平成 29 年 9 月

兵庫県

―

神戸開港 150 年
みんなみなとＫＯＢＥの未来 ―
【神戸財務事務所】

１．神戸港の概要・歴史
神戸港は、日本を代表する国際貿易港として国民生
活や産業基盤を支えており、日本列島のほぼ中心に位
置しています。
世界の海運のメインルート上にあり、北米、欧州、オ
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セアニア、東南アジア、中国航路など多くの国際定期航
路網を持ち、世界各地の港と結ばれているほか、瀬戸内
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を中心とした西日本の各港とも充実した内航航路網で結ばれています。
歴史を遡れば、鎖国政策下の江戸時代には、
「兵庫の津」と呼ばれ、国内交通の要衝として、
重要な役割を果たしておりました。慶応 3 年（1868 年１月１日）の開港後は、諸外国と様々
な交流を重ね、人・物・情報が行き交う拠点となり、近年では、国際貿易港として常に最新の
設備を整備し、世界を代表する港に発展してきました。
平成 7 年（1995 年）1 月には、阪神・淡路大震災により大きな被害を受けたものの、2 年
間で施設復旧を完了し、その際、将来を見越し耐震の大水深コンテナバース等の整備も行いま
した。
平成 18 年（2006 年）には神戸空港が開港。平成 22 年（2010 年）には、国際コンテナ戦
略港湾に選定されるなど、海・空・陸の総合交通体系が確立され、そして、平成 29 年（2017
年）に「神戸開港 150 年」を迎えることになりました。

２．神戸開港 150 年記念事業
神戸港は、阪神淡路大震災の影響等により、一時窮地に陥りました
が、現在では、コンテナ取扱量も震災前の水準に戻りつつあります。
日本のウォーターフロント開発の先駆けであり、また、
「神戸の文
化・産業の礎」でもある神戸港が 150 年を迎えたことは、市民をは
じめ神戸とともに成長してきた産業、企業がこの記念すべき年をともに祝い、神戸の次世代に
むけたあゆみを踏み出す節目の時でもあることから、関係団体、行政、市民等が一体となって、
「神戸開港 150 年記念事業実行委員会」を設立し、
「みんなみなとＫＯＢＥ」のスローガンを
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策定しています。
また、これからの神戸の未来をともにつくりあげていくため、また、神戸の魅力を日本中・
世界に発信していくため、実行委員会の下で「神戸開港 150 年記念事業」として、平成 29 年
1 月から 12 月までの会期で神戸港において多彩な行事や港湾勢力の拡大につながる多くの事
業等が実施されることとなっています。
主な事業は、以下のとおりです（既に実施済の事業も含みます）。
(1) 神戸国際港湾会議（平成 29 年 2 月）
神戸開港 150 年記念事業の最初の基幹事業として、
平成 29 年 2 月 13 日、14 日の 2 日間、神戸国際会議
場及び神戸ポートピアホテルにおいて、アジア、欧米の
17 の海外の国と地域から 25 港の代表者が参加し、
「神
戸国際港湾会議」が開催されました。
神戸開港 150 年の節目に、世界の各港との交流・連
携を促進し、神戸港の国際的な存在感を高め、神戸港が
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世界で活躍するための足掛かりを作ることや生産拠点
が東南アジア方面に移行していく情勢をにらみ、アジア
の主要港の代表者を招聘し、東南アジア諸港との協力関
係を構築し、同地域からの今後の広域的な集貨につなげ
ていくことなどを目的として開催されました。
この会議では、出席者が分科会に分かれて、アジア物
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流の展望などについて議論を行い、それらの総括として、
「神戸宣言」が採択されました。宣言の
中では、今後の各港間の連携や将来を担う人材育成について協力して取り組むことが確認されま
した。
また、東南アジアの港湾管理者を中心に、11 の港と神戸港との間で、航路展開の積極的な推
進や海運に関する情報共有の強化、人的交流の促進といった項目についての協定を締結すること
により、今後の神戸港の港勢拡大に向けた協力関係を築きました。
(2) クイーン・エリザベス史上初の日本発着クルーズ
神戸港は、年間約 100 隻のクルーズ客船が入港する日本を代表するクルーズポートです。平
成 29 年は、2 月 25 日に入港する「ノーティカ」を皮切りに、3 月には、150 年を記念して、世
界で最も有名な客船の名を受け継ぐ「クイーン・エリザベス」が 2 回入港しました。
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「クイーン・エリザベス」が、日本（神戸）を発着す
るクルーズを行うのは史上初で、3 月 13 日夜に神戸港
を出発、その後、鹿児島、釜山、広島などを８日間かけ
て巡り、再び 3 月 20 日に神戸港へ入港するクルーズ
で、入港時には、歓迎セレモニーの開催や船内見学会が
行われるなど賑やかな雰囲気となりました。
3 月以降、
「セブンシーズ・ボイジャー」
、
「サファイ
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ア・プリンセス」
、など世界的に知られた外国客船が次々入港しています。
(3) 神戸開港 150 年記念式典（5 月 19 日）
記念式典は、5 月 19 日に神戸ポートピアホテル「ポートピアホール」において、秋篠宮文仁
親王殿下ご臨席のもと、神戸港の港運業界、関連団体の代表者のほか、国内外の船社の代表者な
どをお迎えし、神戸港の発展にご尽力いただいている方などを表彰するとともに、「神戸港将来
構想」について発表が行われました。
この「神戸港将来構想」では、
「挑戦・進化を続けるみなと神戸」を神戸港の目指すべき将来像
とし、「グローバルなサプライチェーンの中で、新たな価値を生み出す港～神戸国際ロジスティ
クスパーク構想～」
「ラグジュアリーな時・場・出会いで、新たな価値を生み出すみなと～世界を
魅了するウォーターフロント構想～」の 2 つの目標を掲げております。
(4) 海フェスタ神戸（7 月 15 日～8 月 6 日）
海フェスタは、
「海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日」という「海の日」本来の意義
を再認識し、海に親しむ環境づくりを進め、広く国民の海に対する関心を喚起するとともに、地
域観光振興による交流人口の増加を図り、地域活性化を図ることを目的とし、毎年、海にゆかり
のある自治体で開催されています。
今年度は、開港 150 年を迎える記念すべき年にあわせ、神戸港に集積している海や港の産業
や技術、文化を身近に体験し、
「みなとまち」であることを再認識し、海の恩恵を感じることや神
戸港の活性化を図ることをコンセプトとして開催しました。
「海フェスタ神戸」では、
「海の日」を祝う「開会式・記念式典」
（秋篠宮同妃両殿下がご臨席）
のほか、国内外の帆船と海技教育機構の練習船が神戸港に一堂集結する「神戸帆船フェスティバ
ル」や神戸のルーツがわかる企画展示として「海の総合展」などが実施され、フィナーレには、
神戸開港 150 年を記念し、打ち上げ数を例年の 1.5 倍の 15,000 発に増やした「第 47 回みなと
こうべ海上花火大会」が行われました。
(5)

こうべ食の博覧会 STYLE in KOBE（9 月 17 日～9 月 18 日）
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９月 17 日～9 月 18 日には、神戸開港とともに広まった神戸の「食」にスポットをあて、
「食」
を通じて、開港が神戸のまちの成り立ちの礎となっていることを再認識してもらい、みんなのみ
なとに更なる愛着をもってもらう、神戸の食文化を発信するイベント（こうべ食の博覧会
STYLE in KOBE）を開催予定でしたが、残念ながら台風のため中止となりました。

３．都心・ウォーターフロントエリアの再開発
神戸市は、平成 23 年 3 月に、都心・ウォーターフロントの将来構想である「『港都 神戸』グ
ランドデザイン」を策定し、平成 29 年 7 月に概ね 30 年先を見据えた、神戸港が目指すべき戦
略的な将来像である「神戸港将来構想」を策定しました。近年の取組みとして、平成 29 年 4 月
にメリケンパークがリニューアルオープンし、平成 29 年 7 月には神戸ポートオアシスがオープ
ンしました。現在は、新港突堤西地区などの再開発に取り組んでいます。
神戸港臨港地区内の新港突堤西地区、新港東ふ頭地区には、神戸市に時価貸付中の財産など約
18 万㎡の国有地が所在していることから、神戸財務事務所では、
「港都 神戸」グランドデザイ
ンの実現に向けた取組みを行うために設置されている「港都
オブザーバーとして参加。「
『港都

神戸」グランドデザイン協議会へ

神戸』グランドデザイン」に基づく都市開発の実現に向け、

神戸市と連携しています。
また、平成 28 年度には、新港突堤西地区に所在する国有財産約２万４千㎡を神戸市に対し都
市開発事業用地として売却しました。

４．今後に向けて
神戸開港 150 年記念事業については、今後、11 月 17 日～12 月 17 日の１ヶ月間、ファイ
ナルイベントとして、次世代の“みなとまち神戸”を担う子どもたちが、神戸ならではの独創的
な感性を磨き、魅力ある神戸っ子として成長することを目的とした「チームラボアイランド

-学ぶ！未来の遊園地- in 神戸港」を開催するなど、平成 29 年 12 月末まで様々なイベント
が開催される予定となっておりますので、ぜひ、神戸を訪れていただき、
「みんなみなとＫＯＢ
Ｅ」を感じてみてはいかがでしょうか。
平成 30 年 7 月には、兵庫県政 150 周年を迎え、現在の兵庫県を構成する五国（摂津、播磨、
但馬、丹波、淡路）での魅力を題材に、各種事業が今後行われる予定となっております。
これらの事業を通じ、神戸市のみならず兵庫県下全域において、さらなる地域活性化が期待さ
れます。
（神戸開港 150 年公式ホームページ http://www.kobeport150.jp/ ）
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