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表紙写真：２０１６年８月２５日の「QUANTUM OF THE SEAS」入港時の神戸市消防艇による歓迎カラー放水
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2020年11月21日、神戸ポートタワーは57歳を迎えます
開業57年を記念イベント

第13回
「チャレンジ476!!」

普段経験できない地上から展望5階までの階段476段を歩いて登る、年に１度
のチャレンジ企画です。
開催日時 11月21日（土）10：00～15：00
参加方法

展望フロア入場券をご購入いただき、地上4階受付にて階段を歩
いて登ります。登り切った方には「チャレンジ476証明書」を発行
いたします。

※雨天、荒天時は中止します。新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力をお
願いします。その他注意事項は神戸ポートタワーホームページをご覧ください。

ママとこどもたちのワークショップ

「MY PORT
TOWERを作ろう」

「神戸ウォーター」が入ったポートタワー型のペットボトルに、デ
コレーションやペイントでオリジナル作品を作るワークショップ。
開催期間

11月22日（日）11：00～14：00

開催場所

地上2階「Space Lab PORT TOWER」

参加費用

1,000円（展望フロアは別途入場料が必要。ご参
加のお子様は保護者同伴に限り入場料無料）

企画主催

ART-SCHOOL Hajime 講師 田中敦子

恒例の新年初日の出展望イベントは開催予定です。
（要・事前申込）こちらもホームページで情報をチェックしてください。

オープンカスタムス2020（神戸税関庁舎の特別公開）
1927年に完成しました神戸税関庁舎を特別公開します。映画・ドラマの舞台となった神戸税関庁舎をこの機会にぜひご
見学ください。また、本年度の開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防対策として、予約制とさせていただいてお
ります。準備が整い次第、神戸税関ホームページで予約要領をご案内させていただきます。なお、予約された場合であっ
ても、新型コロナウィルスの感染状況によっては、急遽イベントを中止する場合があります。必ず前日15時以降に「神戸
税関ホームページ」にて、イベントが開催されるかどうかをご確認のうえ、ご来場ください。
開催日時 11月28日（日）10：00～15：00
参加費用

入場無料、要予約
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2020年 秋 10月〜12月

この秋は、神戸港に久しぶりにクル
ーズ船の入港が予定されています。

国内クルーズの再開と神戸港での
クルーズ船の受入が再開します！！
― 安心して楽しめる新たなクルーズの船出 ―
神戸港では、各船社の安全対策を十分確認し、営業再開前のトライアルクルーズで保健所
と連携しながら訓練を行ったうえで、下記のとおりクルーズ船の受け入れを再開します。
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日本船社の安全対策

国土交通省監修「外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は、万が一
船内で感染者が発生した場合でも、濃厚接触者が同室者以外の人への感染拡大を封じ込め、クラスターを
発生させないことを目的としています。各船社はガイドラインを遵守することはもとより、それ以上の安
全対策をとることを表明しています。
・乗客定員やレストラン等船内施設の座席数を従来の半分に減らすなど、船内の徹底した衛生管理に
より、同室者以外の濃厚接触者が出ないよう取り組みを実施
・当面の間乗客には乗船前にＰＣＲ検査や健康質問票の確認を実施
・船内各所にサーモグラフィー等を設置し、体調不良者を早期に把握
・有症者が出た時点で船内イベントと船内施設の使用を中止し、本人と濃厚接触者は船内で隔離（そ
れ以外の乗客は自室待機）
・独立し十分な数の隔離室とイエローゾーン（船医の防護服着脱場所等）の確保、医療従事者と他の
乗組員との動線分離
・船内にコロナ検査機器類を導入し、航海中でも船医によるコロナ検査が可能に（早期発見・早期隔
離・拡大防止の徹底）
・陽性結果が出た場合、船内イベント・船内施設使用を中止し、乗客は自室待機、クルーズも即刻中止
・換気設備には、10分に１回外気と入れ替わるなどの対策を導入
・日本海事協会の「バイオセーフティマネジメントシステム」の認証を取得予定
・乗組員の教育・訓練の徹底
● 詳しくは下記日本船各社のホームページをご確認ください。
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飛鳥Ⅱ

https://www.asukacruise.co.jp/

にっぽん丸

https://www.nipponmaru.jp/

ぱしふぃっくびいなす

https://www.venus-cruise.co.jp/#1

「飛鳥Ⅱ」（50,444総トン）

2

神戸港の対応

「にっぽん丸」（22,472総トン）

「ぱしふぃっくびいなす」（26,594総トン）

～客船ターミナルの安全対策～

「クルーズ船が寄港する旅客ターミナル等における感染拡大予防ガイドライン」に定められた事項はも
ちろん、それ以外の事項も含めて取り組みます。
・高精度サーモグラフィーの導入
・乗船者と一般の人との動線の分離（入口から分ける、フロアの使い方を大幅に変更、等）
・高頻度の消毒
・仮に船内で感染事例が発生した場合の緊急連絡体制の構築、下船動線の分離
・営業再開前に船上と港を繋いだ訓練を実施するなど、保健所と緊密に連携など

☀当面の神戸港へのクルーズ船入出港予定（11月５日現在）
船

名

総トン数

入港日

にっぽん丸

22,472

11月21日(土)

にっぽん丸

22,472

飛鳥Ⅱ

入港時間

出港日

出港時間

船

社

8：00

11月21日(土)

14：00

商船三井客船

11月23日(月)

11：00

11月23日(月)

13：00

商船三井客船

50,444

11月26日(木)

15：00

11月27日(金)

14：00

郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ

50,444

11月28日(土)

9：00

11月28日(土)

17：00

郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ

50,444

12月1日(火)

9：00

12月1日(火)

17：00

郵船クルーズ

ぱしふぃっく びいなす

26,594

12月8日(火)

0：00

12月8日(火)

12：00

日本クルーズ客船

飛鳥Ⅱ

50,444

12月10日(木)

9：00

12月10日(木)

17：00

郵船クルーズ

ぱしふぃっく びいなす

26,594

12月11日(金)

10：00

12月11日(金)

16：00

日本クルーズ客船

飛鳥Ⅱ

50,444

12月12日(土)

9：00

12月12日(土)

17：00

郵船クルーズ

飛鳥Ⅱ

50,444

12月13日(日)

10：00

12月13日(日)

16：00

郵船クルーズ

ぱしふぃっく びいなす

26,594

12月14日(月)

11：30

12月14日(月)

16：00

日本クルーズ客船

ぱしふぃっく びいなす

26,594

12月15日(火)

14：00

12月15日(火)

19：00

日本クルーズ客船

にっぽん丸

22,472

12月17日(木)

9：00

12月17日(木)

17：00

商船三井客船

にっぽん丸

22,472

12月18日(金)

9：00

12月18日(金)

12：00

商船三井客船

にっぽん丸

22,472

12月25日(金)

9：00

12月25日(金)

17：00

商船三井客船

にっぽん丸

22,472

12月28日(月)

9：00

12月28日(月)

11：00

商船三井客船

ぱしふぃっく びいなす

26,594

12月28日(月)

17：00

12月30日(水)

11：30

日本クルーズ客船

※ 上記の期間の入港場所はポートターミナル（＊は中突堤旅客ターミナル）
※ 上記スケジュールは天候等により変更になる場合があります。
※ 最新の情報については随時ホームページ（神戸市 客船入港予定）を更新いたします
https://www.city.kobe.lg.jp/a14075/kanko/leisure/harbor/passenger/schedule/index2020.html
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神戸港旅客ターミナル
新型コロナウイルス感染症に関する取り組み

● 旅客ターミナルへの入場と、
健康質問票の確認
お見送り・見学の方と
のエリア分け

◦乗船者専用の入口か
ら入場して下さい。
◦ソーシャルディスタン
スの確保とマスクの着
用をお願いします。

お見送りの方に会えます

クルーズターミナルへ
の入場
乗船客専用の入口から
お入り下さい

◦手指のアルコール消毒
をお願いします、
同時
に検温を実施させてい
ただきます。
◦健康質問票の記入・提
出をお願いします。
検

温

サーモグラフィー等に
より発熱がないかを確
認します

発熱時の健康
質問票の詳細
確認

個別に詳細な
確認をする場
合があります

◦発熱が認められた場合、
健康相談室で詳細を確認させていただき乗船
の可否を船医と相談することがあります。

● チェックインから乗船まで
◦お見送りの方は
別エリアでお待
ちいただきます。
チェックイン
手続き

乗船チケットを
ご提出下さい
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◦乗船は、
ソーシ
ャルディスタン
スの確保をお
願いします。
エスカレーター
は前後の間隔を
あけてご利用下
さい

乗

船

混み合う際に
は間隔をあけ
てお待ち下さ
い

● 旅客ターミナルは、
こまめな消毒と換気を行っています
接触頻度の高い箇所の
消毒を強化しています

施設内換気の強化

特集 神戸市消防局

消防艇小隊

神戸の繁栄は、
その海運力にかかっており、
その海運力の安全は、
我々消防艇小隊にかかっている。

70年前から
『海の消防隊』
です。
開港から150年以上の歴史がある神戸港と比べると、まだまだ歴史が浅いですが、我々、神戸市水上消防署

の消防艇小隊は発隊から今年で70年となりました。現在、神戸市消防局では、2隻の消防艇を保有しており、
そのどちらもポートアイランドにある水上消防署に配備されています。

消防艇小隊の、発隊からの歴史や、どういった活動に従事しているのか、この機会に紹介させていただきます。

神戸港全域を守る2隻の消防艇
初代消防艇『たちばな』から、最新鋭消防艇『たかとり』へ受け継がれる意志
な』が就航しました。
初代消防艇の
「たちばな」
は、
昭和10年に建造され
た水難救助艇で、日本水難救済会兵庫支部より無償
貸与され、
修理、
改造を経て、
消防艇となりました。
当時は19.69ｔの木造船で、
就航後すぐに兵庫突堤
「国際倉庫」
の火災に消防艇として初出動しました。
消防艇「たちばな」の名は、初代の消防艇から４代
目の消防救命艇まで、67年に及び受け継がれまし
たが、2017年（平成29年）、最新鋭消防艇「たかと
1948年（昭和23年）に、消防組織は警察組織から
分離されて市町村消防体制となり、自治体消防が発
足しました。
その2年後の1950年（昭和25年）に、当時の生田
消防署に神戸港全域を管轄とする「水上消防隊」が
発隊し、ここから神戸における、消防艇小隊の歴史
が始まりました。※1
消防艇小隊の発隊に伴い、初代消防艇『たちば

り」の就航に伴い、その歴史に幕を降ろしました。
『たちばな』の変遷
● 初代消防艇（昭和25年〜昭和35年）
● ２代目快速消防艇（昭和35年〜昭和51年）
● ３代目化学消防艇（昭和51年〜平成3年）
● ４代目消防救命艇（平成3年〜平成29年）
※１ 昭和34年、
生田消防署から独立し水上消防署が開署されました。
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最新鋭消防艇『たかとり』
今から3年前の2017年（平成29年）最新鋭消防艇
『たかとり』が、就航しました。全長24.5m、総トン数
46トン、最大出力29ノット（時速約54キロ）、最大
搭載人員19名、毎分16,000ℓの放水が可能な消防
ポンプを1基備えています。
なお、
『たかとり』の船名は、就航にあたり、市民
による投票によって選ばれました。
その由来は、
『 高取山（たかとりさん）』として市
民に親しまれている神戸市長田区にそびえる山の

最新鋭消防艇『たかとり』

名前です。
高取山は、古くから船舶の航行の目印とされ、漁
民や航海者の安全を守る守護神が座する御山とさ
れてきました。

化学消防艇『くすのき』
初代消防艇「くすのき」は、1942年（昭和17年）に
建造されました。19.99ｔの鋼鉄船であったため
1945年（昭和20年）の終戦とともに進駐軍に接収
されていました。
その後、1953年（昭和28年）進駐軍から神戸市に
返還され、初代消防艇『たちばな』と同じ生田消防
署水上消防隊に就航しました。
消防艇『くすのき』は、化学消防艇として、現在で
４代目となり消防艇『たかとり』と共に、みなとま
ち神戸の玄関口である神戸港を守っています。
『くすのき』の変遷
● 初代消防艇（昭和28年〜昭和42年）
● ２代目化学消防艇（昭和42年〜昭和57年）
● ３代目化学消防艇（昭和57年〜平成24年）
● ４代目化学消防艇（平成24年〜）

全長18.5m、総トン数19トン、最大出力26ノット
（時速約48キロ）、最大搭載人員15名、毎分5,000ℓ
の放水が可能な消防ポンプを2基備えています。
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化学消防艇『くすのき』

神戸市消防局

消防艇小隊

消防艇は火を消すだけではありません。
消防艇『たかとり』
『くすのき』は、神戸港及び大阪湾を中心として
海上や沿岸地域でのいろいろな活動を行っています。
▶ 船舶火災、沿岸の危険物施設や建物等の火災に対する消火活動。
▶ 海上や沿岸地域における迅速な救急・救助活動。
▶ 火災の消火活動にあたる消防車等への、海水を利用した消火用水の大量補給。
▶ 災害時等の医療・救援物資搬送。
▶ 海上における油漏れ等の処理活動。
▶ 花火大会や海水浴シーズンに伴うパトロール活動。
▶ 外国客船等の神戸港への出入港の時の歓送迎放水活動。
油漏れ等
火災（船舶火災・沿岸地域
での建物火災）

水難救助事案

10%

約

20%

約

出動内容
の 内 訳

70%

約

（過去10年間の統計より）

海の消防士たち
消防艇の隊員は、全員が神戸市消防局の採用試験
に合格し、６ヶ月間に及ぶ全寮制の消防学校での厳
しい教育訓練を修了した消防士です。

ンや重量物を吊り上げるための玉掛けなどの特別
教育も修了しています。
そして、災害の種類にもよりますが、水難事故へ

そのため、消防学校卒業後は、陸上の消防隊や救

は消防艇小隊だけでなく、陸上部隊や航空部隊と情

急隊、救助隊や特殊災害隊での勤務を経験し、消防

報を共有するための『指揮隊』と、潜水隊員で構成さ

艇小隊に配属される隊員も珍しくありません。

れる『水難特別救助隊』も乗船し、災害現場へ向かい

現在消防艇は、男女問わず6名の隊員で構成され

ます。

ています。
消防艇『たかとり』を運行する場合は、
船長
（海技士
航海6級以上）、機関長（海技士機関４級以上）、機関
士（海技士機関５級以上）、甲板員２名（隊員）、そし
て小隊長1名の計6名で、火災時の消火活動や水難
事故での負傷者を船上へ救出する活動を行います。
隊員は、海技士免許や小型船舶操縦士免許の他、
海上特殊無線技士等の資格も所持し、移動式クレー

燃え盛る神戸の街に、消火水を送り続ける
消防艇（阪神・淡路大震災時）
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「歓迎ムード一色」ですが、一色ではありません。
神戸港と消防艇の威信をかけた “おもてなし”
皆さんもご存じのとおり、国際港湾都市である神
戸へは、国内外からたくさんの大型豪華客船が入港
しています。
その際に、歓迎の水柱を上げながら並走する消防
艇を、ニュースやSNSで見た事はありませんか？
これは『歓迎放水』といって、海路はるばる神戸を
訪れた人々と共に航海の無事を祝い、
「 どうぞ神戸
を楽しんで下さい」という、神戸港と消防艇からの
おもてなし の心を表したものです。

放水打ち合わせ

船内ミーティング

を訪れる人への敬意を込めて放水しています。
歓迎放水の実施が決まれば、船長をはじめ消防艇

もちろん、この おもてなし には、
「神戸港寄港中

の隊員たちは、出迎える客船の大きさ、入港予定時

の貴船の安全を守ります」という、消防艇とその隊

刻、予定航路等を調べ、どの角度、どの圧力で放水す

員たちの決意も含まれます。

れば一番美しいのか、当日の天候、風向、風力も予想

消火の放水も、歓迎の放水も重要な場面で正確に
放水するという意味では、同じ消防艇の任務です
が、消火には神戸港を守る誇りを、歓迎には神戸港

『たかとり』歓迎放水

して、事前に打ち合わせを行います。
時には、試験航行や放水が描き出す姿の検証を行
い、万全の体制で臨みます。

『くすのき』歓迎放水

消防艇とその隊員達が、総力をあげて『彩り』を加えます。
消防艇は、備えられた消防ポンプを使い船底から

ポンプ

海水を吸い上げて、3門の放水砲と10基の放水銃
で、1分間に最大16,000ℓの放水を行います。
さらに、歓迎放水の際には、吸い上げた海水の水流
によって、配管内で発生する負圧を利用して着色液
を吸引し、海水を鮮やかな青や赤に彩った『カラー

着色液
タンクから

放水』を行うことも可能です。
この着色液は、周辺環境に配慮し、食品や化粧品
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海水

放水砲へ

神戸市消防局

消防艇小隊

にも使われる粉末状の染料を、毎回、隊員達が水に
溶かして手作りしています。
カラー放水は、環境に悪影響を与えませんが、油断
すれば、隊員の手や顔をカラーリングしてしまうこ

船長をはじめ航海担当の隊員は、目視だけではな
く、レーダーや赤外線カメラを駆使し、周辺の船舶
と危険な状況にならないように、全神経を研ぎ澄ま
しています。

（もちろん健康に影響はありません）
ともあります。

レーダー監視

一方、機関室では、機関担当の隊員が、1個20ℓ
（20kg）の着色液タンクを抱えて、放水が開始され
こうして作成した着色液を、20ℓのタンクに詰
めて、消防艇の甲板下の機関室に運び込めば、いよ
いよ歓迎放水へと出港です。
神戸港内は、歓迎放水で出迎える客船以外にも、
頻繁に船舶が航行しています。

るのを待ち構えています。
放水が始まれば、天井の低い機関室内を這うよう
に動き回り、船内通信設備で船橋と連絡を取り合い
ながら着色液を吸い上げ、手作業で濃度を調節して
放水に彩りを加えていきます。

そのため、通常の航行とは違う動きをする歓迎放
水の際には、いつも以上に港内を航行する他の船舶
に注意を払います。
ましてや、歓迎放水が始まれば、消防艇の周囲に
は毎分16.000ℓもの放水が降り注ぎ、視界が著し
く制限されます。

放水中の機関室

エアコンも窓も無く外部と遮断された機関室内
は、響き渡るエンジンの爆音が隊員の脳や内臓を震
わせ、排熱による高温が体内の水分や塩分を奪って
放水中の操舵室

いくという過酷な環境です。
しかし、無事に放水が完了し、機関室の水密扉を
開けて、
爽やかな潮風に触れた瞬間の開放感は、
機関
担当の隊員にしか味わうことができない特権です。
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心を癒せるワクチンになれないか？
定期歓迎放水

2020年の冬以降、
新型コロナウイルスの世界的な蔓延に伴い、
神戸港を訪れる客船は激減
しました。神戸港の賑わいは薄れ、世の中にも閉塞感が漂っています。
そこで、消防艇とその隊員たちは、
「 疲れた心を、少しでも癒せる「ワクチン」になれない
か？」と、これまで客船に対して実施してきた歓迎放水を、神戸市港湾局と一般財団法人神
戸観光局の協力のもと、みなとまち神戸に再び活気が戻ることを願い、8月から『定期歓迎放
水』と称して再開しています。
場所は、メリケンパーク『BE KOBE』モニュメント南側海上にて、時間は、毎週金曜日＝
通称「ハーバーフライデー」の15時から約15分間のカラー放水を行います。
神戸に暮らす人や、
神戸を訪れる人々へ向けて、
「みんな頑張ろう！」
「コロナに負けるな！」
「ようこそ神戸へ！」
などの感謝や応援、そして世界中でこの災厄と全力で戦っている全ての
人に対して、共に立ち向かっていこうという、戦いの『のろし』を上げる思いも込め、定期歓
迎放水を続けます。
クリスマスまでの毎週金曜日（ハーバーフライデー）に実施している定期歓迎放水が、皆さ
まのお目に留まりますように。
そして、遠くない未来、コロナ禍が過ぎ去り、客船の往来が戻ってきた時に放つ歓迎放水
も、楽しみにしていて下さい。
その時には、20階建てビルの高さに相
当するパシフィックブルーの水柱の風景
の中に、みなとまち神戸を守る消防艇と
その隊員たちによる おもてなし の心
あふれる『シーマンシップ』も感じていた
だけると幸いです。
皆さまの健康と安全を祈りつつ、お会
いできる日を楽しみにしています。
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神戸港で
会いましょう

10月25日（日）
より神戸－宮古（下地島）線が新規就航します！
2020年10月25日(日)からスカイマークによる神戸―宮古（下
地島）線が1日1往復で新規就航します。

全長3,540mからなる伊良部大橋でつながっており、ドライブ
や魅力的な景勝地を数多く楽しむこともできます。神戸空港か

下地島は宮古島の西にある伊良部島に位置した離島で、島
周辺は宮古ブルーとも呼ばれる美しい海に囲まれており、ダイ

らのフライト時間は約160分。神戸から直接結ばれた南の島へ、
ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

ビングやマリンアクティビティを楽しめます。また、宮古島へは

◉2020年10月25日～2021年3月27日
便

名

神

163

戸 ➡

下地島線ダイヤ
宮 古
（下地島）

10：40 ➡ 13：20

便

宮 古
➡ 神
（下地島）

名

834

伊良部大橋

戸

14：10 ➡ 16：15

渡口の浜（下地島）

神戸空港におけるコロナ感染症対策の取り組み
安心してご利用いただけるよう、神戸空港では空港内・機内
の消毒、サーモグラフィーによる体温測定など新型コロナウイ
ルス感染拡大防止対策に取り組んでいます。空港のご利用に
あたっては、発熱時のご利用はお控えいただくとともに、空港

内や飛行機内でのマスク着用、手指の消毒、ソーシャルディス
タンシング等をお願いしております。
感染拡大防止に向けたみなさまのご理解とご協力をお願い
いたします。

◦各航空会社、神戸空港の新型コロナウイルス感染症対策の取り組みはこちら
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神戸税関長

佐藤 正之さん

横

顔

東京生まれの東京育ちですが、生粋の江戸っ子ではありま
せん(笑)。朗らかな子どもだったかと思います。幼稚園から小

ながら出遅れているので、今後も危機感を持って積極的に、
粘り強く進めていくことになるでしょう。

神戸税関長としての抱負

学6年生までピアノを習っていて、クラス対抗の合唱コンクール

神戸税関では、税関の三つの使命「国民の安全・安心の確

などではいつも伴奏を担当していたものです。高校は早稲田

保」「適正かつ公平な関税等の徴収」「貿易円滑化の推進」

大学高等学院だったので内部進学する生徒がほとんどのなか、

の実現を目指していきます。「関」機能と「税徴収」機能との

東京大学を目指して一人で受験勉強していました。孤立無援な

バランスを取りながら、従来からの税関手続きの電算化をたえ

感じで苦労しましたが、現役で合格できました。その反動も

まなくアップデイトし、貿易円滑化や民間経済に貢献したいと

あって勉強よりも自転車競技にのめり込んだ学生時代でした。

考えます。

ピアノはもう弾きませんが、自転車は今も身近で、神戸にもロー
ドバイクを持ってきました。

ご経歴
大学の経済学部での学びを活かしたいと考え、当時の大蔵
省へ入庁しました。入庁後23年余りですが、前半はどちらかと
いうと国際畑を歩き、後半は国内中心と言えます。

国の掲げる観光立国化が進められ、昨年まではインバウン
ドが大きく伸びていました。一方、今年6月、財務省関税局が
中長期ビジョンとして「スマート税関構想2020」を発表、世界
最先端の税関を目指そうとしています。こうした内外の情勢変
化に神戸税関でも柔軟に対応すべく、税関の将来像に関する
検討委員会を立ち上げるなどして青写真を描きながら、税関
に対するニーズに的確に応えていきます。
また、歴史的価値のある当関の建物は地元の貴重な財産の

特に印象深い仕事として二つ挙げます。一つは外務省出向

一つ。地域の皆様に税関業務へのよりいっそうの理解を深め

時、1999年から3年間、スイス・ジュネーヴで国際機関日本政

ていただき、親しんでいただけるように、たとえば11月28日に

府代表部一等書記官を務め、多くの国際会議に出席、国際交

は、新型コロナ対策を徹底しつつ、特別公開イベント「オープ

渉を経験したことです。外交官の世界にどっぷり浸かり、仕事

ンカスタムス」を開催予定です。地域とのつながりを大切にし

の流儀、いわば“エレガントな”交渉術を学べました。国際交

ていきます。

渉の場ではいかに日本の利益を守るかが最重要ですが、当然、
各国も自国ファーストなわけです。その中でより多くの情報を
集め、各国の本音を見極めた上で、参加国すべての利益に繋

神戸の印象

がるとのレトリックを編み出す。そして、そうしたレトリックをか

神戸は瀟洒な住宅とセンスの良い店がバランスよく溶け合う

ぶせた日本の交渉提案に対する各国の支持を集めながら、実

北野や重厚な建築が建ち並ぶ旧居留地など、エリアごとに魅

のところしっかり日本の利益を守る。そのためには会話を楽し

力があり、さすが日本の近代化を担ってきた街だと感じていま

みながら各国の本音を引き出す会食も大切です。スマートな

す。週末はロードバイクで街巡りを楽しんでいます。庶民的な

交渉術が非常に勉強になりました。
もう一つは今年6月までの2年間、内閣官房の日本経済再生
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神戸港のシンボル的存在、神戸税関。兵庫県を
はじめ、中国地方
（山口県を除く）
、四国地方の計
9県を管轄し、150余年の歴史を紡いできました。
今年7月、第86代神戸税関長に就任された佐藤
正之さんにお話をうかがいました。

温泉やB級グルメも充実していますし、スイーツの豊富さにも驚
きました。家族に送って、おかげで点数が上がりました(笑)。

総合事務局次長を務め、アベノミクス成長戦略の取りまとめに

コロナ前まで、神戸市も外国クルーズ客船誘致など観光に

携わったことです。第4次産業革命、つまりAIやロボットなど

力を注いでおられたわけですから、コロナが落ち着いたら、あ

最先端技術によるデジタル革命が起こり、その世界的なビジ

らためて観光立国の実現に向けて進まれることと思います。私

ネスの大きなうねりを強く感じました。この分野で日本は残念

どもも迅速な税関の対応に努め、貢献していきます。

01

海上保安庁

01

平成20年に海上保安官が作成した
紙芝居「うみがめマリンの大冒険」。

海上保安庁
海洋プラスチックごみ うみがめの危機!!
～実話をもとに環境保全啓発動画を作成～

して海洋環境保全啓発活動を行ってい
ます。

令和２年７月１日の朝日新聞に掲載
された、高知県室戸市沖で死んだうみ

子ども達に会いに旅に出たうみがめ

この物語のように、最近になってうみ

がめの体内からレジ袋が出てきたとい

が、大好物のクラゲと間違えてレジ袋

がめがレジ袋をクラゲと間違えて食べ

う、実話をもとにスライド動画を作成し

を食べて死にそうになり、助けられた街

てしまうという実話が伝えられるよう

ました。
「うみがめマリンの大冒険」デ

で海の環境保全を訴える物語。

になってきました。

ジタル紙芝居とともにYouTubeで公開

海上保安庁では、この紙芝居を使用

中です。ぜひご覧ください。

うみがめの体内からレジ袋が!!

「うみがめマリンの大冒険」デジタル紙芝居

ht t p s : //m .y o u t u b e. co m / w a tc h? v = 0 67e f 7t r y V 8

https://www.jcga.or.jp/umigamemarin/jp/index.html

スマホからのアクセスはこちら
日本語版

お問い合わせ先
第五管区海上保安本部

環境防災課

英語版

中国語版

韓国語版

ポルトガル語版

TEL 078−391−6551

〜港湾労働法、守って築こう明るい港〜

「港湾労働法」遵守強化旬間

11/21
〜11/30

「港湾労働法」は、神戸港で働く人たちの法律です。
港湾労働に従事できるのは、
「港湾労働者証」
の交付を
受けている人に限られています。

ハローワーク神戸港（神戸公共職業安定所神戸港労働出張所）

☎078-351-1671
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02

芸術の秋。11月からKOBE PORT TOWERは
〝KOBE ART TOWER″に変身!

ポートタワー

02

Space Lab PORT TOWER（地上2階）

多目的実験空間としてギャラリーをオープンしました。通常営業時はフリースペースとして入場無料でアート作品の展示
販売を行っており、デザイン都市神戸としてアートで街を繋いでいます。

PORT TOWER POP UP CAFÉ 毎週土曜と日曜日に営業中
土曜日◦12：00〜20：00

日曜日◦12：00〜19：00

これから神戸の町で出店を目指している人たちをサポートし、店と人を繋いでいきます。
出店日

土

日
土日

出展者

出店内容

HP

SPICE UP
(スパイスアップ)

野菜中心にスパイスを使用した身体に優しいこ
だわりのベジタブルスパイスカレーを提供。

－

HAWAIIAN KOMBUCHA
(ハワイアンコンブチャ)

オーガニックの材料にこだわり、
「カラダにやさし
い」
を第一に考えた手作りの健康ドリンクを提供。

https://www.hawaiiankomb
ucha.jp/

MARU TO MARU

プルドポークバーガーなど、お肉を 使ったメ
ニューを提供。

https://marutomaru.com

SOUL DRIP COFFEE

ソウルドリップな魂を込めたコーヒーを提供。
12時間つけこんだ水出しコーヒーも提供予定。

https://www.souldripcoffee.
com/

IN THA DOOR BREWING TAP TOWER（地上１階）
神戸の原材料にこだわったクラフトビールを醸造する二宮商店街（神戸市中央区）内のブルーパブ
「IN THA DOOR BREWING」が展開する、2号店となるタップルーム。
壁に蛇口をつけていて、そこからおいしいビールが出てくる夢のようなお店。神戸リアルローカル
ビールを、神戸のランドマーク・ポートタワーで味わうことができます！
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ポートタワーの新しい取り組みを
紹介します！

SAKE TARU LOUNGE
（展望３階 回転フロア）

Soul Drip Coffee（地上2階）

日
11月10
ン
プ
ー
オ

日本酒に関しては神戸のオリジナルの文化と歴史の象徴

神戸を中心にオンラインとイベント出店で活動していま

です。神戸自慢の灘五郷の酒を飲みながら、回転する眺望

す。産地ごとの風味特性を最大限に引き出す味作りを心が

から、神戸の夜をお楽しみください。

け、高品質なスペシャルティコーヒーをお楽しみください。

Space Lab PORT TOWER
（地上2階）
及び展望1階のアート作品
展示期間◦令和2年11月1日（日曜）から11月30日（月曜）
参加アーティスト◦chillstomach
（ちりん）
氏、Seiya Okuno氏

Space Lab PORT TOWER
（地上2階）
の
アート作品
展示期間◦令和2年12月1日（火曜）から
令和3年1月31日（日曜）
参加アーティスト◦廣中薫、神戸芸術工科大学学生

展望2階のアート作品
展示期間◦令和2年11月1日（日曜）から令和3年1月31日（日曜）
参加アーティスト◦廣中薫

SAKE TARU LOUNGE（展望3階）SAKE TARU WALLのアート作品

SAKE TARU LOUNGE（展望3階）のアート作品
展示期間◦令和2年11月1日（日曜）から
令和2年11月14日（土曜）
参加アーティスト◦マディソン・アルマン

展示期間◦令和2年11月1日（日曜）から令和3年1月31日（日曜）
参加アーティスト◦皿

coordinated by “Jackie & Partners 合同会社
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神戸海洋博物館
▪神戸海洋博物館 企画展「ポパイ™が解説するトールシップ」を開催
神戸海洋博物館では、12月5日（土曜）～令和3年1月31日（日曜）まで、企画展「ポパイ™が解説するトールシップ」を開催します。
90年以上、世界中で愛され続けているポパイ™とその仲間たちが、トールシップ（帆船）を解説します。コミカルなポパイ™のイ
ラストと合わせて、歴史上のトールシップから現在活躍中のトールシップまで、模型・資料約40点以上を展示します。
ポパイ™の世界観に包まれた会場には、撮影ポイントがあり、また、ポパイ™と神戸海洋博物館がコラボレーションしたイベント
の実施、オリジナルグッズの販売を致します。ぜひ、皆様そろって遊びに来てください。
開催日時 ⃝2020年12月5日（土）～2021年1月31日（日）
開館時間 ⃝10：00～18：00（最終入館17：30）
休 館 日 ⃝月曜日（祝日の場合は翌日休館）※年末年始（12月28日～1月4日）
観 覧 料 ⃝入館料のみ（大人900円 小人400円）
展示内容
◆ 船の歴史

丸太を組みあわせたいかだや、丸太をくりぬいた丸木舟からより遠く、強く、速くと用途に合わせ進化
し続ける船。船を動かす仕組み別に歴史を紹介。
展示模型：「観光丸」「いくた」「フリースランド」等
◆ 誇らしいトールシップとは…

風の力で動く帆を持つ船をトールシップとも呼びます。トールシップの名前の由来や構造を紹介。
◆ 強くてやさしいトールシップ

「フリースランド」

トールシップが世界中の海で活躍していた時代の模型と関連グッズを解説パネルと合わせて約15点展示。
展示模型：「咸臨丸」「黒船サスケハナ」「スパニッシュ・ガレオン」「ゴールデン・ハインド」等
◆ 船で働く人達

船に乗って働く人々（船員）の役割を写真とパネルで紹介。貴重な船員ユニフォームの実物展示も必見。
◆ 人を育て続けるトールシップ

「カティサーク」

エンジン船が主流になった現代もトールシップは、活躍し続けています。未来の人を育てるトールシップを紹介。
展示模型：「日本丸」「みらいへ」
関連イベント

神戸海洋博物館とポパイ™がコラボレーションしたイベントを開催します。
ポパイ™＆マリンレジンキーホルダー
アンティークゴールドのフレームに、印刷したポパイ™のイラストをセット！
レジンを重ねてデコパーツを飾ってオリジナルキーホルダーを作ろう！
開催日：12月6日（日） 時 間：13時00分～15時00分
定 員：先着100名
参加費：400円
ポパイ™＆マリンキャンドル
ポパイ™と海を閉じ込めたぷるっぷるのジェルキャンドルを作ろう！
開催日：12月20日（日） 時 間：13時00分～15時00分
定 員：先着100名
参加費：500円

グッズ販売

ポパイ™＆マリンフローティングペン
ペンを傾けると、ゆっくりと中のパーツが上下に動くフローティングペ
ンを作ろう！
開催日：12月13日（日） 時 間：13時00分～15時00分
定 員：先着100名
参加費：300円

クイズに挑戦
展示の中から答えを探そう！ クイズに挑戦して、全問正解した方にオリジナルポ
ストカードをプレゼント！
開催日：12月5日（土）～1月31日（日） 定 員：各日先着100名 参加費：無料

神戸海洋博物館とポパイ™がコラボレーションしたオリジナルグッズを販売します。

オリジナルチャーム付きゲルインクボールペン 350円（税別） 他
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※数量限定

※無くなり次第終了

※本企画展は新型コロナウイルス感染拡大の防止策を講じた上で開催いたします。なお、感
染症の今後の動向により、イベントの内容を変更または、中止、延期する場合がありま
す。また、館内の３つの密を避けるため、入館者数の制限をさせていただく場合があります。
詳しくは、当館HPにてご確認ください。http://www.kobe-maritime-museum.com/

カワサキワールド
▪カワサキワールド累計入館者300万人を達成
カワサキワールドは9月11日に開館以来300万人目の入館者を迎え、記念のセレモニーを開催しました。
記念すべき300万人目は、神戸市内からお越しいただいた藤井泰史さん（1歳）でした。セレモニーでは、網川ゼネラルマネー
ジャーから藤井さんに、300万人目の入館者記念認定証と花束、そして川崎重工が製造した新幹線の模型を贈呈しました。
母親の可奈絵さんは｢初めてカワサキワールドに来て、300万人目になるとは知らずびっくりしました。子どもが鉄道ジオラマを
楽しんでいてよかったです。ぜひまた来たいです。｣と笑顔で話してくれました。
カワサキワールドは今後も｢見て、触れて、楽しく学びかつ遊びながら『技術のすばらしさ』と『ものづくりの面白さ』を実感してい
ただく｣ことをコンセプトに、さらに愛される企業ミュージアムを目指していきます。
なお、カワサキワールドのウェブサイトでは、セレモニー風景を動画配信しています。ぜひご覧ください。
URL：http://www.khi.co.jp/cgi-bin/kawasakiworld/topics/index.cgi?mode=detail&file=topics&
select=1599804650

300万人目の入館者となった藤井泰史さん（中央）
と母親の可奈絵さん（右）

●入館料金
●開館時間 10：00〜18：00（入館17：30まで）
●休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合翌平日休館）
、
年末・年始
（12月28日〜1月4日）
個人料金
●交
通 【電車】
市営地下鉄海岸線「みなと元町駅」から徒歩約10分／JR・阪神
「元町駅」から徒歩約15分／神戸高速（阪急・山陽）
「花隈駅」
大人
900円
から徒歩約15分
【車】
山陽新幹線「新神戸駅」から約15分／阪神高速道路京橋ラン
小人
400円
プから約5分／ハーバーハイウェイ新港ランプから約5分（周辺
（小・中・高）
に有料駐車場あり）

一般団体
15名以上
720円

320円

学校団体

高校生

300円

小・中学生 150円
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