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Ⅰ．神戸港振興事業 

 

１．ポートセールス事業 

 

(１) 貨物誘致活動の推進  

① 神戸港招待懇談会 

・神戸港のユーザーの船会社や荷主である商社、メーカー及び海運貨物取扱業者等を招いて、民

間船（「ファンタジー」「ロイヤルプリンセス」「かぜ」）及び神戸市港務艇「きくすい」に

よる神戸港案内や現状説明、また神戸海洋博物館施設を使って映像を交えた神戸港の現状説明

等を行うほか、コンテナターミナルや物流施設などの港湾施設の見学等を随時実施。 

② 神戸港ポートセールス会議 

・５月31日、神戸港ポートセールス団（港湾関係企業・団体）を含む全体会議を開催。 

国際コンテナ戦略港湾の機能強化にむけた取り組みについての説明と今後のセールスの進め方

などについて検討。 

・６月12日、神戸海運貨物取扱業組合との意見交換会を開催。 

 

(２) 客船誘致活動の推進と神戸港の観光船等の振興 

① 神戸港へのクルーズ客船の寄港を促進するため、神戸市みなと総局、神戸市経済観光局、神戸

観光局とともに、関係各界の参画を得て神戸市客船誘致協議会を組織。クルーズ客船の誘致をは

じめ、外国クルーズ客船や邦船社の世界一周クルーズ等の長期外航クルーズ等の歓送迎セレモニ

ーやアトラクションを実施。また、クルーズの普及を図るために市民クルーズや船内見学会の開

催、客船セミナーや海上見学会等を実施し、クルーズ人口の増加に取り組んでいる。さらに、関

西クルーズ振興協議会や全国クルーズ客船誘致連絡会にも参画した。 

② クルーズ船の入出港スケジュールや要目等を紹介した「神戸港からの楽しいクルーズ」 

(Vol.40／41）を各20,000部発行、市内各所で配付。 

③ クルーズ客船の歓送迎等 

・４月４日(火)～５日(水)「SEABOURN SOJOURN」(32,346総トン)入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・４月11日(火)～12日(水)「EUROPA」(28,890総トン) 入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・４月11日(火)～14日(金)「THE WORLD」(43,188総トン)入港歓迎セレモニー 

・４月17日(月)「CALEDONIAN SKY」(4,200総トン)入港歓迎セレモニー 

・４月17日(月)「L`Austral」(10,944総トン)入港歓迎セレモニー 

・４月19日(水)～20日(木)「CELEBRITY MILLENNIUM」(90,963総トン) 入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・５月２日(火)～３日(水)「SKYSEA GOLDEN ERA」(72,458総トン) 入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・５月11日(木)「SEABOURN SOJOURN」(32,346総トン)出港歓送 

・５月13日(土)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)出港歓送 

・５月27日(土)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)出港歓送 

・６月５日(月)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)出港歓送 

・６月９日(金)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)出港歓送 
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・６月13日(火)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)出港歓送 

・６月23日(金)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)出港歓送 

・６月30日(金)「DIAMOND PRINCESS」(115,906総トン)入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・７月１日(土)～２日(日)「COSTA FORTUNA」(102,669総トン) 入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・７月10日(月)「NORWEGIAN JOY」(167,725総トン) 入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・７月11日(火)「飛鳥Ⅱ」(50,142総トン) 日本一周グランドクルーズ帰港歓迎 

・８月18日(金)「COSTA VICTORIA」(75,166総トン)入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・９月１日(金)「ぱしふぃっくびいなす」(26,594総トン)神戸開港150年記念チャータークルーズ出港歓送 

・９月26日(火)～27日(水)「CELEBRITY MILLENNIUM」(90,963総トン) 入港歓迎セレモニーおよび出港歓送 

・９月27日(水)「SILVER DISCOVERER」(5,218総トン)入港歓迎セレモニー 

・10月３日(火)「SUPERSTAR VIRGO」(75,338総トン)入港歓迎セレモニー 

・10月８日(日)～９日(月)「CELEBRITY MILLENNIUM」(90,963総トン)入港歓迎 

・10月14日(土)「飛鳥Ⅱ」(50,142総トン)チャータークルーズ出港歓送 

・10月31日(火)～11月１日(水)「COSTA NEOROMANTICA」(56,769総トン)入港歓迎セレモニー 

・11月26日(日)「COSTA NEOROMANTICA」(56,769総トン)入港歓迎 

・12月２日(土)「WORLD ODYSSEY」(22,496総トン)入港歓迎およびナイトランの実施 

・１月10日(水)「にっぽん丸」(22,472総トン)出港歓送 

・１月11日(木)「ぱしふぃっくびいなす」(26,594総トン)出港歓送 

・１月24日(水)～28日(日)「WORLD ODYSSEY」(22,496総トン)入港歓迎および出港歓送 

・１月28日(日)「SUPERSTAR VIRGO」(75,338総トン)入港歓迎 

・１月29日(月)「飛鳥Ⅱ」(50,142総トン)オセアニアグランドクルーズ出港歓送セレモニー 

・３月20日(火)「NAUTICA」(30,277総トン)入港歓迎 

・３月25日(日)「NAUTICA」(30,277総トン)入港歓迎セレモニー 

・３月26日(月)「飛鳥Ⅱ」(50,142総トン)世界一周クルーズ出港歓送セレモニー 

・３月30日(金)「NORWEGIAN JEWEL」(93,502総トン)入港歓迎セレモニー 

 

   ※平成 29 年度の入港実績 113 隻。平成 29 年（暦年）では 118 隻の入港を記録。 

 
 

④ 客船フェスタ2018の開催 

３月２５日の「NAUTICA」寄港に合わせ、ポートターミナルにおいて客船フェスタを開催。同船

の寄港を歓迎するとともに、市民・観光客にクルーズや港に親しみと魅力を感じていただくため、

クルーズセミナーや神戸の土産物コーナー、オリジナル下敷き作成イベントなどの催し、船社PR

ブースの出展等を通じて、クルーズの魅力をPRした。(来場者3,800人) 

 

⑤ 市民クルーズ・見学会の実施 

ア）市民クルーズ 

４月９日～４月17日 「L`Austral」市民クルーズ 

４月11日～４月19日 「CELEBRITY MILLENNIUM」市民クルーズ 

５月３日～５月５日 「ぱしふぃっくびいなす」市民クルーズ 
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６月１日～６月３日 「飛鳥Ⅱ」市民クルーズ 

６月13日～６月23日 「DIAMOND PRINCESS」市民クルーズ 

６月30日～７月５日 「DIAMOND PRINCESS」市民クルーズ 

７月17日～７月19日 「飛鳥Ⅱ」市民クルーズ 

８月13日～８月18日 「COSTA VICTORIA」市民クルーズ 

12月25日～12月26日 「にっぽん丸」市民クルーズ 
 

(イ)見学会 

５月27日 「DIAMOND PRINCESS」市民船内見学会 1,081組1,944人応募 49組85人参加 

 

⑥ 会議、セミナー、クルーズＰＲコーナーの設置等 

・神戸市客船誘致協議会事務局会議          10 回 

     ※平成 29 年度総会は、６月８日に神戸海洋博物館・ホールで開催 

・関西クルーズ振興協議会               ２回 

・全国クルーズ客船誘致連絡会          １回 

・クルーズ客船受入連絡会（商業者、集客施設等）１回 

・ＣＩＱ・船舶代理店連絡会               ２回  

・プリンセスクルーズ受入港連絡協議会   (11 月 24 日)  

・関空旅博ＰＲコーナー        (５月 27 日～28 日) 

 

(３) 中古建機・中古自動車関連企業及び神戸港荷主企業との各ネットワーク協議会の運営 

① 神戸港中古自動車関連企業ネットワーク協議会 

２月2日、神戸港に進出している中古自動車の販売会社、関連企業と情報交換会を開催。 

② 神戸港中古建設機械関連企業ネットワーク協議会 

２月15日、神戸港に進出している中古建設機械の販売会社、関連企業と情報交換会を開催。 

③ 神戸港荷主企業ネットワーク協議会 

２月19日、神戸港に進出した荷主企業で組織する神戸港荷主企業ネットワーク協議会のメン

バーと意見交換会を開催。  

 

(４) 国内外諸港等との交流の実施等 

①  6 月 23 日 中国交通運輸部（10 名）の神戸港視察を案内 

②  8 月 31 日 横浜港振興協会（4名）の神戸港視察を含む 1日研修を実施 

③ 9 月 26 日 横浜港振興協会（4名）の神戸港視察を含む 1日研修を実施 

④ 11 月 14 日  中国・大連港港湾経営視察団一行（5名）の神戸港視察を含む 1日研修を実施 

⑤ 11 月 14 日 深圳視察団（8名）の神戸港視察を案内 

⑥ 11 月 20 日 飾磨港振興会（23 名）の神戸港視察を案内 

⑦ 11 月 22 日 網干港振興協会（16 名）の神戸港視察を案内 
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⑧ 12月19日 クウェート港湾局（2名）の神戸港視察を案内 

 

(５) 神戸港オリエンテーションの開催 

4月5日～6日、会員企業の新入社員等を対象に神戸港の概要説明、神戸港遊覧船に乗船しての海上

からの神戸港見学等のカリキュラムによるオリエンテーションを実施。(61社／297人 参加） 

 

(６) 神戸港事業計画説明会 

5月26日、神戸市みなと総局の平成29年度の事業計画について、協会会員企業を対象に神戸海洋博

物館・ホールで開催（106社／157人 参加） 

 

(７) 神戸港フォークリフト荷役技能向上大会の実施 

10月18日、第33回神戸港フォークリフト荷役技能向上大会と新鋭フォークリフト展示会をメリケ

ンパークで開催。（37選手 参加、観客 1,200人、出展メーカー4社） 

 

(８) 初入港船・新規航路開設第１船等歓迎行事等の実施 

船社・代理店等から歓迎要請のあった該当船舶について、歓迎セレモニー及び写真撮影とプレス

リリースを実施。（10隻） 

 

(９) 神戸港案内業務の実施 

神戸市の港務艇「きくすい」及び民間船（「ファンタジー」「ロイヤルプリンセス」「かぜ」）

により、神戸港のユーザーである船会社や荷主、海運貨物取扱業者、神戸港視察団体や海事人材育

成関連等の案内業務を実施。（91件／ 2,590人 参加）  

 

(10) その他 

① 港湾美化運動等 

・６月５日～11日、第44回港湾特別清掃週間を実施。（神戸市みなと総局、神戸清港会と共催） 

・６月25日、須磨海岸クリーン作戦に参加。 

② 新聞・業界紙（誌）等への広告の掲出 

日本港湾協会機関誌「港湾」、神戸海事広報協会会報「海の日特集号」・「新年号」、海洋会機

関誌「海洋」、日本海事新聞「2018年新年特集号」・「海の日特集号」、日刊海事通信社「フェ

リー・旅客船ガイド」・年鑑「海運・造船会社要覧」、オーシャンコマース「国際輸送ハンドブ

ック」等に神戸港のＰＲ広告を掲出。 

③ 神戸港のビデオ・ＤＶＤ・写真・デジタルデータ・写真パネル等の貸し出しサービスの実施 

港湾関係官公庁及び関係企業への神戸港の映像の貸し出し、情報誌や各種パンフレット・教科書

等へのプリント写真・フィルム・デジタルデータの貸し出し、各種展示会への写真パネルの貸し

出しサービスを実施。  

④ 刊行物等の発行・配付 

・新入社員、一般市民向けリーフレット「PORT OF KOBE」の作成、配付。 (3,500部） 
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・クルーズ客船の入出港スケジュールや要目等を紹介した「神戸港からの楽しいクルーズ」 

の作成、配付。 (20,000部×下半期・翌年上半期の２回） 

・2018「神戸港カレンダー」(貨物版及び客船版)の作成、配付。(貨物版1,300部、客船版1,200部) 

・神戸港オリジナルセールスグッズの作成、配付。 

・その他、ポスター、チラシ、リーフレット等の作成、配付。 

 

２．市民と港を結ぶイベント・広報事業 

 

(１) 市民見学会（クルーズ客船・帆船・進水式他）・体験航海等の実施 

① クルーズ客船 

Ｐ３～４の「市民クルーズ・見学会の実施」を参照 

② 帆船等  

７月17日 

第33回神戸港ボート天国 神戸海上保安部 巡視艇「ふどう」一般公開を実施。      (1,053人） 

〃     水産庁 漁業取締船「白鷺」一般公開を実施。                          (905人） 

〃     神戸税関 監視艇「こうべ」一般公開を実施。                   （720人）  

〃     兵庫県立香住高等学校 漁業実習船「但州丸」一般公開を実施。     （284人） 

〃     神戸市水上警察署 警備艇「ぬのびき」一般公開を実施。       (394人) 

〃   神戸清港会 海面清掃船「清港丸」一般公開を実施。                  （650人） 

〃   神戸市消防局消防艇「たかとり」一般公開を実施。          (600人） 

        〃   近畿地方整備局 海面清掃兼油回収船「Ｄｒ．海洋」一般公開を実施。 （1,247人） 

9月23～24日 南極観測船「しらせ」一般公開を実施。               （7,011人） 

 

③ 進水式等  

・８月３日、三菱重工業㈱神戸造船所の協力を得て、小学生と保護者を対象にしたセミナーと工

場内を見学する第26回「三菱重工しんせんサマースクール」を実施。          （86人） 

 

④ 体験航海等  

 ６月４日 海上保安庁訓練展示（神戸海上保安部）  巡視船「せっつ」        （298人） 

７月17日 第33回神戸港ボート天国（海技大学校）    練習船「海技丸」         （79人） 

〃            （神戸運輸監理部）交通船「はるかぜ」        （40人） 

〃            （みなと総局）    港務艇「きくすい」          （45人） 

〃      （神戸海上保安部）巡視艇「なだかぜ」      （32人） 

〃            （近畿地方整備局）港湾業務艇「いずみ」     （44人） 

〃            （関西小型船安全協会）モーターボート          （76人） 

〃            （ＪＥＩＳ）モーターボート(教習艇)           （46人） 

 11月１日 市民クルーズ・神戸港灯台巡り（神戸シーバス）遊覧船「ファンタジー」  (150人) 

２月23日 市民クルーズ・海洋教室(ﾙﾐﾅｽｸﾙｰｽﾞ)レストランシップ「ルミナス神戸２」  (287人） 



―  7  ― 

(２) 練習船・クルーズ客船等の歓送迎行事の実施  

７月15日 独立行政法人海技教育機構の練習帆船「日本丸」出港歓送セレモニーを実施。(5,000人） 

 また、海フェスタ神戸に参加するため練習船隊 5 隻(日本丸、海王丸、大成丸、銀河丸、青雲丸)が入港する。 

          (神戸帆船フェスティバルの行事の一環として) 

７月18日      〃「海王丸」、練習汽船「大成丸」出港歓送セレモニーを実施。 （3,000人） 

     (神戸帆船フェスティバルの行事の一環として) 

８月19日          〃 「日本丸」  入港歓迎セレモニーを実施。           （100人） 

８月24日       〃 「日本丸」  出港歓送セレモニーを実施。                   （150人） 

12月１日        〃 「海王丸」  入港歓迎セレモニーを実施。                  （100人） 

12月５日        〃 「海王丸」  出港歓送セレモニー・登檣礼を実施。          （500人） 

※クルーズ客船は、Ｐ２～３の「クルーズ客船の歓送迎等」を参照 

 

(３) 第29回ＫＯＢＥメリケンフェスタ2017   

５月３日～５月６日、メリケンパークで神戸ワイン＆ビーフまつり、ステージイベント、リサイク

ルマーケット、ヘリコプター遊覧飛行、メリケン市、宮崎県ＰＲブース等を展開。 

また、開港120年を記念して海中に埋設したカプセルを引き揚げるタイムカプセル引揚式典も実施。 

(延べ106,000人） 

 

(４) 第47回神戸まつり「第39回神戸港カッターレース」  

５月14日、神戸まつりの一環行事として、メリケンパーク東側海域で第39回神戸港カッターレース

を開催。104チームが参加。今回は開港150年を記念し、官公庁対抗特別レースも実施した。 

(23,000人） 
 

(５) 第47回神戸まつり「港の行事」  

５月18日 みなと繁栄安全祈願祭、神戸港繁栄の鐘の行事を実施。(150人) 

 

(６) 第47回神戸まつり「おまつりパレード」  

５月21日、神戸まつりメインフェスティバル「おまつりパレード」に、港湾・海事関係団体とと

もに「うみ・みなとの仲間たち」で参加。「海にひらこう われらの未来」がメインテーマ。(287人） 

 

(７) 第47回神戸まつり「ヨットレース」  

須磨ヨットハーバーでヨットレースを開催。 

・５月14日、ディンギーレース（16艇、300人） 

・５月21日、クルーザーレース（48艇、1,100人） 

 

(８) KOBEみなとマルシェ 

・５月20～21日、第15回KOBEみなとマルシェを、「神戸開港150年音楽祭」と同時開催。                         

(50,000人) 

(９) 第16回 Kobe Love Port みなとまつり   

７月16日～17日、メリケンパークで神戸青年会議所、神戸港振興協会、神戸海事広報協会、神戸
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市みなと総局等によるステージイベント、国際屋台、リサイクルマーケット等を展開。(245,000人) 

 

(10) 第33回神戸港ボート天国   

７月17日、約20隻の各種船艇が大集結し、神戸市水上消防署の消防艇による放水や巡視艇などに

よる船艇パレ－ド、体験航海や船内見学会等を実施。                    （7,135人） 

 

(11) 第47回みなとこうべ海上花火大会   

８月５日、第47回みなとこうべ海上花火大会を開催。神戸開港150年を記念し１万５千発を打ち上 

げた。                                  （336,230人） 

 

(12) 親子交流海洋教室   

８月25日、市内の小学生とその保護者、また神戸海事広報大使らが参加し、手旗信号教室や神戸

港の見学、フラダンスなど、交流海洋教室を実施。                  （63人） 

 

(13) こうべ食の博覧会／第15回「こうべ波止場まつり」 

10月29日、「こうべ食の博覧会」と「こうべ波止場まつり」を同時開催。 

ステージでの生演奏や神戸ならではのグルメなどを展開。             （3,000人）                  

 

(14) 神戸開港150年記念事業への参画  

    ５月20日～21日   神戸開港150年音楽祭 

  ７月15日～８月６日 海フェスタ神戸 

※H29年12月31日までに実施したイベントについては、神戸開港150年記念事業として開催。 

 

(15) 神戸港ＰＲ誌「神戸港からのたより」の発行（年４回） 

 

(16) みなと振興友の会の運営（121人） 

 

(17) フェイスブックなど、インターネットによる情報発信事業 

 

 

Ⅱ．タワー・博物館事業 

神戸港を広くＰＲすることにより、港への理解と親しみやすい港づくりに寄与し、あわせて港

湾・海事思想の普及をはかるため、神戸ポートタワー・神戸海洋博物館事業を行っている。 

 

１．タワー事業 

 催物・イベント等  

４月２日 「ライト・イット・アップ・ブルーJAPAN2017」世界自閉症啓発デーに協

賛してLEDブルーライトアップ実施、塔頂に「ライト・イット・アッ
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プ・ブルー旗」掲揚 

４月２日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

４月20日～21日 第104回全日本タワー協議会総会開催(札幌市：さっぽろテレビ塔) 

４月24日～５月６日 ポートタワー塔頂に鯉のぼりを掲揚 

５月５日 「こどもの日」イベント開催、LED鯉のぼりバージョン 

５月７日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

５月14日 「母の日」イベント開催 

５月17日～27日 神戸新聞「神戸・履き倒れスポットMAP」スタンプラリー協力 

５月20日～31日 アンケート調査実施 

５月27日 「神戸ホワイトディナー2017」LED白色 

６月４日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

６月10日 「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017神戸」（がん患者支援キャン

ペーン）に協賛して、LEDパープルライトアップ実施 

６月18日 「父の日」イベント開催 

６月19日 「ロマンスの日」LEDブルーライトアップ 

６月21日 夏至ライトダウンキャンペーン2017 (20:00～22:00消灯) 

７月２日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

７月２日～７日 「七夕まつり」イベント開催  LED七夕バージョン 

７月２日～９月18日 山陽電車創立110周年記念スタンプラリー協力 

７月７日 七夕ライトダウンキャンペーン2017（クールアースデー） 

20:00～22:00消灯 

７月26日～29日 「第15回日本臨床腫瘍学会学術集会」の開催に協賛して、LEDグリーン 

ライトアップ実施 

８月４日～５日 LED花火バージョン 

８月６日  「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

８月10日 「WHITE BELG ホワイトベルグフェス」時間外貸切利用 LED グリーン 

８月18日,20日 「世界人道デー」に協賛して、LEDブルーライトアップ実施 

８月19日 「こうべ海の盆踊り2017」LED アクア＋ちょうちんバージョン 

９月３日 

９月７日 

「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

第11回全日本タワー協議会実務者会議開催（名古屋市・東山スカイタワ

ー） 

９月18日 

９月21日～23日 

 

９月23日～10月31日 

「敬老の日」イベント開催 

「世界アルツハイマーデー」に協賛して、LEDオレンジライトアップ 

実施 

神戸・北野異人館 謎解きゲーム＆スタンプラリー協力 

９月30日 光による「展望の日」ＰＲ LEDレッドライトアップ 
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10月１日 「展望の日」イベント開催  

「ピンクリボンフェスティバル2017」（乳がん啓発運動）に協賛してLE

Dピンクライトアップ実施 

10月１日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

10月３日 「KOBE観光の日」協賛（割引料金） 

10月９日 体育の日「チャレンジ476！」開催 

10月16日 

 

10月31日 

「グリーンリボンキャンペーン(兵庫県民への臓器提供に関する意思表

示の啓発及び促進)」に協賛して、LEDグリーンライトアップ 

ハロウィン「BAKE!BAKE!HALLOWEEN TOWER」LEDオレンジライトアップ 

11月１日～ 神戸家具タワー 永田良介商店家具常設 

11月３日 FLAT ARK 出場選手・関係者 懇親会による展望階貸し切り利用 

11月５日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

11月11日 

 

11月12日 

「パープルリボンキャンペーン」（女性に対する暴力をなくす運動）に

協賛して、LEDパープルライトアップ実施 

「こうべオレンジリボンキャンペーン2017」（児童虐待防止推進）に協

賛して、LEDオレンジライトアップ実施 

11月13日～15日 「世界糖尿病デー in 兵庫」に協賛して、LEDブルーライトアップ実施 

11月21日 「神戸ポートタワー開業記念日(54周年)」LEDレインボー 

11月23日 「市民感謝デー」無料開放 

12月1日～26日 「神戸ナイト・タイムを楽しむ」営業時間延長実施 

12月３日 

12月３日 

「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

「ソラノミタワー2017」展望階時間外貸切利用 

12月８日～17日 「神戸ルミナリエ」タワーLEDで光の演出 

12月９日 

12月17日 

「ポートタワー ハートアップアップウォーク」非常階段貸切利用 

TV「情熱大陸」世界最大のクリスマスツリーイベントに協力して 

ライトアップ延長 24:00～24:30 LEDブルーライトアップ実施 

12月20日～25日 「クリスマスカードツリー」等のイベント実施 

「クリスマス」タワーLEDで光の演出   

12月24日 クリスマスキャンドルナイト（50個のグラスキャンドル） 

12月26日 「輝け!!!いのちの樹!!!日の出イベント」貸切利用 

12月28日～１月15日 正月飾りつけ（門松・大凧・菰樽） 

１月１日 「第53回神戸ポートタワー初日の出展望」開催  

１月１日～３日 ポートタワー塔頂に国旗を掲揚、「お正月」タワーLEDで光の演出 

１月７日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

１月26日 「インド共和国記念日」に協賛して、LEDサフラン・白・緑 ライトアッ

プ実施 
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１月26日 「文化財防火デー」消防訓練 

２月１日～３日 LED節分バージョン 

２月２日 神戸ポートタワーで「みなとの豆まき」開催（みなと保育所園児等参加） 

２月４日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

２月11日～14日 塔頂に「バレンタイン・フラッグ」掲揚、バレンタインメッセージカー

ド飾り付け 

２月14日 バレンタインイベント開催 

「バレンタイン」タワーLEDバレンタインバージョンで光の演出 

２月16日～18日 塔頂に「南京町春節祭フラッグ」掲揚 

２月26日～３月３日 展望階に「雛人形」飾り付け 

３月１日～３日 「雛祭り」タワーLEDで光の演出 

３月４日 「神戸プロポーズの日」タワーLEDで光の演出 

３月12日～13日 「世界緑内障週間」（緑内障啓発キャンペーン）に協賛して、LEDグリ

ーンライトアップ実施 

 

 

２．博物館事業 

（１）新規展示及び寄贈・寄託等  

７月４日 大型帆船模型「みらいへ」寄贈・新規展示 

（寄贈者：一般社団法人グローバル人材育成推進機構） 

 

（２）企画展の開催  

２月18日～４月23日 企画展「神戸開港150年写真パネル展」 

４月11日～５月14日 

４月25日～５月７日 

企画展「ペーパーシップモデル友の会 ザ・コンパス 作品展」 

企画展「桜井晴彦氏水彩画作品展」 

５月 30 日～６月 25 日 企画展「水中写真展」(兵庫地区スキューバーダイビング安全対策協議会) 

６月 18 日～25 日 企画展「ボトルシップ大阪作品展」 

７月４日～８月６日 企画展「大帆船展」 

８月 15 日～９月３日 企画展「神戸港 成田一徹 切り絵展」 

９月 26 日～10 月 12 日 第 28 回人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ入賞作品展」 

10 月 17 日～11 月 26 日 企画展「海上保安庁展 2017～海図のことが知りたい！～」 

12 月 24 日～１月 28 日 

          〃 

企画展「2018 年 世界の船会社等カレンダー展」 

企画展「神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会作品展」 

２月６日～18 日 企画展「モーターサイクル Ｚフェア 2018～伝説の鼓動よ、再び～」 

２月 20 日～３月４日 企画展「帆船模型教室生徒作品展」 
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（３）館外展示及び展示品の貸出  

８月６日～９月 29 日 神戸市立博物館に「咸臨丸」の船舶模型の貸し出し 

 

（４）博物館イベント等  

４月８日 13 時 入館者７００万人達成 

４月８日 神戸みなとの知育楽座 Part9 第 1 回講演会「国際貿易港・神戸の原点

～清盛の「経の島」築造と日宋貿易～」 講演者：高橋 昌明 氏 

４月２９日 神戸海洋博物館３０周年 色鉛筆配布（先着 20 名） 

４月２９日 ペーパーモデルシップ教室 

５月 13 日～12 月９日 第 18 回帆船模型教室（全 15 回） 

５月 25 日 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム総会・視察研修・施設見学 

・交流会 

６月３日 神戸みなとの知育楽座 Part9 第 2 回講演会「工楽松右衛門～近世海運

発展の最大の功労者～」 講演者：今井 修平 氏 

６月６日～９日 トライやる・ウィーク受入れ 

６月 21 日 夏至ライトダウンキャンペーン 

「ブラックイルミネーション 2017」(20:00～22:00 消灯) 

７月１日 神戸みなとの知育楽座 Part9 第 3 回講演会「グルームとシム～スポー

ツを神戸から全国へ～」 講演者：高木 應光 氏 

７月６日 神戸市・南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会 

(関西交通経済研究センターとの共催) 

７月７日 七夕ライトダウンキャンペーン （クールアースデー）(20:00～22:00 消

灯)  

７月 17 日 第 34 回神戸港ボート天国で一日港長、一日海上保安官として、マリンメ

イト３名が参加 

８月 23 日 神戸海事広報協会「こども交流海洋教室」協力 

８月 25 日 神戸海事広報協会「親子交流海洋教室」協力 

８月 26 日 神戸みなとの知育楽座 Part9 第 4 回講演会「日本の観察者～Ｌ・ハー

ンとＷ・モラエス～」 講演者：神木 哲男 氏 

８月 27 日 「夏休みボトルシップ教室」開催 

９月 16 日・17 日 「鉄道模型走行会」開催（カワサキワールド） 

10 月３日 ＫＯＢＥ観光の日 

10 月７日 神戸みなとの知育楽座 Part9 第 5 回講演会「海を駆ける～実業家 松方

幸次郎とその時代～」 講演者：林 芳樹 氏 

10 月 29 日 こうべ波止場まつり 餅つき大会（メリケンパーク協議会）  

11 月７日～10 日 トライやる・ウィーク受入れ 

11 月 12 日 海上保安庁展 2017 海洋情報部ＤＡＹ「海図にふれてみよう」 

11 月 18 日 神戸みなとの知育楽座 Part9 第 6 回講演会「松方幸次郎と鹿島房次郎

の後継実業家～知られざる巨人 平生釟三郎～」 講演者：高田 博次 氏 



―  13  ― 

12 月 16 日・17 日 実験工作教室～マイヘリコプターをつくろう！～（カワサキワールド） 

12 月 28 日～１月 14 日 正月飾りつけ(門松、大凧) 

３月 13 日～25 日 「似顔絵ｄｕＡｒｏがやってくる！」ロボット展（カワサキワールド） 

 

３．プロモーション活動の展開 

（一財）神戸観光局、メリケンパーク地区の観光船、ホテル及び周辺の商業地域等と連携を図り、入場者

誘致活動を行った。 

４月 21 日 和歌山市連合小学校 下見受入(4 月 6 日に現地の旅行代理店と幹事校を訪問) 

 

４．平成29年度入場・入館者数 

区  分 
平成29年度（人） 平成28年度（人） 対前年比 

（％） 大 人 小 人 計 大 人 小 人 計 

神戸ポートタワー／有料 

         ／無料 

314,119 

10,344 

50,163 

0 

364,282 

10,344 

285,239 

5,569 

46,540 

0 

331,779 

5,569 

 109.8 

 185.7 

総   計 324,463 50,163 374,626 290,808 46,540 337,348 111.1 

神戸海洋博物館 ／有料 

         ／無料 

179,332 

13,466 

36,066 

18,375 

215,398 

31,841 

157,835 

13,362 

32,975 

14,377 

190,810 

27,739 

112.9 

114.8 

総   計 192,798 54,441 247,239 171,197 47,352 218,549  113.1 

・神戸海洋博物館は、月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/29～1/3休館。 

・神戸ポートタワーは年中無休。 

 

 

 

Ⅲ．施設の指定管理及び各種運営受託 

 

１．須磨ヨットハーバーの管理運営（指定管理） 

神戸市が市民の海洋性スポーツの振興と海事思想の普及を図ることを目的に設置している須磨ヨ

ットハーバーの管理運営業務を平成18年4月から神戸市の指定管理者として実施。 
 

《係留・陸置場所配置状況》               平成30年3月31日現在 
 

項   目 北ハーバー（隻） 南ハーバー（隻） 合 計 （隻） 

許可隻数 

陸 上 7 129 136 

海 上 0 80 80 

合 計 7 209 216 
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収容隻数：合計 423 隻（内ビジターバース 南 14 隻、北 5隻） 

[北ハーバー] 130 隻 

ディンギー(陸上)127 隻、ローボート(陸上)3 隻 

[南ハーバー] 293 隻 

クルーザー、モーターボート(陸上)143 隻、ディンギー(陸上)20 隻 

クルーザー・モーターボート(海上)130隻 

 

２．神戸ポートターミナル・中突堤旅客ターミナルの管理運営（指定管理） 

外航クルーズ客船、国際定期貨客フェリー等の旅客ターミナルである神戸ポートターミナルの入

出港情報案内、駐車場の運営及び施設保全、入港船舶受入対応業務、施設の利用・制限に関する業

務、簡易な維持補修等の管理運営業務を平成18年4月から神戸市の指定管理者として実施。 

レストランシップ、外航クルーズ客船が利用する中突堤旅客ターミナルの入出港情報案内、ＣＩ

Ｑ施設の運営及び施設保全、入港船舶受入対応業務、施設の利用・制限に関する業務、簡易な維持

補修等の管理運営業務を平成18年4月から神戸市の指定管理者として実施。 

《平成29年度 年間利用船舶》 

神戸ポートターミナル 74 隻、中突堤旅客ターミナル 65 隻 

 

３．神戸港震災メモリアルパークの管理運営（指定管理） 

メリケン波止場の一部を被災したままの状態で保存するとともに、神戸港の被災状況やその復興

の過程を中心に、大震災の教訓と港の重要性、さらに国内外の多くの人が一体となって港の復旧、

復興につとめた様子を後世に伝えることを目的に設置している神戸港震災メモリアルパークの管理

運営業務を平成17年4月から神戸市の指定管理者として実施。平成22年度に、映像機器及び看板を４

か国語対応へ更新。 

 

４．中突堤中央ビルの運営 

(1) １・２階部分 

区分所有ビル「中突堤中央ビル」の管理者として、同ビルの１階２階部分の管理を神戸市から受

託、管理。賃貸スペースは21ヶ所(1階4、2階17) 

 

(2) ３・４階部分 

区分所有ビル「中突堤中央ビル」の管理者として、建物・施設を管理。神戸港振興協会区分所有

部分にかかる事務所貸付業務を実施。賃貸スペースは18ヶ所(3階17、4階1) 

 

５．メリケンパーク駐車場、かもめりあ駐車場及びメリケンパーク臨時駐車場の運営受託 

メリケンパーク駐車場、かもめりあ駐車場及びメリケンパーク臨時駐車場の駐車施設使用料の徴

収及び施設の維持管理業務を実施。（神戸市から受託） 
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  《平成29年度 利用状況》 
 

駐 車 場 
乗 用 車 （台） バ  ス （台） 

29年度 28年度 対前年比 29年度 28年度 対前年比 

メリケンパーク 111,370   86,686   128.5％   
9,363   8,684   107.8％   

かもめりあ ―   ―   ―   

ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸ臨時 73,905   25,397   291.0％   7,498   7,573   99.0％   

 

《収容台数》 メリケンパーク・・・・乗用車 270台、バス14台（臨時）、かもめりあ・・・バス20台 

メリケンパーク臨時・・乗用車 110台、バス10台 

 

６．メリケンパーク緑地管理業務受託 

メリケンパーク緑地管理業務を実施。（神戸市から受託） 

 

７．港湾幹線道路等料金徴収業務受託 

ふ頭間交通対策、神戸港と背後圏との交通アクセス向上のため、神戸市が建設した港湾幹線道路

（ハーバーハイウェイ）及び摩耶大橋の通行料金徴収業務を実施。（神戸市から受託） 

《平成29年度 港湾幹線道路（ハーバーハイウェイ）及び摩耶大橋通行車両台数及び徴収金額》 
 

項  目 港湾幹線道路 (ﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲ) 摩耶大橋 合  計 

ブース数 摩耶ふ頭～ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ  4 ブース 

摩耶ふ頭～六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ    2 ブース 

 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ～六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ  6 ブース 

           合計 12 ブース 

西行き 2 ブース 

 東行き 2 ブース 

 

  合計  4 ブース 

16 ブース 

通行台数 8,780,635 台 3,039,826 台 11,820,461 台 

徴収金額 931,602,546 円 200,533,489 円 1,132,136,035 円 

          ※徴収金額は回数通行券売上額を含む 

収 

８．メリケンパークレストラン及びコンビニエンスストア「神戸新港東店」の賃貸事業 

(1) メリケンパークレストラン（FISH IN THE FOREST〜TOOTH TOOTH × そら植物園〜） 

神戸港振興協会所有のメリケンパークレストランを、㈱ポトマックへ賃貸。 

 

(2) コンビニエンスストア「神戸新港東店」 

神戸港で働く人々や港を訪れる人々の福利厚生サービスの向上を図り、利便性を高めるため、

平成 16 年 2 月 19 日に神戸新港東店を開業。当初は神戸港振興協会が直営で運営していたが、平

成 19 年 4 月から㈱デイリーヤマザキに賃貸。平成 25 年 7 月に山崎製パン(株)が(株)デイリーヤ

マザキを吸収合併。 
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９．メリケンパークレストハウス及びフィッシュダンス音楽練習場の運営 

(1) メリケンパークレストハウス 

メリケンパークを訪れる市民や観光客の利用に供するため、神戸市が設置しているレストハウ

スを管理運営。テイクアウト“OSTIA ”として、㈱ライフェックに賃貸。 

 

(2) フィッシュダンス音楽練習場 

親しまれる港づくりの事業として、神戸市が設置しているメリケンパークのフィッシュダンス

音楽練習場の管理運営業務を実施。《平成29年度利用数》 音楽練習場  1,313 件 

 

10．フード・コンテナ店舗敷地の賃貸事業 

  神戸ポートタワー南側の敷地を活用し、レストラン&カフェ「SO.TABLE KOBE 0330」が平成29年7

月オープン。店舗はコンテナを立体的に積み上げることで、ダイナミックな空間を創出。 

  《施設概要》 

所在地：神戸市中央区波止場町５、構造：１階 181 ㎡、２階 151 ㎡ 

 

11．須磨海水浴場の運営付随業務受託 

須磨海水浴場の運営付随業務を平成18年4月より実施。（神戸市から受託） 

《業務内容》 

須磨海水浴場監視業務、オイルフェンス・浮標識及び玉ブイの設置・管理・撤去業務、サメ

防御用ネット・遊泳区域表示ブイの設置・管理・撤去業務、海岸清掃業務、ジェットスキー

侵入防止ネット設置・管理・撤去業務、マリンスポーツエリア管理業務 

 

 

Ⅳ．会員サービスの充実（会員向けセミナー） 

会員サービス充実・向上事業として、会員企業に有益なテーマを設定し「会員向けセミナー」を

平成26年度から開催しており、今後も引き続いて開催する。 

<平成29年度実績:2回開催>  

H29.10.26(木)  神戸空港は新たなステージへ ＜参加者 80名＞  

H30.3.28(水)  南京町１５０年のあゆみ     ＜参加者 40名＞ 

 

 


