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はじめに



国内観光の現状



 

神⼾観光の現状



本事業の⽬的

神⼾らしい「多様性」をいかした
パブリックアート事業を推進することで

観光誘客を促進する



神⼾市内には「BE KOBE」や「六甲ミーツ・アート」など
パブリックアートが既に多く点在し、これまでもそれらを活⽤した誘客を⾏ってきた

六甲ミーツ・アートBE KOBE

パブリックアートにおける、神⼾市の現状

今後、ポストコロナを⾒据えた観光につなげるために
神⼾の特⻑をいかした、新たな視点での観光誘客が重要



「神⼾」の魅⼒は多様性

パブリックアートにおける、神⼾市の可能性

古くから国際貿易港として栄えてきた、多彩な芸術⽂化と多様性を持つ神⼾には
それらを感じることができる⾵景、場所、建物など

それ⾃体がパブリックアートのベースになり得る依存のモノ・コト・バショが存在する

こういったモノ・コト・バショを発掘し（＝リサーチ活動）
神⼾の魅⼒としてアーカイヴしパブリックアートに活⽤していくことが

10年先の神⼾の価値をつくる



パブリックアートにおける、神⼾市の現状と可能性

▷ 特定のフォーマットに固執しない、アーティストの⾃由な発想で神⼾の街（パブリック）をリサーチし
アートによる新しい価値を加えて再配置する（リ︓パブリック）

▷ 地域や環境、多様性など、時代性に合った先進的な「テーマ」で、地域を捉える

アートによる、地域への新しいアプローチ

アートによって、地域に新しい価値を⽣み出し
⼀過性では無い観光誘客の促進 ＆ 交流⼈⼝の増加を⽬指す

周遊の仕組みづくり

本プロジェクトが推進するパブリックアート事業は
既成概念に捉われない、神⼾らしい新たな形のパブリックアートを創出する試み



KOBE Re: Public ART PROJECT
具体概要について



＜ 主催 ＞

神⼾市経済観光局

＜ プロジェクトキュレーター ＞

＜ 運営 ＞

エイベックス・エンタテインメント

PROJECTメンバー

1984年、兵庫県⽣まれ。5歳から様々なジャンルのダンスを学び、15
歳で本格的に舞台デビュー。2013年には⽂化庁⽂化交流使として、イ
スラエルに1年間滞在、Inbal Pinto＆Avshalom Pollak Dance
Companyを拠点にヨーロッパ諸国にて活動。「関係値から⽴ち上がる
⾝体的表現」を求めて、領域横断的に国内外で活動を展開している。

俳優として、これまでに⽇本の映画賞を多数受賞。ダンサーとして、
第10回⽇本ダンスフォーラム賞受賞。監督作として、ショートフィル
ム「Delivery Health」「in-side-out」などを⼿がける。2021年3⽉
11⽇には京都・清⽔寺でのパフォーマンス「Re:Incarnation」の総合
演出を務め、東京2020オリンピック開会式では鎮魂の舞を踊った。
2022年4⽉より神⼾市中央区にArtisti in Residence KOBE（AiRK）
を設⽴し、運営に携わる。ポスト舞踏派。

森⼭ 未來
メインキュレーター

キュレーター／株式会社NYAW代表取締役／⼀般財団法⼈東京アート
アクセラレーション共同代表。
東京都写真美術館、⾦沢21世紀美術館、⽔⼾芸術館現代美術センター
にて、キュレーターとして勤務したのちANB Tokyoの企画運営に携わ
る。主な展覧会に、「ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向
けて」、「霧の抵抗 中⾕芙⼆⼦」（⽔⼾芸術館）や「The world
began without the human race and it will end without it.」（国⽴
台湾美術館）など。avexが主催するアートフェスティバル「Meet
Your Art Festival “NEW SOIL”」や⽂化庁⽂化経済戦略推進事業など
⽂化／アート関連事業の企画やコンサルのほか、雑誌やテレビなどの
アート番組や特集の監修なども⾏う。また執筆、講演、審査委員など
多数。2015年度⽂科省学芸員等在外派遣研修員、早稲⽥⼤学／東京⼯
芸⼤学⾮常勤講師。

⽂化研究者、アーティスト。1986年千葉県⽣まれ。⼀橋⼤学社会学部
卒業後、ロンドン芸術⼤学にて修⼠号・博⼠号取得。2013〜2018年、
ロンドン芸術⼤学トランスナショナルアート研究センター博⼠研究員。
韓国・光州のアジアカルチャーセンター研究員、⾹港理⼯⼤学ポスト
ドクトラルフェロー、東京藝術⼤学⼤学院国際芸術創造研究科助教を
経て、2021年より⾦沢美術⼯芸⼤学美術⼯芸学部美術科芸術学専攻講
師。単著に『現代美術史 欧⽶、⽇本、トランスナショナル』（中央
公論新社、2019年)、『ポスト⼈新世の芸術』（美術出版社、2022
年）、共著に『トランスナショナルなアジアにおけるメディアと⽂化
発散と収束』（ラトガース⼤学出版、2020年）、『レイシズムを考え
る』（共和国、2021年）、『東アジアのソーシャリー・エンゲージ
ド・パブリック・アート 活動する空間、場所、コミュニティ』
（ベーノン・プレス、2022年）など。

⼭本 浩貴⼭峰 潤也
©ittetsumatsuoka



神⼾市副市⻑

今⻄ 正男
メインキュレーター

森⼭ 未來
キュレーター

⼭峰 潤也



地理学、⼈類学、社会学、歴史学といった多⾯的な観点から⾒ても、あるいはその⼟地から⽴ち上がった⽂化を眺めてみても、
神⼾は⾵が通り抜ける街なのではないか。

様々な⾵が吹き抜けるからこそ、それが神⼾という場所の多様性を⽣み出している、と考えることもできるかもしれない。

現在に吹く⾵を受けて、コロナ禍を経た私たちはどのように互いに触れ合い、⾃分たちを取り巻く世界と新たな関係を構築していくのか。

今や私たちが⽴つ⼟壌には⼈⼯物が含まれていない場所はどこにもないとされる地質時代「⼈新世」。

そんな時代において、⾃然物と⼈⼯物の境界線は⼀体どこにあるのか。

造形物、建造物、さらには都市構造に⾄るまで、これらを⼈新世における「地層の⼀部」と捉えるのならば、
⼭や川や海と戯れることと、都市や建築物や廃棄物と戯れることとの明確な違いはもはや存在しない時代が到来しているのかもしれない。

少⼦⾼齢化の現在、全国的なトピックとなっている「空き家／廃墟」を現代の遺跡であり、かつ⾃然物としての地層の⼀部とみなし、
それらをも内包した「神⼾という器」に吹き抜ける⾵に誘（いざな）われるノマドとして、
同時代を⽣きる私たち⼈類が⽣み出すゆるやかな繋がりを慈しみたい。

⾵を集めよう。

Project curator 森⼭未來

STATEMENT

『⼈新世』に吹く⾵



『⼈新世（じんしんせい）』とは

地質学において新たに提唱されている時代区分
私たちが⽴つ⼟壌には、⼈⼯物が含まれていない場所はどこにもないとされる今の時代
神⼾の街には、時代・⽂化を背景とした造形物、建造物、さらには都市構造に⾄るまで

⾃然と⼈⼯物とが交わり共存する様々なモノ・コト・バショが存在。

今回それらすべてを「⼈新世」時代における、
神⼾の新たな魅⼒や価値となりうる資源として捉える



『アーティスト・イン・レジデンス』とは

アーティストが、⼀定期間ある⼟地に滞在し
常時とは異なる環境で、作品制作のリサーチ活動を⾃由に⾏う仕組み

本プロジェクトでは神⼾の街を5つエリアに分け、プロジェクトテーマ（⼈新世に吹く⾵）に適したレジデンスを各エリアから選定。
各エリアの特性にマッチするアーティストに、そのエリアのレジデンスに滞在いただくことで、

アーティスト⾃⾝の興味や関⼼を最⼤限に引き出し、より⾃由にリサーチ活動を⾏う。



PROJECTのフロー

Phase１Research（11⽉-12⽉）

神⼾の街（パブリック）をリサーチし
魅⼒や価値を発掘

Phase２Re:Public（2⽉-3⽉）

リサーチ結果の展⽰・シェア
アートの制作・公開

神⼾の街
多様な⽂化が⼊り混じり、伝統と先進性、そして⾃然と⼈との営みが共存する

アーティスト・イン・レジデンスの仕組みを活⽤し、アーティストが⼀定期間滞在する



Phase１︓ Research

神⼾の街（パブリック）をリサーチし、魅⼒や価値の発掘

参加アーティストの⽅は、市内の宿泊施設（アーティスト・イン・レジデンス）に⼀定期間滞在いただき
作品制作のリサーチ活動を⾃由に⾏いながら、リサーチテーマに基づいた街の散策（魅⼒や価値の発掘）を⾏います

⼈新世に吹く⾵
〜神⼾の「⾵」を集めよう〜

Research Theme

我々が⽴つ⼟壌には、⼈⼯物が含まれていない場所はどこにもないと⾔われる地質時代「⼈新世」において
多様な⽂化が⼊り混じり、伝統と先進性、そして⾃然の営みと⼈⼯物とが共存し、様々な“⾵”が吹き抜ける街「神⼾」という地で
⾃然と⼈⼯物とが交わるあらゆるモノ・コト・バショにフォーカスして、リサーチ活動を⾏っていただきます。



Central : 1

Phase１︓ Research

地域ごとに異なる⽂化や散策スポットが存在する神⼾の街を5つエリアに分け、参加アーティストの⽅には、
各エリアのテーマに寄り添った宿泊施設（レジデンス）に滞在いただきます

Residences

Central : 2

ユメノマド（兵庫区）
神⼾の下町「新開地」の旅館を
レトロに改築したゲストハウス

バイソンギャラリー（兵庫区）
空き家群を改修し、住居・アトリエ・
ギャラリーを併設したアーティスト村

AiRK（中央区）
多様な⽂化が介在する北野の空き家を
リノベーションしたレジデンス

South
海と⼭とが隣接する、⾵光明媚なシーサイドエリア。播磨灘に
⾯した⼊り組んだ地形は、坂道が多く旧グッゲンハイム邸など
の海外様式の古い建造物や源平ゆかりの史跡などが点在する

サークル（須磨区）
海と⼭に囲まれた塩屋地区の⾼台にある
廃墟を改築した宿泊施設。

East
「阪神間モダニズム」と呼ばれる、独⾃の近代⽂化が育まれてきたエリア。
⾕崎潤⼀郎をはじめ多くの⽂化⼈や財界⼈が、この⼟地を好み移り住む。
⽇本酒の蔵元や昭和の商店街なども残る。

ロコノマド（灘区）
かつての企業保養所をリノベーションした
神⼾市内が⼀望できる、六甲⼭⼭上にある
共創や創作活動を⽬的としたレジデンス。

神⼾の下町エリア。⼤衆⽂化が⾊濃く残る兵庫区の新開地には喫茶店や映画館が点在し、南には⼯場地帯や運河が広がる。
ものづくりの町である⻑⽥区は、下町⽂化が根付く。

神⼾の中⼼エリア。レトロなビルが⽴ち並ぶ居留地や
その雑居地である北野エリア、世界有数の貿易港として
栄えたベイエリア等、異国情緒あふれる街並みが広がる。

North
周囲を⼭に囲まれ、美しい⽥園⾵景が⾒られるエリア。
多くのかやぶき屋根が残る⽇本有数の地域であり、有⾺温泉や淡河宿本陣など
歴史と⾃然が調和した集落が点在。⻄部には学園都市が広がる。

ケハレ（北区）
北部の農村の古⺠家を改修したコミュニティ施
設。
⾥⼭の⾃然と⼈⼯物が適度に調和した環境での
リサーチ活動が可能



Phase１︓ Research

Discovery ― 地域散策 Local Communities ― 地域交流

・宿泊エリアを中⼼に、神⼾市内の様々なモノ・コト・バショをテーマに基づき
⾃由に散策し、個々の視点でリサーチを⾏うことで、神⼾の魅⼒を発掘

・地域の⼈への取材活動など、地域と交わることでの神⼾の魅⼒の発⾒

・ワークショップやトークセッションの実施

期間︓2022年11⽉下旬 〜 12⽉中旬を予定

滞在期間中、参加アーティストの⽅には、以下の活動を⾏っていただく予定です

専⾨インタビュアーによるヒアリング、リサーチ⾵景の撮影等、リサーチ結果の記録

リサーチしたモノ・コト・バショの中で、神⼾市の魅⼒や周遊観光の促進に結びつくものをSNSで発信発信

アーカイヴ



PROJECTのフロー

Phase１Research（11⽉-12⽉）

神⼾の街（パブリック）をリサーチし
魅⼒や価値の発掘

Phase２Re:Public（2⽉-3⽉）

リサーチ結果の展⽰・シェア
アートの制作・公開

神⼾の街
多様な⽂化が⼊り混じり、伝統と先進性、そして⾃然と⼈との営みが共存する

アーティスト・イン・レジデンスの仕組みを活⽤し、アーティストが⼀定期間滞在する



Publication ― 展⽰
KIITOなどのオープンスペースにて、リサーチの様⼦や、リサーチ結果の
アーカイヴを集約して、ドキュメントや映像を通して展⽰します。

リ︓パブリックアートの制作・公開、リサーチ内容の展⽰

デザイン・クリエイティブセンター神⼾（KIITO）にて実施予定

開催時期 2023年2⽉〜3⽉頃（予定）

Phase 2 ︓Re:Public

Realization ― 制作
アーティストのリサーチにより⽣まれた様々なアイディアの中から
いくつかを具現化（アート作品を制作）し、それを公開します。
それらのアート作品は、物理的なものに拘らず、インスタレーションや
パフォーミング・アーツなども含みます。

制作時期 2023年2⽉〜3⽉頃（予定）

バラックリン 住友倉庫 旧グッゲンハイム邸



展開時期 2023年3⽉頃（予定）

Phase 2 ︓Re:Public

制作したアートや、リサーチ結果のアーカイヴを活⽤して、神⼾市内の周遊観光を促進するコンテンツ（神⼾新百景︓仮）をつくります

周遊観光の促進
神⼾市内の周遊観光を促すためのコンテンツとして

ドキュメントや映像コンテンツを活⽤

神⼾の魅⼒を、⾳声コンテンツとし再編集し
神⼾の街中にARで配置

（神⼾全体を周遊する、新しい観光のルートをつくる）

リサーチによって再発⾒された、神⼾の100の観光スポット
を

KIITOを起点に⾳声で巡る

⾳声AR「SARF」に関する詳細はこちらをご参照ください
https://www.youtube.com/watch?v=oUFuvd4BP0Q

リサーチ結果の展⽰

アートの制作・公開

SNS・ウェブサイトでの展開
（シェア）

アーカイヴ

https://www.youtube.com/watch?v=oUFuvd4BP0Q


スケジュール

Start
概要の発表

アーティスト公募開始
（9⽉1⽇）

Curation
アーティストの募集・選定

（9 - 11⽉）

Research
神⼾散策、魅⼒発掘

（11 - 12⽉）

Realization
制作

（1 - 2⽉）

Publication
公開・展⽰
（2 - 3⽉）



アーティストの公募について

KOBE Re: Public ART PROJECTの特設サイト
本⽇より

リサーチアーティストの
⼀般公募開始︕



神⼾市から⽣まれる今までにない、10年先の価値を⾒据えた
「新たな」パブリック・アートの形をつくります



END


