
グループインタビュー（大学生・専門学生）

①女性
（専門学校生）

②女性
（大学生）

③女性
（大学生）

④男性
（大学生）

⑤男性
（大学生）

⑥女性
（専門学校生）

・神戸在住期間
2年生
神戸歴：20年目

4年生
神戸歴：4年目
大阪出身だが、祖母が神戸にい
て、小さな頃から定期的に神戸
に来る。

4年生
神戸歴：4年目
大学から神戸市
岐阜県出身

3年生
神戸歴：6年目
高校生から神戸に通っている
大阪府豊中市在住

3年生
神戸歴：3年目
大学から神戸市
加西市出身

2年生
神戸歴：1年半
鳥取県出身

・神戸で働きたい、住みたいと思うか 神戸には興味がない。

神戸・大阪などの関西圏がい
い。
友達や親族の話を聞いている
と、関西人は馬鹿にされそう。
関西は心が楽。

働きたいとは思っていたが、就
職先が神戸ではないところに決
まってしまった。

神戸・大阪で働きたい。
家から近い、住み慣れているか
ら。

一応、神戸で働きたいと思って
いるが就活次第。

就活中なので、会社との巡り合
い次第だが、東京で働きたい。

・卒業後の居住予定地（就職先が決定している場合）など

将来はロンドンで住みたい。ハ
ロッズで働きたい。
そのために、何年かは神戸の実
家でお金を貯めたい。

就職先が決まったところなので
どうなるかわからないが、でき
れば神戸・大阪のどちらかに住
みたい。

鳥取県のシステムエンジニア
（IT系）に内定。

元町に住みたい。
ハーバーランドの夜景がきれい
北野異人館も魅力的。

三宮には住んでみたい
加西に住んでいた時、出かける
といえば三宮だったので理想

仕事は東京でしたいが、神奈川
に住みたい。
仕事の時間と自分の時間をリ
セットできる場所がいい。

・若者が神戸に就職、住んでもらうために、神戸市がすべ
きこと（必要なこと）

・神戸にしかないというものが
ない。山・海があるのに、汚
かったり・アクセスが悪く、他
の県から来にくい。
・神戸以外に賑わっているとこ
ろがたくさんあるので、わざわ
ざ神戸に住む理由がない。
・利便性がいいところ（三宮な
ど）と悪いところ（地下鉄沿線
の西側、妙法寺など）の差が激
しすぎる。
・高齢者（ずっと住んでる人）
ばかりで活気がない。よくなる
予感がしない…

・神戸の企業が集まるセミナー
がもっとあればよい。（大学か
らのアプローチで登録した兵庫
県のインターンシップサイトで
情報を知って行ってみた）
・市営地下鉄を安くしてほし
い。

・三宮以外にもコワーキングス
ペース・集まれる場所がもっと
あればよい。大学の近くにあれ
ばいい。妙法寺に住んでいるが
周りにはない。
・ごみの分別など環境に配慮し
ている印象はあるが、環境問題
をどうにかしたいと行動できて
いる人や活動が少ない気がす
る。

・空き家が10万棟ほどあるの
で、若者と結び付けられればい
いのでは。空き家を改築して、
学生住宅にして学生を呼び込め
たらいい。三宮・元町は家賃が
高いので安く貸してあげれば、
学生も恩義を感じるのでは。
・ポートアイランドの空き地の
有効利用ができればよい。
ショッピングモール・アウト
レットがあれば盛り上がるので
は。

・就職支援をもっとやってほし
い。例えば、学生と企業のマッ
チング機能があればいい。

・校外活動でKIITOをよく利用す
るが、もっとイベント・セミ
ナーなどが神戸市内であればい
い。
職が多いということ以外にも、
働きながらスキルアップできる
機会が多いということも、東京
で就職したい理由の一つであ
る。
せっかくKIITOがあるなら、兵庫
出身の有名な方がたくさんいる
ので、イベントやセミナーを開
催したらいいと思う。

・コロナで変わった価値観（就職希望場所、コロナ収束後
も同様の考えであると思うか、現在の収入状況）

・遊びに行くことがなくなり、
どうすれば一人の時間を充実さ
せることができるかを考えるよ
うになった。
・海外のロックダウンの状況を
見て、人のつながりがない海外
に住むことが不安になった。

・大学に行けないことが一番大
きい。悲しい。
・より神戸に住みたいと思うよ
うになった。東京・大阪に比べ
て人が多すぎないところがい
い。
・いつかは関西に帰りたい、東
京や海外にも住んでみたい。

・在宅で翻訳の仕事をしてい
る。学生団体の活動もオンライ
ンになった。
・リモートワークに興味が湧い
た。就職する会社がITの技術
（リモートワークの推進）を
使って、地方創生に取り組んで
いる。

・時間の無駄が多かったことに
気づいた。Zoom授業のおかげ
で、通学時間を他の時間に使え
る。
・ポートアイランドのしおさい
公園の夜景を見るのが好きだっ
たが、行けないのが寂しい。友
達に会えないのも寂しい。
・カナダに留学していた。海外
では考え方の違いを知ることが
できたので、海外にまた行きた
い。

・人と会えない環境を通じて、
人のつながりの大切さを感じ
た。

・リーダーとして展示会の準備
をやっているが、Zoomでは距離
感が難しい。
・授業が5月から始まったが、休
憩時間に作品へのフィードバッ
クがもらえるなど、対面の温か
さを感じた。
・人が密集しているというとこ
ろに怖さを感じるが、就職は
チャンスの数を考えるとやっぱ
り東京がいい。

・学生として困っていること（オンラインによる学力格差
や家で集中できない）など

・ナイトクラブでバイトをして
いるが、人が多いし、マスクを
していない。周りの人にうつし
てしまうのが怖い。追跡できる
システムがあればいいのに。
・北野の日本料理店でバイトし
ていたが、潰れてしまった。
・店内でタバコが吸えなくなっ
たが、店の外でタバコを吸って
いる人が多い。吸い殻がポイ捨
てされている。
ゴミもむき出しになっているの
で、衛生環境を考えてもらいた
い。

・スペイン語を学んでいるが、
ネイティブの人と話す機会が無
くなった。10年後ぐらいに神戸
市が留学支援してくれるなら、
神戸に住みたい。
・定期がないので交通費がかか
る。

・対面のボランティアをやって
いたができなくなった。最近は
オンラインのボランティアが増
えている。
・小学校でのボランティアは対
面でしかできない。もっとZoom
などが使えればいい。
・授業に関しては問題なかっ
た。
・今まで図書館などで自習でき
ていたが自粛している。環境を
考えてエアコンは使いたくない
…

・オンライン授業で、下宿を引
き払ってしまう学生が多い。神
戸市が賃料を支援すればよいの
ではないか。
・神戸に遊びに行きたいが、電
車に乗るのが怖い。

・大人数の講義などでは困らな
いが、少人数での意見交換をす
るときが難しい。
・オンライン環境（カメラがな
い、携帯しかもっていない）が
十分でない人もいる。
・就活の形も変わっている。オ
ンラインでは自分を表現しづら
い。

・規制があって実家に帰れない
のが困る。
・wifi環境が悪い。

○自己紹介パート

○本編パート



⑦女性
（専門学校生）

⑧女性
（大学生）

⑨男性
（大学生）

⑩男性
（大学生）

⑪男性
（大学生）

⑫男性
（専門学校生）

・神戸在住期間
2年生
神戸歴：1年4か月ぐらい
広島県出身

4年生
神戸歴：約20年
生まれは名古屋

3年生
神戸歴：3年3か月
長野県長野市出身

3年生
神戸歴：2年4か月（去年3月から）
西宮市出身

3年生
神戸歴：2年4か月（去年3月から）
徳島県出身

2年生
神戸歴：1年半ぐらい
愛知県出身

・神戸で働きたい、住みたいと思うか
住みやすいので卒業後も住みたい・働
きたいと思っている。

もし関西圏で勤務するなら、神戸に住
みたい。

将来的には住みたい、働きたい。学生
時代に神戸でいろんな経験をさせても
らったので、何らかの形で神戸に貢献
したい。

地元の西宮で住みたい、働きたいと
思っている。西宮には安心感・親しみ
がある。

働きたいと思っている。
初めて出てきた都会が神戸。神戸は
ちょうどいいと周りの人が言ってい
た。実際住んでみて、特別過密ではな
いが、図書館や遊ぶところが充実して
いるのがよい。
東京は商業施設・先端分野が集まって
いるのは魅力だが、住みにくい。

どこで働きたいとは考えていなかった
が、神戸で就職が決まったので、神戸
に住むことが決まった。

・卒業後の居住予定地（就職先が決定している場合）な
ど

卒業後も神戸に住みたいと思ってい
る。

関西も東京圏の会社も検討している。
一度東京を経験してからになるかもし
れないが、将来的には神戸に貢献した
い。

西宮に住みたい。 神戸に住みたい。
神戸で就職が決まったので、神戸に住
むことが決まった。

・若者が神戸に就職、住んでもらうために、神戸市がす
べきこと（必要なこと）

・センター街だけじゃなく、大きめの
ショッピングモールがあればよい。一
つにまとまったものがあれば便利。
・地元が田舎だったので、神戸に出て
きて不便と思うことはない。

・ショッピングモールが欲しい。三宮
のOPAが縮小してから、店が分散して
いるので不便。服を買うときは西宮や
梅田に行く。
・若者が楽しめる商業施設・テーマ
パークがあれば良い。大阪にはユニ
バーサルスタジオがある。外国人も楽
しめるので活気が出る。
・通学に地下鉄を使っているが、市営
地下鉄の運賃が高すぎる。

・学生の就活に対する意識が変わって
きていて、学生がやりがいややりたい
ことを主体的に考えてワクワクする方
に進むのがトレンドになっている。そ
ういう見方をすると東京の会社のほう
が就活マーケティングが上手く、魅力
的に見えてしまう。神戸の企業もPR・
マーケティングを頑張る必要があるの
ではないか。
・地下鉄の運賃が高い。

・若者に対しても、防災意識を高める
取り組みをしてほしい。例えば、防災
士の資格を取るのに補助金を出してほ
しい。地元西宮では若者向けの防災訓
練などのイベントに力を入れていた。
・市営地下鉄の混雑防止のために特
急・快速を運行してほしい。

・不便だと思う。坂が多い。西区と中
央区に住んでいたが、坂が急でお年寄
りや大学生でも登るのをためらうこと
があったので、バスなどを充実させて
くれればありがたい。
・大学の近くに家を借りたかったが、
ポートアイランドの家賃が高かったの
で、学生・若者向けの補助金を出して
ほしい。

・就職内定先でアルバイトをしている
が、三宮の国際会館あたりにワークス
ペースが密集していて、仕事が終わっ
た後にご飯に行ける場所が少ない。住
宅街と繁華街・オフィス街などが分散
しているので、会社の休憩時間などに
気軽に立ち寄れる場所にカフェなどが
あればよい。

・神戸市の魅力など、PRすべき部分

・神戸にしかないというものがない。
山・海があるのに、汚かったり・アク
セスが悪く、他の県から来にくい。
・神戸以外に賑わっているところがた
くさんあるので、わざわざ神戸に住む
理由がない。
・利便性がいいところ（三宮など）と
悪いところ（地下鉄沿線の西側、妙法
寺など）の差が激しすぎる。
・高齢者（ずっと住んでる人）ばかり
で活気がない。よくなる予感がしない
…

・住みやすさ。自然（海、山）があ
る。両方を楽しめるのはよい。
・おしゃれ・インスタ映えするスポッ
トをSNSでPRすればよい。

・神戸市は若者の育成に力を入れてい
る。神戸市があっせんする神戸市起業
家育成プログラムに参加して、シリコ
ンバレーにも派遣してもらった。学生
団体を立ち上げていて、助成金をも
らっている。でも、あまり知られてい
ないのでもっとPRすべき。
・神戸に住んだことがない人に神戸の
イメージを聞いた方が、外の人に刺さ
るPRにつながるのではないか。

・PRしているところが中央区に固まっ
ている。西区・北区が自然が豊かであ
る点をPRしたらよい。
・空き家問題があるので、うまくPRし
て若者を住まわせることができたらよ
い。

・おしゃれな街という印象。
・徳島に帰ったときに、外国の友達が
神戸には外国人がたくさんいると言っ
ていた。外国風の雰囲気を楽しめるの
が神戸の魅力なのでよりPRすべき。

・人が多すぎず、騒がしくないが不便
でもないという住みやすさをPRしてい
くべき。

・コロナで変わった価値観（就職希望場所、コロナ収束
後も同様の考えであると思うか、現在の収入状況）

・実家に帰れない。都会にはコロナの
感染者が多いと思われていて、帰って
こないでほしいと言われている。
・就職したいと思っていたホテルの求
人がなかった。今は内定先で頑張ろう
と思っているが、もしそこで働けるな
ら、何年後かに転職したい。

・就活が始まる前は、東京もいいかな
とおもっていたが、コロナが怖いので
今は関西勤務の方がいいと思ってい
る。
・終息したら東京に住んでみたい。20
年ぐらい神戸に住んでいるので、新し
い環境に飛び込んでみたい。

・学生団体の活動ができなくなった。
・神戸の企業がオンライン説明会を
やっているというのを聞いたことがな
い。情報が手に入りにくい。
・リモートワークが進んだことで、就
職の選択肢が増えるのではないかとポ
ジティブに考えている。

・就職希望場所は変化がないが、アル
バイトは休業で収入面で大変だった。
・地元に愛着はあるが、他の街にも住
んでみたい。

・派遣のアルバイトだったので問題は
なかった。5月に徳島から神戸に帰っ
てきたが、地元と比べると人のつなが
りが希薄で、コロナでさらに希薄に
なってしまっているように感じる。
・災害などが起きた時の人の助け合い
が心配。人のつながりは子育て・防犯
にも関わる。
・コロナが終息したからといって、人
のつながりが希薄であるところの不安
はなくならないと思う。

・アルバイトでwebサービスの開発に
関わっているので、コロナで需要が高
まり逆に忙しくなった。
・居心地の良さや専門学校の縁で、神
戸の会社を見ることが多かった。
・コロナが終息しても、あまり変わら
ないと思っている。テレワーク・ビデ
オ会議は変わらず取り入れられるので
は。

・学生として困っていること（オンラインによる学力格
差や家で集中できない）など

・飲食業に影響が大きく、求人が少な
くなってしまっていたので大変だっ
た。
・学校も実習中心なので通常通りに
戻っているので、特に困っていること
はない。バイト先探しに困るぐらい。
・飲食店での実習があるが、できなく
なる可能性がある。

・前期・後期ともにオンライン授業。
先生によって授業のレベルが違う。課
題を提出させるだけの授業もある。対
面とオンラインでクオリティに差があ
る。学校の施設が使えないのも不便。
・アルバイト先が先月つぶれてしまっ
た。

・新入生のメンタルケアが必要。小学
校・中学校には保健の先生がいるが、
大学生は悩みを吐き出す窓口がない。
軽い鬱になっている子もいる。

・写真部の活動ができなくなり、人と
のつながりが薄くなってしまった。
・学生支援団体に所属しているが、1
年生は友達の作り方など大変そう。

・一人暮らしの部屋（6畳ぐらい）で
勉強するのは集中できない。

・授業でグループワークが多いが、や
りにくい。対面と違って、誰が話そう
としているのかが察しにくい。

○自己紹介パート

○本編パート


