前向きになれる。  

 

Q：質問 

アメリカに来て良くなかった点。  

 

 A：回答 

治安が悪いこと。QOLが下がった。サンフランシ

スコの地域性による。昨年には家から徒歩10分く

らいの所で銃乱射事件が起きている。食事も日本

のほうが美味しいし、物価も3倍くらい高い。人件

費も高く、エンジニアの初任給が大学新卒で、低

くても1,000万円は超える。この前FacebookがAIの

新卒に3,000万円を出した例もある。スタンフォー

ド大学には貧困層向けプログラムがあり、世帯収
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入が一定以下の家庭は授業料免除というプログラ

ムになっている。この一定の世帯収入というの

が、1,250万円。実際にその収入以下だと、大学生

の子どもを抱えて生活するのは難しい。  

 

（文責：藤崎浩太郎）  
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９．Google本社 
 

【日時】2018年４月５日 

【対応者】Google ビジネスマーケティング アソシエイト マーケティングマネージャー 

梅林桜子さん※ 

※ 検索エンジンのマーケティング・グローバル担当をしている女性。 

日本法人で勤務後、今年からGoogle本社へ転籍 

 

Googleはラリー・ページとセルゲイ・ブリンと

いうスタンフォード大学の学生２人が、ガレージ

から始めたシリコンバレーのベンチャー企業。現

在、年商550億ドル（≒5兆9千億円）、世界40ヶ国

以上にオフィスを持つハイテク企業の世界的リー

ダーに成長しています。 

 日本法人から米国Googleに転籍した梅林さん

に、社内ツアーをお願いし、Googleの職場環境、

働き方などについて、伺いました。 

 

 
オフィス棟入口にあるモニュメント 

  

＜Google本社の職場環境＞ 

 

（従業員） 

社員数は全世界で８万人（正社員）、ベイエリ

アで３万人程。正確な社員数は社員にも公開され

ておらず、不明。  

 

（通勤について） 

サンフランシスコからシリコンバレーにある

Google本社までは、車で約１時間。渋滞時には通

勤に２時間程かかる。Google本社社員専用のバス

がある。社員専用バスの利用者は社員の１／３程

度。社員専用バスにはWiFiが繋がっており、バス

の中の通勤時間を利用して仕事をする人もいる。 

自転車通勤の人向けの駐輪場が整備されてい

る。又、電気自動車の充電サイトも整備されてい

る。 

 

（オフィス環境について） 

他社の居抜き物件を買取り、オフィスを拡大し

ている。生産性を高める為に、従業員の福利厚生

を重視し、イノベーティブな思考が出来る特徴的

なオフィス環境の整備に力を入れている。優秀な

人材を集める為に、色々な地域にオフィスを構え

ている。 
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特徴的な設備  

プール 

フィットネスジム 

ゲームコーナー 

マイクロキッチン 

洗濯機 

ロッカー 

美容院 

マッサージルーム 

花屋さん 

ボーリング場 

シェア自転車 

フードトラック 

お土産ストアー 

カフェ・レストラン 

 

・ 30ヶ所。社員向けフィットネスレッスンが用意 

・ 日本のオフィスにもある 

・ どこのフロアにもある、スナック・コーヒーなどを無料で提供       

・ 洗濯機がついていない家・物件がサンフランシスコは多い為 

・ クリーニングサービス用ロッカー 

 

・ 安い値段でサービス提供 

・ バレンタインデーに特設 

 

・ エリアが広いので、移動用乗り捨て自転車 

・ 様々なメニューを提供 

・ Googleグッズが売られている 

・ 食べ放題で無料（詳細は次の項目で説明） 

 

机はフリーデスクではなく、1人１つずつの机が

ある。座って仕事→立って仕事に切り替えられる

スタンディング対応デスク。 

オフィスには犬を連れて来てもOK（日本のオフ

ィスはテナントオーナー・森ビルの関係で犬持込

み・不可）。 

 

※報酬以外の要素で最高のスマート・クリエイテ

ィブを惹き付ける事は可能である、という考え方

に基づいた従業員向けサービスが充実。魅力的な

仕事内容、優秀な同僚、大きな責任と機会、刺激

的な企業文化や価値観、無料の食事、ペット同伴

出勤などのメニュー。 

 

  
昼食時にはフードトラックが様々な食事を提供す

る 
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マイクロキッチンでCoffeeブレイク 

  

 
遊びのある明るい休憩室 

 

＜カフェ・レストランについて＞ 

 

 オフィス内には30以上のカフェ・レストランが

あり、朝・昼・晩ともに、飲食は無料で提供され

ている。従業員の健康を考えた豊富なメニューが

提供されている。 

 

（TGIFとは？）〜創業時から続く特徴的なイベン

ト=Thank Google it’s  Friday 

Googleオフィス内で、初めてオープンした

「チャーリーズカフェ」で毎週木曜日・夕

方に開かれるイベント。全社員向けに創業

者が直接、話をする。チームの壁を超える

事が目的で、創業者は従業員の質問に直接

その場で答える。当初は交流がメインであ

ったが、現在は創業者との直接対話がメイ

ンに。 

全世界のオフィスから参加可能。掲示板に

質問をあげ、投票（いいね）の数で、質問

が採用される。 

通常１時間程度であるが、テーマによって

長引く場合も。ちなみに４月５日のテーマ

は、前日起きた「Youtube本社・銃撃事件」

に関連して、オフィスのセキュリティにつ

いて。 

 

Googleでは“employee experience”（従業員体

験）を考え方に基づいて、社員が快適に働ける環

境をつくることを非常に重視しています。 

 Googleの「フードチーム」では、無料の食堂

で、どんな食べ物が人気なのか、どういう順番で

食べる傾向があるのかなど、膨大なデータを集め

ています。集められたデータを元に、試行錯誤を

重ねて、社員の健康のために様々な施策を打って

います。 

 

Google社内で始めてオープンした「チャーリーズ

カフェ」 
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「チャーリーズカフェ」にある舞台 

全社員との対話集会「TGIF」はここから全世界へ

中継される 

 

＜勤務時間・働き方について＞ 

 

（勤務時間） 

コア・タイムは11時〜16時で、出社時間は決ま

っておらず自由。共有のカレンダー（Googleカレ

ンダー）に各自予定を書き込み、勤務時間の管

理。時差やクライアントの時間に左右されるが、

会社で残業する人は殆どいない（18時まで残って

いる社員は殆どいない）。 

マーケティング部では、木曜日と金曜日はどこ

で働いても良いルールとなっている。 

「Googleの20％ルール」 

Googleには就業時間の20％の時間で好きな仕

事をしてよい、という「20％ルール」があり

ます。この制度がクリエイティブな仕事を生

む出す源泉の１つ。このルールからGmail、

AdWords、Googleマップなどの新しいサービス

が生まれた。 

 

（MTG・会議について） 

会議は結構多い。30分１コマで、時には朝から

晩まで会議の日もある。他のオフィス・海外とは

ビデオ会議を行う。会議を減らすために、「会議

ゼロの日」を設定している部門もある。 

 

（組織） 

プロジェクトごとにチームを組む（チームビル

ディング・予算化）。 

米国本社の従業員はコンピューター・サイエンス

などを学んだエンジニアが多い。日本のオフィス

は営業が多い。日本から米国本社に来ている日本

人は100人弱。エンジニアが殆ど。 

 

（キャリア形成・採用） 

長い年数働く社員は少ない。梅林さんは5年目で

あるが、5年目時点で、自分より勤務年数が少ない

（4年以下）の人は80％を越えている。 

起業する人や、スタートアップ企業に転職する

人も多い。シリコンバレーの別の大手企業

（Facebookやアップルなど）に転職する人もい

る。 

社内の仕事（募集）は、オープンになってお

り、異動が可能。 

肩書（部長や本部長）を気にして、昇進を望む

人は少ない。何をしたいか、又は、次のキャリア

を考えて仕事をしている人が多い。 

Google「採用のおきて」 

● 自分より優秀で博識な人物を採用せよ。学ぶ

もののない、あるいは手強いと感じない人物

は採用してはならない。 

● プロダクトと企業文化に付加価値をもたらし

そうな人物を採用せよ。両方に貢献が見込め

ない人物は採用してはならない。 

● 仕事を成し遂げる人物を採用せよ。問題につ

いて考えるだけの人物は採用してはならな

い。 

● 熱意があり、自発的で、情熱的な人物を採用

せよ。仕事が欲しいだけの人物は採用しては

ならない。 

● 周囲に刺激を与え、協力できる人物を採用せ

よ。ひとりで仕事をしたがる人物は採用して

はならない。 

● チームや会社とともに成長しそうな人物を採

用せよ。スキルセットや興味の幅が狭い人物

は採用してはならない。 

● 多才で、ユニークな興味や才能を持っている

人物を採用せよ。仕事しか能がない人物は採

用してはならない。 

● 倫理観があり、率直に意志を伝える人物を採

用せよ。駆け引きをしたり、他人を操ろうと

する人物を採用してはならない。 

● 最高の候補者を見つけた場合のみ採用せよ。

一切の妥協は許されない。 
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※「How Google Works〜私たちの働き方とマネ

ジメント」（日経ビジネス人文庫）より 

 

（評価制度） 

評価制度はオープンになっている。いきなりク

ビになる事もなく、数期・連続目標未達成の場合

のみ、養成プログラムに入れられる。クビになり

にくく、一般的な厳しい外資系企業とは社風が違

う。四半期ごとに目標を設定し、振返り・評価を

行う。成果主義が貫かれており、成果をあげれ

ば、基本的に何をしていても、文句は言われな

い。どうしたら平等に評価されるか、常に議論さ

れている。 

10倍の成果が求められる「１０X」（テンエ

ックス） 

Googleでは、常に10倍の成果が求められ、優

秀な人も多いのである程度の競争もありま

す。単純に仕事を10倍増やしても、大変なだ

けで成果は出ません。10倍の目標を達成す

る為に、自分の前提や、固定概念を破る事が

必要になってきます（＝考え方・思考の「ジ

ャンプ」が必要になります）。 

 

（給料） 

給料については、規定でコメントできない（金

額不明）。 

 

Q:（質問） 

日本企業と大きく違う、と感じる点は？ 

 

A:（回答） 

ダイバシティの観点を気にしている点が、大き

な違いである。男女の平等だけでなく、人種間の

平等にも、ものすごく気をつかっている。人種の

多様性が進んでいる米国だからこそ、と感じた。 

 

＜福利厚生など＞ 

 

（住環境） 

日本のように家賃補助はない。サンフランシス

コは住宅が狭いのに高い。一説ではNYを抜き、全

米一、又は、世界一の高さに。洗濯機置き場がな

い物件も多く、築年数が古い物件が多い。１ベッ

トルームの物件で、1ヶ月30〜40万円が最低価格

帯。家賃が高い為、シェア居住の人が多い。 

サンフランシスコ・シリコンバレー地区の住居

費は好景気に比例して上がっており、住環境は厳

しい状況にある。 

 

（物価）   

物価はものすごく高い。普通のラーメン１杯で

２０ドル。レストランもピンキリだが、普通のと

ころでも高い。物価が年々上がるので、人材獲得

競争の為、給料を上げている会社が多い。 

（居住地の治安） 

シリコンバレーは比較的治安は良い。しかし、

サンフランシスコは治安が悪い。特にサンフラン

シスコのテンダーロイン地区※は最悪レベル。 

 

※視察中宿泊したウィットコムHotelは、テ

ンダーロイン地区の隣接地。路上生活が多

く、荒廃している点が数多く見られた。発砲

事件も多いようで、１人での夜の外出は控え

たほうがよい地区である。 

 

（レクリエーション） 

毎年、レイクタホなどへの、スキー旅行があ

る。カルフォルニアのディズニーランドを貸切っ

た社員旅行が、過去実施された。 

社内の部活がある。オーケストラやサッカー、

瞑想など、様々なジャンルの部活動へ参加でき

る。 

 

（保育・医療） 

社内に保育所はなく、皆、民間の保育所かベビ

ーシッターに子供を預けている。元Google社員が

立ち上げた民間の保育所もある。 

子供１人あたりの保育料（１ヶ月）は30万円

で、めちゃくちゃ高い。２人預けると６０万円、

３人預けると９０万円。これが最低ライン。もっ

と高い所もある。 

日本の自治体のように、「子供の医療費無料」

という制度は米国にはなく、医療費負担も非常に

重たい。不妊治療費は会社補助があり、無料。卵

子・精子の凍結保存費用も会社の補助があり、無

料。 
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＜その他＞ 

 

今後、GoogleはAIや、マシンラーニングに注力

していく。Google Xというプロジェクトの中に買

収チームがあり、有望事業を見つけ投資し、社内

ベンチャーを育てている。自動運転もGoogle Xの

チームで取り組んでいる。カプセルを飲み込み体

内環境のデータを計測する、ヘルスケア事業も注

目されている。プロジェクトルーンという、風船

を飛ばして、インターネット回線未整備地をなく

していくプロジェクトも注目度が高い。 

創業者のラリー・ページは、スペースシップワ

ンという宇宙船ベンチャーの会社に出資してい

る。25百万円程で、宇宙旅行体験ができるツアー

を開発した会社である。 

  

 
オフィスの中の様子。 

創業者が投資している宇宙船の模型が飾られてい

る 

  

 
Googleグッズが販売されているお土産コーナー。

見学者に人気。 

 

オフィス棟入口で集合写真 

 

（文責：大岩真善和）   
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10．ピア３９ 
 

【日時】2018年４月５日 

【対応者】FRAZER THOMPSON副社長（運営管理部門） 

TAYLOR SAFFORD社長 

KATHY PAVER次席副社長（マーケティング部門） 

 

 ＜ピア３９の歴史について＞ 

 ピア３９は、１９７８年１０月４日にスター

トし、現在３９年目となり、今年で４０年を迎

える。エアラインのパイロットで不動産業者を

していた、ウォーレンス＝シモンスが始めた。

ウォーレンス＝シモンスは、１９６０年代前半

にメキシコレストランのチェーン店を経営して

いた。１９７０年代、大通りを奥さんと散歩し

ている時、船が入ってくる寂れた桟橋で、鍵が

かかっていない場所を見つけた。そこから桟橋

に入ったところ、桟橋の一番奥の景色が大変素

晴らしい事を発見した。感動したシモンスは、

奥さんに「ここに私達のレストランをつくろう」

と伝えた。これが、ピア３９誕生の瞬間である。 

 

 シモンスは商業用地、ショッピングセンター

の運営は未経験であった。しかし、著名な建築

家を雇い、数百万ドル（当時のお金で）の大金

を投資した。ファンフェアー（ファン向けの催

事）など積極的な運営を行ったが、テナントが

埋まらず、経営に苦しんだ。オープンから３年

後、シモンスは事業を現在のオーナーに売却。

現在のオーナーは、１０〜１２年かけて、ピア

３９をサンフランシスコで一番の観光地に育て

上げた。 

 

 ４５エーカー（＝182,916㎡・東京ドーム約3.9

個分）の敷地に、２０万平方フィート（＝18,580

㎡・東京ドーム約0.4個分）のリース（店舗の貸

出し）可能な建物があり、駐車場は1,000台完備。

全体を３つの会社で運営している。 

サンフランシスコ市とは６６年間の港使用の契

約を結んだ。日々のピア３９の運営、テナント

リースが主業務。全てのテナントはトリプルネ

ットリース（＝ネットリースの一種で、純粋な

賃料に加えて、税金・修繕費用・保険料の３種

類の費用を全て賃借人が負担する賃貸借のこと）

の契約の形態となっている。 

 

（３つの運営会社） 

Moor South 事業の所有会社 

TANDEM 全米展開する不動産の仲介

会社 

ブルーエンドゴ

ールドフリート 

西海岸で一番大きい船会社 

 

売上（2017年） 257万ドル（≒275億円※）

→過去7番目の売上 

       ※１ドル＝107円（2018年4月5日のレート）で換算 

 

 １８８９年に起きた大きな地震で、サンフラ

ンシスコのビジネスは、壊滅的な打撃を受けた。

その地震から４ヶ月後、ピア３９の桟橋に、野

生のアシカが集まるようになってきた。理由は

よくわからない（餌のニシンがいるからか？）

が、アシカがピア３９のトレードマークとなり、

新聞などのメディアにも取り上げられるように

なった。ピーク時には、1,700頭ものアシカが集

まり、海上に設置された台の上で、日なたぼっ

こしている。ピア３９を訪れる観光客の８割以

上の人の目当てが、この「アシカ」達である。 

 

 ピア３９の１階には、レストラン・お店（物

販）・アトラクションが分散している。２階には、

お洒落なレストランがある。１３のレストラン、

８５ の専門店（物販）、７つのアトラクション

が同居しており、店舗構成のバランスが取れて

いる。立地＆景観が良い事が、うまくいった理

由である。それからもちろん、アシカの人気が

うまくいった理由の１つである。 

 

 フィッシャーマンズワーフに近い公共交通が

発達した場所に立地し、年間1,500万人のお客さ

んが訪れる（ちなみに、横浜市の平成28年の観

光客数は3,614万人。ピア39の施設だけで、横浜

の観光客数の41.5％分を集客している）。お客さ

んの１/3は外国人、１/3 はカルフォルニア州

（CA）以外の米国人、１/3はカルフォルニア州
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（CA）内の米国人である。その内、２０％は、

ベイエリア（サンフランシスコ周辺地域）から

の来客である。 

 

Q（質問） 

来客層の把握はどのように行っているのか？ 

 

A（TAYLOR SAFFORD社長回答） 

→来客層の把握方法は、２年に１回、アンケー

ト調査（サンプル調査）を行っている。 

  

 
今回説明をしてくれたピア３９の役員 

右からFRAZER THOMPSON副社長（運営管理部門）、

TAYLOR SAFFORD社長、KATHY PAVER次席副社長（マ

ーケティング部門） 

 

＜現在のピア３９運営方法について＞ 

 

運営責任者のFRAZER THOMPSON副社長からお話を

伺う。 

 ピア３９の日々の運営は、景観（の保持）、セ

キュリティ、警備、施設維持、マリーナの５部署

で行っている。 

ピア３９の桟橋は木でできており、腐食しやす

い。その為、定期的なメンテナンスが必要であ

る。桟橋はポスト＆ビーム工法（＝おもに丸太の

ポスト（柱）とビーム（梁）を使って住宅を建設

するカナダ発祥の組立工法で、日本の木造軸組工

法とほとんど同じである。「P＆B工法」ともい

う）による建築。桟橋・建物の構造は変えずに、

建物をテナントのお店用に分割している。テナン

トは、ピア３９のスタート（1978年）当時から続

けている店や、夏季だけオープンする店もある。

多様なお店の開店形態に、柔軟に対応している。

海上にあり、木材の腐食が進む事から、今後、建

築物の再構築や、桟橋の下のメンテナンス、腐食

の進み具合の確認などが必要になる。築４０年以

上となる設備の為、その点には十分気をつけてい

きたい。 

 

  ピア３９にゲートはなく、オープンで誰でも

入れる施設となっている。その為、セキュリティ

には気を使っている。多いときは１日４万人が来

場する。 

 来場者の安全を守る為に、２６人のフルタイム

の警備員を雇っている。警備員は元軍人・元警察

官なども雇っており、制服を着て警備をしてい

る。セキュリティと並んで重要なのが、景観や施

設環境をきれいに保つ事である。環境保持の為

に、３０人のフルタイムスタッフを雇っている。 

 

警備は、３つのシフト、２４時間体制で行ってい

る。運営管理は、４：００〜２２：３０までで、

工事は夜中の１２時以降に行っている。その為、

残業時間が増えている。 

「安全・清潔・楽しい」をもっとうに、誇りを持

ってサービスを提供している。 

 

Q（質問） 

警備に、防犯カメラを何台使っているのか？ 

 

A（FRAZER THOMPSON副社長回答） 

→桟橋の警備に４０台、駐車場の警備に５０台、

計９０台の防犯カメラを使っている。赤外線カ

メラは使っておらず、少しずつ予算を取って、

ライト（灯り）を付けている。 

 ちなみに警備用ではないが、桟橋のアシカの

溜まり場付近には、Webカメラを設置。Webカメ

ラを通して、２４時間・全世界からアシカの様

子を観察する事ができ、人気となっている。又、

同じ場所には、地元TV局の定点カメラを設置。

ニュースや天気予報などの番組でアシカの様子

が中継される。TV番組を通じて、アシカは地元

の人気者となっている。 

 

Q（質問） 

ゴミの処理・清掃はそのように行っているの

か？ 
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A（FRAZER THOMPSON副社長回答） 

→本格的な清掃は朝の３：３０〜６：３０の時

間帯に行っている。又、１日中、スタッフが常

時清掃をしている。 

 ゴミはリサイクル・残飯・コンポスト（＝都

市ゴミを発酵させてつくった堆肥）の３つに分

別する事がルール。テナントに捨てる時間の指

示を行い、分別方法を間違えないように、委託

会社：リコロジー社が、テナントを監視してい

る。間違った場合には、１００ドルの罰金がテ

ナントに課せられる。 

リコロジー社が朝４時にゴミの回収に来る。 

 １年間にゴミは６００万トン発生する為、３

つのゴミ処理・分別を守る事は非常に重要であ

る。 

 

 

 
通訳を交えて、ピア３９の説明を伺う 

 

＜マーケティングについて＞ 

 

マーケティングの資金・財源は、テナントから。

総売上の数％、又は、定額で徴収している。マー

ケティング部門のスタッフは７名で、ピア３９の

宣伝、PR、イベント・ツアーの開発を行ってい

る。より多くの人にピア３９に来て貰う事が、収

益の拡大に繋がる。又、地元の人にも来て頂きた

いので、口コミも重要である。 

サンフランシスコに来る観光客が、まず初めに訪

れるのがピア３９。そうなるように、PR・誘導を

している。地元の人達には、「水際に来て下さ

い」というPRをしており、観光客向けと同じだ

が、ニュアンスを変えて宣伝している。 

PRで一番力を入れているのが、SNS（Facebookな

ど）で、二番目はWebサイト（HP）である。TVのコ

マーシャルも限定的だが行っている。観光客向け

には、観光客が訪れる導線を分析して、目にする

場所に、必ずパンフレットを置いている。 

２名の観光客向けスタッフがおり、世界中の見

本市に顔を出している。又、地元のホテル、バス

会社、航空会社などに営業している。カルフォル

ニア（CA）州には、ウェルカムセンターがあり、

そことも連携している。 

特別なイベントにも力をいれている。チューリ

ップ祭り（39,000株のチューリップ）、ムービー

ナイト、ワインテイスティング、独立記念日（７

月４日）など。クリスマスには、６０フィート

（＝約18ｍ）の高いツリーを飾る。 

来客のピークは夏場。１年を通して、夏場が多

く冬が少ない、山型の来客数となっている。イベ

ントは来客が少ない閑散期に行っている。 

 

Q（質問） 

リピーター客獲得の取組みは？ 

 

A（KATHY PAVER次席副社長回答） 

→一番重要なのは、「いつも変化する」事。常に

変化（進化）し続けるテナントや、イベントを

提供している。又、カスタマー向けの研修を重

視しており、お客さんに「気持ちのいい体験」

をして頂くよう、努力している。 

 口コミのレーティングは４．５点（５点満点

で）。半分のお客は初回訪問者、半分のお客は１

３回以上の多数回訪問の方で、リピーターが多

い。常に新しいもの・楽しいものを提供してき

た結果だと思う。 

 満足度は、「満足」・「非常に満足」が９８％と

なっており、お客さんの満足度が高い。 

 

Q（質問） 

マーケティングにかける予算は？ 

 

A（KATHY PAVER次席副社長回答） 

→スタッフは７名。マーケティングの年間予算

は３万ドル（＝約3億2千万円）。既成概念を崩す、

アトラクションに投資する事が重要である。 

 

Q（質問） 

お客さんのターゲティング（標的）は？ 
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A（KATHY PAVER次席副社長回答） 

→みんながターゲットである。広く来客して欲

しい。 

 旅行協会と連携し、どこの国から来ているか

分析している。中国、日本、イギリス、メキシ

コからの観光客が多い。マーケティングの中で

も、何人来て、いくら使うか（顧客単価など）

に着目して見ている。顧客単価は１人あたり８

６ドル（＝約9,200円）。家族で来ても、安心し

て楽しめる施設となっている。 

 

Q（質問） 

施設の多言語対応は？ 

 

A（KATHY PAVER次席副社長回答） 

→案内板やパンフレットは多言語対応していな

い（英語表記）。ピア３９のウェルカムセンター

で、電話通訳のサービスを提供している。 

 レストランはアイパッドを使っている。写真

を見ての注文が出来るようになっており、好評

である。ベイツアー（港をめぐる観光ツアー）

は、９言語に対応している。 

 

Q（質問） 

テナントの誘致・入れ替えは、どのように行っ

ているのか？ 

 

A（KATHY PAVER次席副社長回答） 

→リース部門が担当窓口。スタッフは２．５人

（０．５人→１人は兼務）。新しいテナントはバ

ランスを見て入れている。 

 店舗のリース契約は、３年（物販など）、レス

トランは投資がかかるので２０年。 

 殆どは地元の人気店だが、いくつかは全米チ

ェーンのお店（ハードロックカフェ、ババ・ガ

ンプ、ミセスクッキーなど）。サンフランシスコ

の地元の店にこだわるのは、ここに来て、自分

の家の近くにない「非日常体験」をして頂く為。

ピア３９では、日用品は販売されておらず、衝

動的に買いたくなる物ばかりが売られている。 

 

 

 
いつも賑わいがあるピア３９ 

 

 

 
子供から大人まで楽しめるアトラクションが豊

富 

 

 
ピア３９の人気者「アシカ」達 
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記念撮影スポットが沢山用意されています 

 

（文責：大岩真善和） 


