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英、仏、米、蘭（らん）、露――。神戸市中央区の旧外国人居留地は一八五八年、

江戸幕府がこれら五カ国と結んだ修好通商条約の産物だ。十年後の神戸開港を受

け、海岸沿いの約二十六万平方メートルの田園地帯にかわら屋根とれんが壁を持

つ和洋折衷の住宅が建てられた。今から百三十年前、神戸の街で外国人との「共

生」が始まった瞬間だった。 

 ○海運ビル名、今もその面影 

 神戸市立博物館は昨年三月、旧居留地の歴史から二十一世紀の国際関係を考え

る「神戸外国人居留地研究会」を立ち上げた。大学教授や郷土史家ら約八十人の

メンバーが都市開発や産業、スポーツ、料理など様々なジャンルの研究を重ねて

いる。 

 会の発足を呼びかけた同博物館の崎山昌廣・副館長（六六）は「開港後の神戸

では、外国人と日本人が比較的うまく付き合ってきた。コソボの悲劇が示すよう

に、二十一世紀は他民族や他文化への理解が欠かせない。国際都市のモデルを神

戸から発信できれば」と抱負を語る。 

 一八九九年七月、不平等条約の改正によって居留地制度が解消され、一帯はオ

フィス街として再出発した。当時の市街地だった兵庫地区（現・神戸市兵庫区南

部）を臨み、日清、日露の戦争で活況にわいた船会社の事務所が軒を連ねた。「明

海」「新港」「三井商船」「郵船」といった海運に関するビル名に、今もその面影を

見ることができる。 

 ○特性生かした街づくりへ 

 「旧居留地は時代によって浮沈を繰り返してきた」。そう話すのは、ビルのオー

ナーら約百二十団体で作る旧居留地連絡協議会の事務局を務める佐久間泰夫さ

ん。戦時中、旧居留地内の船会社に就職後、約半世紀にわたる街づくりに立ち会

ってきた。 

 佐久間さんによると、旧居留地が観光客でにぎわうようになったのは一九八〇

年代。七〇年に開かれた大阪万国博覧会以降、経済の東京集中が加速したことで

事務所のテナント入居数が激減。多くのオーナーはビルのオフィス利用へのこだ

わりを捨て、飲食店にテナントを開放していった。 

 元町一帯を地盤にした大丸神戸店も当時、街の過疎化に危機感を強めていた。

売り上げは八〇年をピークに下降線をたどり、集客に不利な「非ターミナル百貨

店」の弱点克服が至上命題となっていた。落ち着いた街並みとミナト神戸のファ

ッション性。ビルオーナーと買い物客誘致を目指す百貨店が協力して生き残りを

図り、旧居留地の特性を生かした街づくりが動き出すことになった。 

 現在、週末の旧居留地は若いカップルや家族連れであふれる。大丸百貨店が誘

致した海外有名ブランド店が軒を連ね、歩道に面して喫茶店のテーブルが並ぶ。

店舗開発部長を兼ねる畑中亘・大丸神戸店副店長（五二）は「旧居留地のイメー

Ⅰ．新聞報道の内容                         

①「旧外国人居留地 新世紀へ 「魅力」再認識」（H11.6.2 朝日） 
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ジを生かした集客は成功した。今後は有名レストランなどを取り入れ、百貨店を

含めた総合ショッピングエリアの建設を目指したい」と言う。 

 ○落ち着きが大きな武器に 

 軌道に乗り始めた旧居留地の発展を妨げたのは、一九九五年一月十七日に起き

た阪神大震災だった。林立した近代建築物ががれきと化し、百六棟のうち二十二

棟のビルが解体を余儀なくされた。神戸で三指に入ると言われる中華料理店「第

一楼」もその一つ。 

 副社長の白崎利明さん（四九）は地震当日、全壊した四階建ての自社ビルを前

にしてぼうぜんとした。 

 だが、「旧居留地にあるハイセンスで落ち着いた雰囲気は、商売上の大きな武器」

と迷うことなく再建を決意。自られんが造りの六階建てビルをデザインし、翌九

六年十月には二十二棟で最も早い再建を果たした。復興までの約一年九カ月間、

五十人ほどの従業員で解雇者はゼロ。「復興後を見ていたから、一時の困難に惑う

ことはなかった」と言う。 

 震災はかけがえのない遺産を奪った半面、街の魅力を再認識する契機にもなっ

た。旧居留地の一角にアトリエを構える現代美術家の杉山知子さん（四〇）は震

災を機に、芸術家仲間と独自の街づくり案をまとめ、県や神戸市に提言した。各

ビルをつなぐ回廊式美術館や芸術研究施設の設立など、街全体を美術館に見立て、

芸術に親しめる街づくりを訴えている。「若い女性がいつもよりおしゃれをして訪

れる。旧居留地に漂うそんな雰囲気が、現代アートには最適」と説明する。 

 震災後、街を住民自らで守ろうとする動きも活発化している。保険や通信、建

設などの企業で作る「旧居留地連絡協議会防災委員会」は九八年一月、企業防災

マニュアルの作成手引書をまとめた。地震直後、各企業がビルの中で孤立した教

訓を生かしたもので、災害に強い街づくりの第一歩と位置づける。同委員会では

現在、大規模災害の発生を想定し、昼間の来訪者約二千人分の食料や飲料水、寝

具の備蓄を計画中だ。今村忠委員長（六三）は「旧居留地を、だれもが安心して

訪れることのできる街にしたい」と意気込みを語る。 
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阪神・淡路大震災を教訓に、神戸市中心部の百九社でつくる旧居留地連絡協議

会（野澤太一郎会長）は、災害時の事業者間の協力体制を強化する「地域防災計

画」をまとめた。交通網の途絶で、帰宅できない遠方からの来訪者に一時避難所

として会議室を提供するなど、オフィス街ならではの支援策を盛り込んでいる。

地域防災計画は全国の自治体でつくられているが、“民間版”は極めて珍しいとい

う。 

 旧居留地は、震災で百六棟のビルのうち二十二棟が全壊。オフィス機能が完全

にまひしたが、早朝の地震だったため人的な被害はほとんどなかったという。 

 ただ、同協議会の試算では、地域内の昼間の人口は就業者約二万五千人、来訪

者約一万人。仕事中に災害が起これば、多数の負傷者のほか、約二千人の帰宅困

難者が生じる恐れがあるといい、二年前から来訪者の支援策を検討してきた。 

 完成した地域防災計画では、（１）救命活動（２）情報提供（３）一時避難―の

三項目で支援策を計画。具体的には、地域の医師が駆け付ける四カ所の救護所の

設置▽ライフライン情報などを伝える情報提供コーナーの開設▽帰宅できなくな

った人のために地区内の会社などが最長七十二時間、会議室やトイレなどを提供

する―ことなどを盛り込んでいる。 

 同協議会の佐久間泰夫・事務局代表は「この計画を通して、だれでも安心して

訪問できる旧居留地を実現したい」と話している。 

 同協議会は、同計画に基づき、震災から丸六年の十七日午前九時半から、同市

中央区のさくら銀行関西本部前で防災訓練を行う。 

 

 

 

②「旧居留地連絡協 遠方からの来訪者守れ 「地域防災計画」民間版を

作成」（H13.1.17 神戸） 
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地元商店主ら 神戸空港 開港に商機あり！  

南京町 集客策探れ 

サービスや景観など 大規模アンケート 

 来年二月の神戸空港開港を前に、より魅力的な観光地を目指し、神戸・南京

町の商店主らが大規模なアンケートに乗り出している。十八日には、南京町周

辺で学生も協力しての街頭調査を実施。観光客や住民の声を生かし、新たな観

光客の取り込みにつなげたい考えだ。（高田康夫） 

 南京町は、平日で一日約一万人、日曜日は三―四万人が訪れる神戸有数の観

光名所。空港開港で観光客の増加が見込まれることから、南京町の商店主らで

つくる「南京町を育てる会」などが共同で調査を計画した。 

 十月にはインターネットで調査を実施。十一月の街頭調査に続いて、十二月

には近隣の商店街や百貨店店員にも聞き取り調査をする。各四百サンプルを分

析し、今後のまちづくりに生かす。 

 街頭調査は、神戸学院大経済学部経営学科の四回生十四人が協力し、ＪＲ三

ノ宮駅前や神戸ハーバーランド、南京町・長安門前など五カ所で実施。料理店

でのサービスや品ぞろえ、景観など十七項目を尋ねた。同会の曹英生幹事長（４

５）は「南京町を訪れたことがない人や嫌いな人の意見も聞き、より魅力ある

まちづくりに生かしたい」と話している。 

 

 

 

③「中央区 地元商店主ら 神戸空港 開港に商機あり！南京町 集客策

探れ サービスや景観など 大規模アンケート」（H17.11.19 神戸） 
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阪神大震災（９５年）からの神戸港復興を掲げて９７年に運航が始まったミュ

ージック・グルメ船「コンチェルト」の累計乗船客数が２６日、就航から約１３

年で３００万人を突破した。 

 ３００万人目となった大阪府箕面市の小学２年、西浦花織さん（７）は同船の

三石孝船長や運航する「神戸クルーザー」の南部真知子社長から花束や記念品を

渡されると「乗って良かった。船の上で食べる料理が楽しみ」と笑顔を見せた。 

 同船はジャズやクラシックの生演奏や中国料理などが魅力。１日４便運航し、

神戸港から明石海峡大橋付近までを巡る。３００万人突破を記念して７月１日～

３１日に限り、通常は１人２１００円の乗船料をペア３０００円（ワンドリンク

付き）の特別料金にする。 

 

 

 

 

④「ミュージック・グルメ船：「コンチェルト」乗船客、３００万人を突

破」（H22.6.27 毎日） 
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ドラッグストア好調／百貨店振るわず 

 多くの中国人観光客を乗せた大型客船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」が６

日、神戸港に入港する。先月初めて入港した際の乗客は３５００人と神戸に来た

クルーズ船では過去最大。年内にさらに２回寄港する予定で、関係者は「中国人

特需」を期待する。大阪市も大型客船の誘致組織を３日設けた。ただ初回の乗客

の上陸後の消費行動を見る限り、現実はそう甘くない。 

 「１００円ショップはどこですか」。ボイジャーが寄港した７月９日。神戸・三

宮のアーケードに神戸市が配置した「おもてなしコンシェルジュ」の一人は送迎

バスを降り立った中国観光客を慌てて近くのダイソーに案内した。「てっきり百貨

店に向かうと思っていた」と困惑気味だった。 

中国語要員１０人 

 ７月のクルーズは、上海を出発して１週間をかけて神戸、長崎、韓国・済州島

を経て上海に戻るコース。乗客の８割強は中国本土からだ。 

 中国系の旅行会社、ジャパンホリデートラベル（大阪市）は神戸港に到着した

乗客を対象に観光ツアーの参加者を募集。三宮や元町の繁華街での買い物を中心

に据えたツアーにはバス２３台分の参加があった。百貨店前でバスを降り、自由

に買い物してもらった。 

 大丸神戸店は特設の免税カウンターに中国語を話すスタッフら１０人を配置。

高額品の購入を見込んだが、結果はやや拍子抜け。同店で買い物をしたのは１５

００人の入店客の１割ほどにとどまった。売れたのはモモや干物、菓子といった

食品が中心で時計やバッグなど高額品は伸び悩んだ。 

 一方、中国人客でごった返したのがドラッグストア。三宮のコクミンの店舗は

午後４時ごろから２時間、４台のレジがフル稼働状態に。通常の売り上げは１時

間５万～７万円ほどだが、この日は同７０万円を記録した。 

 同店は品ぞろえで中国シフトを敷いた。中国人客が多い大阪・心斎橋の店舗の

ＰＯＳ（販売時点情報管理）データを用い、目玉商品として「肌美精うるおい浸

透マスク」２種類を店頭に各５０個積み上げて集客した。 

 「スマホやｉＰａｄを見せ、欲しい商品を指名買いする。エリア最安値も知っ

ている」（小野芳彦エリアマネージャー） 

財布のひも固く 

 ただ、こうした店は例外だ。中国語のマップ４０００枚を作った神戸・三宮セ

ンター街１丁目商店街振興組合の土井一三氏は「ドラッグストアと１００円ショ

ップ、低価格アクセサリー店のほかは目立った集客がなかった」と振り返る。 

 クルーズ料金は１週間で１０万円を切る価格帯からあり、「中間層より上だが富

裕層ではない」（神戸市）という乗客の財布のひもは固かった。 

 乗客は必ずしも寄港地でお金を落とすとは限らない。娘、孫など家族７人でク

ルーズに参加した上海在住の６０代男性は「翌日は大阪に行く」と話した。日本

⑤「大型客船、誘致効果は？――「中国人特需」は限定的、有効性の検証

必要」（H24.8.4 日経） 
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で１２年暮らした娘の案内で観光しつつ買い物を楽しむという。 

 実際、船で神戸の夜を過ごした翌日、中国人団体客はバスツアーで大阪に向か

った。全ツアーに組み込まれた心斎橋では免税店にも立ち寄った。 

 神戸市はボイジャーの誘致に当たり、米国の運航会社の視察を受け入れて港湾

設備を説明。マイアミで開かれたクルーズのコンベンションにも参加して情報を

提供した。 

 一方、大阪市は昨年来、ボイジャーを大阪港に誘致したが、官民一体で取り組

んだ神戸市に敗れた経緯がある。このため３日に官民組織を設立し、誘致活動を

強化する。 

 神戸市は前回の寄港について「観光やグルメ、買い物を楽しめる街という発信

はできた」（みなと総局振興課）と総括するが、地元商業者と７月２７日開いた会

議では「高額品が期待したほど伸びなかった」（百貨店）といった指摘もあった。 

 誘致を目指す自治体の競争は激しさを増すばかりだが、活動が思惑通りの効果

をもたらすのかをよく検証する必要がありそうだ。 
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神戸ハーバーランド（神戸市中央区）に来春オープンするアンパンマンのテー

マパーク「神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール」の概要が発表された

＝イラストは完成予想図（（Ｃ）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ）。

アンパンマンの世界を体験できるミュージアムと、オリジナルのグッズ類をそろ

えたショッピングモールを計画し、来年４月１９日に開業予定。昨年の東日本大

震災で子どもたちに希望を与えたヒーローが、阪神大震災（９５年）からの復興

が進む神戸でも、夢と勇気を伝えていく。 

 施設は地上３階建て、延べ床面積約５６００平方メートル。２階のミュージア

ムでは、アンパンマンのまちのジオラマや、アンパンマンのキャラクターが登場

するステージなどを設ける。ショッピングモールは１階に配し、キャラクターの

形をしたパンの店やオリジナルメニューのレストラン、記念写真が撮れる写真館

など２０店舗以上をそろえる予定だ。 

 ハーバーランドの遊園地「モザイクガーデン」の跡地に建設され、全国では、

横浜（０７年）▽名古屋（１０年）▽仙台（１１年）――に続く４カ所目で、西

日本では初めて。ミュージアムのみ有料で入館料は１５００円。入館者数は初年

度で年間６０万人を想定している。 

 ミュージアムの館長に就任予定の宮本洋さん（３８）は今年７月まで仙台のミ

ュージアムに勤務していた。仙台は昨年４月に開館予定だったが、東日本大震災

で施設のガラスが割れるなどの被害を受け、３カ月後の同７月に延期。それでも、

ミュージアムに訪れた子どもたちはアンパンマンの世界に触れ、「夢と勇気をもら

って元気づけられた」と笑顔を見せてくれたという。宮本さんは「阪神大震災を

被災した神戸でも、アンパンマンの夢と勇気をミュージアムに来られた皆さんに

お伝えするお手伝いをしたい」と話した。 

 

 

⑥「アンパンマンこどもミュージアム：神戸に夢と勇気を ショッピング

モール併設、ハーバーランドに来春開業」（H24.8.20 毎日） 
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主要テナントの撤退が相次いだ神戸市中央区の神戸ハーバーランドに１８日、

新たな商業施設「ｕｍｉｅ（ウミエ）」が開業した。３０代のファミリー層を狙い、

手頃な価格で人気のファストファッションや大型書店、レストランなど２００店

余りが入る。開店時には約１５００人が詰めかけた。運営主体のイオンモールは

年間１５００万人の来客を見込む。 

 ファストファッションの代表格で、神戸初出店となるスウェーデンの「Ｈ＆Ｍ」

や米国の「オールドネイビー」などがそろう。ハーバーランドは１９９２年に街

開き。西武百貨店や阪急百貨店、ダイエーなどが出店したが、昨年３月までに３

店とも撤退した。 

 

 

 

⑦「「ウミエ」開業、港町に新風 神戸ハーバーランド」（H25.4.18 朝日） 
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◆関係者ら活性化期待 

 神戸市中央区の神戸ハーバーランドに１８日開業した複合商業施設「神戸ハー

バーランドｕｍｉｅ（ウミエ）」。ミナト神戸の活気を取り戻す起爆剤として、関

係者らの期待は高まっている。（畑中俊、中谷圭佑） 

 この日午前９時からの記念式典では、矢田立郎・神戸市長や運営主体のイオン

モールの岡崎双一社長らがテープカットし、門出を祝った。岡崎社長はその後の

記者会見で、「『神戸の顔』として魅力的なものになった」と胸を張ったが、「再び

下降線をたどらないよう、足しげく通ってもらえる仕掛けを考えたい」と課題に

触れることも忘れなかった。 

 開業初日の来場者数は約７万７０００人と上々の滑り出し。神戸市内初出店の

ファストファッション店「Ｈ＆Ｍ」（ヘネス・アンド・マウリッツ）では、１７０

０平方メートルの広い店内が買い物客で混雑する盛況ぶり。Ｈ＆Ｍジャパンのク

リスティン・エドマン社長（３７）は「ファッションに敏感な人が多い神戸は市

場として重要。ほかのブランドとともに街を盛り上げたい」と意気込む。 

 開業当初からハーバーランドに出店している出石そば店「花水木」の運営会社

の大橋伸人部長（４６）は「阪神大震災以降、売り上げの落ち込みが続いていた

が、ようやく人が戻ってきたと感じる。子ども連れが増えることで、三宮や元町

とは違う街の魅力を作れるのでは」と期待する。 

 周辺の商店街なども「ウミエ」開業効果に期待する。 

 元町の南京町商店街振興組合の曹英生理事長（５６）は「ハーバーランドの活

性化で神戸全体のブランド力が高まる。ウミエで買い物をした後、南京町でおい

しい中華料理を食べてもらえれば」と話した。 

 今後の課題はやはり集客力の維持だ。神戸の歴史に詳しい田辺眞人・園田学園

女子大名誉教授（歴史学）は「一時的に集客は増えるだろうが、消費増が見込め

るわけではない。客足を途絶えさせないために、足を運んでもらえるイベントを

催すなど、リピーターを確保する工夫が求められる」と指摘する。 

     ◇ 

 「ウミエ」には売り場面積約８万５０００平方メートルに、計２２５店舗がひ

しめく。 

 目玉は、林立したファストファッションの有力ブランド店だ。「Ｈ＆Ｍ」をはじ

め、スペインの「ＺＡＲＡ（ザラ）」、米国の「ＧＡＰ（ギャップ）」「オールドネ

イビー」、日本の「ユニクロ」も加わる。 

 神戸初出店の店舗が多いのも特徴で、店内にカフェスペースを備えた大型書店

「大垣書店」や、円谷プロダクションのオフィシャルショップ「ウルトラマンワ

ールドＭ７８」など計４０店に上る。 

 

 

⑧「ハーバーランド ｕｍｉｅ 初日７万７０００人 神戸初出店多く」

（H25.4.19 読売） 
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神戸港の遊覧船ファンタジー号 客室改装しカフェに １日まで限定の足湯も 

 神戸港を巡る遊覧船「ファンタジー号」（１５２トン）が、２階客室を約３０席

のカフェに模様替えした。さらに８月１日までの期間限定で、２階後部デッキに

有馬温泉から運んだ足湯も設置。「より快適なクルーズを」とＰＲしている。 

 同号は、船長や機関長などスタッフのほとんどが女性。「ゆったりくつろげるク

ルーズ」を目指し、趣向を凝らした。 

 小型テーブルやソファを並べたカフェは、コーヒー、紅茶のほか、神戸ワイン

などのアルコール類、かき氷、神戸ゆかりの洋菓子を用意。平日午後４時出港の

便は乗船券にワンドリンクが付く。 

 足湯は、有馬温泉観光協会との企画で、川辺に座敷を設ける「有馬涼風川座敷」

（９月１日まで）のＰＲも兼ねて設置。幅１９０センチ、奥行き９０センチあり、

スタッフが毎朝くんで来る金泉は、海水より塩分濃度が高く、体を芯から温めて

くれる。 

 大人１２００円、中高生千円、小学生５００円。 

 

 

 

⑨「神戸港の遊覧船ファンタジー号 客室改装しカフェに １日まで限定

の足湯も」（H25.7.30 神戸） 
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１．神戸ポートタワー、神戸海洋博物館 

訪問日：平成 26 年 2 月 19 日（水） 

訪問先：（一社）神戸港振興協会（両施設の運営主体） 

・umie、アンパンマンこどもミュージアムができた時には、神戸ポートタワーや

神戸海洋博物館への来訪客が増えることを期待したが、結果的には特に増えな

かった。umie やアンパンマンこどもミュージアムと神戸ポートタワー等では客

層が異なるようだ。現在に至るまで、ハーバーランド方面とメリケンパーク周

辺との回遊性はあまりないのが現実である。 

・以前は MOSAIC 前に観光船が接岸していたが、現在は運航していない。これが

再び運航されると、神戸ポートタワーやその周辺エリアでの集客増が期待でき

る。 

・神戸ポートタワーの開業当初は、年間に約 90 万人の来訪者があったが、その

後 50～60 万人となり、現在は 30～40 万人程度で推移している。 

・神戸港に海フェスタなどのイベントで帆船が集まれば、神戸港エリアにかなり

の集客が期待できる。メリケンパークも公園だけでは集客に限界があり、イベ

ント等を企画するなど、集客に向けた仕掛けが必要である。 

・平成 18 年にカワサキワールドが神戸海洋博物館の中にできたことにより、こ

の周辺の年間来訪客数は、10 万人から 20 万人に増加した。カワサキワールド

は根強いファンが多く、展示内容も頻繁に更新しており、集客力のある施設で

ある。 

・神戸港にはクルーズ客船が年間約 110 隻入港しているが、目標は年間 150 隻で

ある。「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」のような大型クルーズ客船になると

約 3,000 人の船客が乗っているが、それに加えて約 1,000 人の乗組員が乗って

おり、クルーズ客船の寄港による経済効果は、上陸する船客だけではなく上陸

する乗組員によってももたらされる。神戸市客船誘致協議会では、クルーズ客

船の船客・乗組員を対象に、神戸大丸までシャトルバスを運行している。 

 

２．神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

訪問日：平成 26 年 2 月 24 日（月） 

訪問先：神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

・年間を通じて、当ホテルの宿泊客は観光や余暇のためのご利用（レジャー需要）

が多い。外国人については台湾が多いが、宿泊客全体の 1 割程度。中国人は少

ない。中国人観光客は富裕層と低額利用層に分かれ、当ホテルの利用額に相当

する客層が少ないからだと思われる。初訪日の外国人は、大阪着で京都を巡り、

東京から帰るパターンが多いのではないか（2 度目以降の来日のゲストが、神

戸や姫路などに足を伸ばしてみられる傾向があるように思う）。 

・宿泊者は当ホテルのロケーションを評価している（特にベイエリアの夜景）。

港に立地しながら、山も見えることに驚く人が多い（横浜との眺望の違い）。 

・以前に東京で 20～30 代の女性 40 名に神戸に関する意識調査を実施したことが

Ⅱ．ヒアリング記録                         
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ある。全員、神戸はお洒落、スイーツ、みなと、夜景がきれいといったステキ

なイメージを持っているが、実際に行ったことがある人は数人しかいなかった。 

・当ホテルをネットで検索した人のキーワードを見ると、「ハーバーランド/ホテ

ル」というものが多く、「メリケンパーク/ホテル」というキーワードはあまり

見られないことから、ハーバーランドに比べてメリケンパークの認知度は低い

と思われる。 

・宿泊客は１泊がほとんどであり、連泊して足を延ばす人が少ない。姫路や六甲

山、有馬などへは当ホテルから遠いと思っている人が多く、当ホテルのスタッ

フが実は近くてこのくらいの時間で行けますよということをお伝えすると驚か

れる。 

 

３．神戸ハーバーランド 

訪問日：平成 26 年 2 月 24 日（月） 

訪問先：神戸ハーバーランド(株) 

・平成４年の開業当時は、周辺道路が渋滞するほどの集客状況であったが、その

後来訪者数は減少してきていた。平成 25 年４月に umie ができたことで再び来

訪者数は増加したが、開業当時に比べるとまだ少ない。 

・駐車場は休日で１日に約１万台の利用があり、ほぼ満車状態であることが多い。

自動車 1 台あたり 3 人乗車しているとすれば、約 3 万人が自動車で来訪してい

るということになる。自動車利用が全体の 1/3 とすれば、全体で休日１日あた

り約 10 万人が来訪していると推定できる。 

・ハーバーランドの従業員数は約 1.2 万人。このうち事務に従事している者は約

半分で、これらの者は土日休みとなっている。 

・umie は年間 1,500 万人の来場目標を既に達成している。 

・神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールは年間２５０万人の来場目標を

既に達成している。 

 

４．神戸ハーバーランド umie 

訪問日：平成 26 年 2 月 19 日（水） 

訪問先：イオンモール(株)（umie の運営主体） 

・NORTH MALL・SOUTH MALL と MOSAIC では客層が異なり、NORTH MALL・SOUTH MALL

は買い物を主目的とした近隣住民の来訪が多いが、MOSAIC は観光客の来訪が多

い。このような性質の違いから、お客様は NORTH MALL・SOUTH MALL と MOSAIC

のいずれかにしか行かず、相互間の行き来は少ない。 

・平成 25 年 4 月にオープンしてから今年３月で 1 年になるが、年間来訪者数は

推計で約 1,800 万人である。 

・umie までの交通手段は、鉄道が約 4 割、自動車が約 4 割となっている。 
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５．神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール 

訪問日：平成 26 年 2 月 24 日（月） 

訪問先：神戸アンパンマンこどもミュージアム 

・平成 25 年４月のオープンから 12 月末までで、来訪者は約 73 万人であった。

これは２階のミュージアム（有料部分）の入場者数で、１階のモール（無料部

分）を合わせれば約 2.5～3 倍（200 万人以上）が全体の来訪者数であると推定

される。  

・年間来訪者数の目標は 60 万人であったので、既に目標は達成した。 

・来訪者の居住地は兵庫県・大阪府で 7 割前後を占めている。あとは関西他府県

と西日本各県で半分ずつである。 

・外国人はアジアからの観光客がツアーの途中でモールに立ち寄る程度で、ミュ

ージアムに入館する人はまれである。来訪者全体に占める割合も低く、1 割以

下である。 

・平日と休日の来訪者数の差は少なく、平日でも来訪者は多い。連休になると

30～40 分待ちとなることもある。 

・来訪者の 8～9 割の人たちがミュージアムを主目的として来訪しており、umie

に観光などで来てミュージアムに立ち寄るというのは 1 割以下ではないか。最

初にミュージアムに来て、その後夕方のイベントまでモザイクで過ごし、また

再入場する人たちもおり、その場合滞在時間は 4～5 時間程度ということにな

る。 

・夕方になると来訪者はぐっと減る。17 時 30 分からのイベントを見てモールな

どで夕食を食べて帰る、というのが夕方の来訪者のパターンである。 

・来訪者の半分以上がリピーターであり、ミュージアム部分だけ見ても 2～3 割

がリピーターである。 

・来訪するきっかけとしては、ママ友の口コミが大きい。１階のモールはお金を

使わなくても過ごせるので、公園感覚で来られる方も多い。週に 4 日以上来て

いる方もいると聞いている。そういう意味では、この施設が小さい子供の公園

デビューの場という役割も担っている部分もある。  

・神戸のミュージアムは、横浜、名古屋（桑名）、仙台に続く４つ目としてオー

プンしたが、観光地での初のオープンとなる。今までのピークは 3 万人/日（モ

ール）で、広場はすれ違いも難しいほどの混雑であった。 

・神戸市やエリア内施設とは開業当時から良好な連携関係を築いており、今後も

引き続き連携を深めていきたい。神戸市が目指している観光振興にも貢献して

いきたい。 

・団体ツアーでも神戸観光の一つに組み入れられており、昼食を食べてミュージ

アムやモールでしばらく過ごす、というツアー客もけっこういる。 

 

６．神戸元町商店街 

訪問日：平成 26 年 2 月 24 日（月） 

訪問先：神戸元町商店街連合会事務局 

・元町商店街の来訪者全体の 2～3 割は観光客である。他の商店街に比べて観光
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客の割合は高いと思われる。 

・神戸市民は、市外から人が来ると、神戸の歴史を感じさせる古い商店街がある

ということで、元町商店街に連れてくる。みなと元町タウン協議会で制作した

「港町の歴史を歩く地図」は好評である。 

・以前は神戸港に外国からのクルーズ船が着いたとき、乗客の半分は京都・大阪

に行き、残り半分は船に残っているという状態だった。なんとか神戸市内にも

来てもらおうということで、５年前から港と神戸大丸の間に 20 分間隔でシャ

トルバスを運行させたところ、これに乗客以外の乗組員も乗って市内に来るよ

うになった。 

・元町商店街はけっこう外国人が歩いているが、最近はアジアの人が多くなった

ので、以前ほど外国人が来ている雰囲気は感じられない。タウンガイドに外国

人の案内をお願いしており、外国人観光客には喜ばれている。 

・外国人がシャトルバスで神戸大丸までくると、降りたところの近くにはシティ

ループバスが走っているので、市内を観光したい人はそれに乗り、市内を 1 時

間回ってから元町商店街を 1 時間歩くコースができる。アジア以外の外国人は

何もしないでゆっくりしたいという人が多いが、元町商店街としては商店街を

歩いてもらった上で買い物もしてもらうような仕掛けを考えていきたい。 

 

７．南京町 

訪問日：平成 26 年 2 月 20 日（木） 

訪問先：南京町商店街振興組合事務局 

・平成 25 年度は歩行者数の実査を実施した。実施時期は 1 月と 7 月の平日（月

曜日）及び休日（日曜日）の計４日間で、その結果は 1 月の平日が 0.9 万人、

休日が 2 万人、7 月の平日が 1 万人、休日が 2 万人となっている。 

・南京町の通りには屋根がないため、来訪者数は天候に左右されるところが大き

く、特に夏は来訪者数の伸びが鈍化する。 

・昼間の来訪者数は多いが、夕方以降は少ない。店舗の営業時間は、物販は 10

～11 時から 18 時～20 時まで、飲食は 11 時 30 分から 20～21 時までというと

ころが多い。 

・年間の来訪者数は、年によって大きな変動はない。一年の中では春と秋が他の

季節に比べて来訪者数が多い。 

・売上は年々減少している。以前はバスの団体客がお土産を中心にけっこう買い

物をしてくれていたが、最近は以前ほどは買わなくなった。 

・観光バスは港側の駐車場に駐車しているが、駐車場に行く前にお客さんを南京

町東側の長安門前で降ろす場合が多い。警察からはお客さんを駐車場で降ろす

よう指導されているが、高齢者などが港から国道 2 号を横断して南京町まで移

動するのは厳しいという声もあり、なかなか改善されていない。駐車場から南

京町まで移動する途中が退屈という意見も聞かれる。 

・神戸港に寄港するクルーズ客船の乗客の来訪もあるが、欧米人は来ても買い物

しないし、中国人はそもそも南京町には来ない。 
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８．旧居留地 

訪問日：平成 26 年 2 月 20 日（木） 

訪問先：旧居留地連絡協議会 

・来訪者数は、１０年前に比べて徐々に増加している。現在は休日で１日に 2 万

人くらいではないか。３年前にオリエンタルホテルができたことも旧居留地へ

の来訪者数の増加につながっている。 

・旧居留地内のブランド店は、一部の大きいところを除いて神戸大丸が１０年ほ

ど前から誘致してきた店舗で、結果として、集客力が増し、以前に比べて旧居

留地地区への来場者が増えている。 

・神戸市立博物館で目玉となる展示が開催された時の旧居留地への来訪者は多い。

現在開催されているターナー展や、平成 24 年 9 月～平成 25 年 1 月のマウリッ

ツハイス美術館展が開催された時はかなりのお客さんが旧居留地に来ている。

ただし、旧居留地内に飲食店が少ないこともあり、それらのお客さんが旧居留

地全体を回遊しているかは分からない。 

・買い物目的で来訪する人が多いので、旧居留地までの交通手段は自動車が多い

と思われる。 

・国道 2 号を横断して港から旧居留地に来る人はほとんど見たことがなく、国道

2 号を挟んだ南北で人の移動はあまりないと思われる。同じ国道２号より北側

の元町商店街や南京町と旧居留地との間の回遊はある。 

・昼間はけっこう人が歩いているが、夜になると人通りは少なくなる。 

・外国人の来訪客は少ない。特に欧米人にはある意味当たり前の風景であり、異

国情緒では欧米人にアピールできない。 

・クルーズ客船の乗客がこのエリアに来るというのはあまりない。 

・神戸市が展開している「おとな旅・神戸」における旧居留地の街歩きは、普段

入れない建物内に入れるということもあり、人気がある。さらなる集客のため

には、このように何か仕掛けをする必要がある。 

・建物のライトアップは東日本大震災で自粛していたが、最近はまたご協力いた

だける建物から順次再開している。 

 

９．神戸市立博物館 

訪問日：平成 26 年 2 月 20 日（木） 

訪問先：神戸市立博物館 

・年間の来訪者数は、その年の企画展の内容によって大きく変わる。季節によっ

ても変動する。  

・１日単位で言うと、来訪者数のピーク時間帯は 10～11 時台と 15～16 時台であ

る。 

・この博物館は市街地のまん中にあるが、これは他の博物館にはあまり見られな

い。他の博物館はそれだけを目的に来るお客さんが多いが、この博物館の場合

には他の目的のついでに来館する人もいる。 

・建物正面をライトアップしている。 

・来訪者の利用交通手段は、ＪＲが 3 割、阪急又は阪神が 3 割、バスが 1 割、自
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動車が 1 割となっている。 

・観光バスで来る場合は、建物正面でお客さんを降ろし、中突堤の駐車場に停め

る。 

 

１０．神戸華僑歴史博物館 

訪問日：平成 26 年 2 月 20 日（木） 

訪問先：神戸華僑歴史博物館 

・昭和 54 年にオープンした日本で唯一の華僑の歴史に関する博物館であり、来

訪者数は年間約 2,000 人（日本人が中心であり、中国人はほとんどいない）で

ある。採算の関係もあり、平成 25 年から土日・祝日を休館としている。 

・観光目的で神戸に来るお客さんが来訪することは少なく、国際理解や人権教育

等の目的で、先生に引率された学生・生徒が来る、ということがけっこうある。

２階の博物館以外に 10 階には資料室があり、研究目的での来訪もある。  

・平成 19 年 9 月に神戸で開催された華商大会で、この博物館は全国の関心を集

めたが、この博物館の性格上来訪者数が増えたということはなかった。 

 



資料－18 

＜ヒアリング先に配布した協力依頼状＞ 

 

神戸臨海地区周辺エリアの来訪者数等把握について 

調査（ヒアリング）への協力依頼 
 

 国土交通省神戸運輸監理部では、神戸臨海地区周辺エリアの集客力向上及び地域活性化を目

指し、地域の関係者の方々と協力し、関係者が一体となってみなとまち神戸の魅力の再発見と

磨き上げを行い、磨き上げた魅力に基づいた観光振興施策を実施するための検討を行っていま

す。 

 このたび、この施策検討の一環として、みなとまち神戸に来訪される方々の実態を把握する

ことになりました。下記の項目について情報を収集し、実態を踏まえた課題を明らかにしたう

えで、今後の施策検討に活用したいと考えております。 

 ご提供いただいた情報は、他の目的では使用致しません。また、資料化する際には数値をエ

リアで合計するなどして、個別企業名等は公表しません。 

 以上の目的をご理解いただき、情報提供にご協力いただけましたら幸いです。 

 ご協力いただけます場合は、後日、日程調整のうえご訪問させていただきますので、その節

はよろしくお願い申し上げます。 

 

■ご提供いただきたい、お聞きしたい情報 

①貴施設への来訪者（利用者）数  

過去 5 カ年程度（月別、年合計値） 

②来訪者（利用者）の特性 

  貴施設で来訪者特性を分析された結果、分析資料等 

  来訪者（利用者）の性別・年齢・職業・居住地、来訪目的・利用交通手段、感想・意見等

がわかるもの 

③みなとまち神戸の観光振興について 

  貴施設が認識されている課題やお考えの対応策 

  国の観光振興策に期待すること  等 
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１．インバウンドモニターツアーの概要 

（１）ツアー実施日 

第 1 回 平成 25 年 12 月 14 日（土）16 時～ 

     参加人数：26 名（男性 16 名、女性 10 名） 

第 2 回 平成 26 年 2 月 1 日（土）11 時～ 

参加人数：45 名（男性 16 名、女性 29 名） 

 

（２）参加者の出身国 

第 1 回： アメリカ、イギリス、ドイツ、セルビア、アイルランド、オーストラ

リア、ベネズエラ、中国、韓国、台湾、シンガポール、インド、タイ、ベ

トナム、インドネシア、フィリピン、トリニダードトバゴ 

第 2 回：アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、ジャマイ

カ、中国、韓国、台湾、インドネシア、タイ、フィリピン、セルビア 

 

（３）コース 

第 1 回：神戸駅⇒乙仲通り⇒神戸港（夜間クルージング、夜景を見ながら軽食） 

 

第 2 回：元町駅⇒南京町⇒神戸港（夕方クルージング、市街地・山並み・明石

海峡大橋を見ながらティーパーティ） 

 

２．アンケート結果から浮かび上がった課題の概要 

（１）第 1 回ツアー 

＜観光地の知名度と期待＞ 

・神戸市の観光地で知っているのはハーバーランド、南京町で、このうち行って

みたいのは夜景スポット、ハーバーランドであった。 

・観光地での行動は、飲食とクルージングが多く、友達・恋人・家族と一緒に行

きたいという意見が多かった。 

・観光地の魅力については、都会的でおしゃれという意見が多く、足りないのは

観光情報と休憩施設であった。 

＜街歩き＞ 

・駅から港までは歩きやすいが退屈であったという指摘があった。 

Ⅲ．インバウンドモニターツアー                    



資料－20 

＜クルージング＞ 

・景色が素晴らしく、サービスにも満足したという意見が寄せられた。 

＜その他全般＞ 

・観光情報は半数以上の人がインターネットから入手しており、約 7 割の人がそ

の内容に満足していた。 

・おすすめのコースがあればそれが参考になるという意見があった。 
 
 

（２）第 2 回ツアー 

＜観光地の知名度と期待＞ 

・神戸市の観光地で知っているのはハーバーランド、南京町で、このうち行って

みたいのは夜景スポット、神戸港クルーズであった。 

・観光地での行動は、ショッピングと思い出づくり、友達・恋人・家族と一緒に。 

・観光地の魅力は、おしゃれ、ロマンティック、足りないのは休憩施設。 

＜街歩き＞ 

・駅から港までは歩きやすく街並みがきれいだった。 

＜クルージング＞ 

・景色が素晴らしい、サービスにも満足、英語の表記がほしい。 

＜その他全般＞ 

・街中に休憩施設がほしい。 

・ハーバーランド、メリケンパークをじっくり見たい。 

 

３．第 1 回ツアーの集計結果（サンプル数 27 ） 

 

質問１：性別 

 

図３.１ 性別 
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質問２：年齢 

 

図３.２ 年齢 

 

 

 

 

質問３：職業 

 

○その他（Teacher ３人、ALT (外国語指導助手) ２人） 

 

図３.３ 職業 

 

 

 

質問４：お住まい 

 

○その他 （京都 3 人、奈良 1 人） 

 

図３.４ お住まい 
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質問５：日本国内での生活 

  

図３.５ 日本国内での生活 

 

 

質問６：神戸市の観光地のこと 

  

図３.６ 神戸市の観光地のこと 

 

 

質問７：行ったことがある神戸市の観光地 

   
○その他 （三宮 ２人、元町 １人） 

 

図３.７ 行ったことがある神戸市の観光地 
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質問８：行ってみたい神戸市の観光地 

   

○その他 （三宮 ３人） 

 

図３.８ 行ってみたい神戸市の観光地 

 

質問９：神戸市の観光地で何をしたいか？ 

   
○その他 （Work 7 人、Live here 1 人、Friends 1 人） 

 

図３.９ 神戸市の観光地で何をしたいか？ 
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質問 10：神戸市の観光地に誰と行きたいか？ 

  
○その他 （一人旅、a Kobe citizen） 

 

図３.10 神戸市の観光地に誰と行きたいか？ 

 

 

質問 11：神戸市の観光地をイメージした言葉 

  
○その他 （clean not crowded、concrete jungle、Mix culture、Hard） 

 

図３.11 神戸市の観光地をイメージした言葉 
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質問 12：神戸市の観光地に足りないのは？ 

  

○その他  

 

・日本語以外の観光情報 

・Attractions 

・Trash/rubbish bins 

・night life 

・traditional Japanese Culture（tea ceremony など ） 

 

図３.12 神戸市の観光地に足りないのは？ 
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質問 13：神戸市の観光情報はどこで入手するか？ 

   

図３.13 神戸市の観光情報はどこで入手するか？ 

 

 

 

質問 14：入手した観光情報に満足しているか？ 

   

 

○不満な点 

 

・hand made の雑貨エリアの情報が少ない 

・I haven't gone to an office 

・More food information 

・English signboard 

・I didn't really receive any information 

 

図３.14 入手した観光情報に満足しているか？ 
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質問 15：どのような観光情報を入手したいか？ 

 

・地図、人気 food スポット、文化体験できる店 

・English and Thai speaker 

・Relax 

・1-day or 3-day trip plan for foreigners 

・booklet with neighbourhoods + MAPS 

・More information on transportation 

・A map of Otsunaka street in English, hiking course information in English 

・Kobe night life 

・Love hotels ! 

・More info in English 

・a list of strange /cute/ weird cafes and hotels(love hotels) 

・Details an shops/list by category 

・食物 

・food/Restaurant, place for sight seeing 

・Kobe Map (All city) 

・More beautiful night view 

・Festival and event information 

・night life, good cheap restaurant 

・galleries, night clubs 

 

 

 

質問 16：今回のツアーに満足したか？ 

 

 

○不満な点 

・何を見て欲しいのかが分からない 

・no guide for information。not enough time ! 

・what were we supposed to see? 

・Tour implies some information about the area will be given 

・No explanations given. No verbal information given 

 

図３.15 今回のツアーに満足したか？ 
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質問 17：神戸駅からこの乗船場までの街歩きは？ 

 
○その他 5 人 

 

・backstreets area it too interesting, not that far 

・Not clear where the major shopping area are 

・No 電柱、キレイ、大阪と違う 

・cute shops but…かんこうのためあまりおもしろくないと思う。 

 

図３.16 神戸駅からこの乗船場までの街歩きは？ 

 

 



資料－29 

質問 18：神戸駅から歩いた街中で気に入った場所はあったか？ 

 

・Vintage clothes shop（かわいい外観） 

・栄町ビル、伊藤ビル（hand made 雑貨がいっぱい。神戸らしい） 

・china town（many foods、Interesting view、Fun, bright, lovely, full of 

people、Culture、Light,galls） 

・Haberland（good view） 

・Some coffee shop（Simple compared to Starbucks & Tully's. I think people 

would appreciate it's simplicity） 

・A few cafes looked cute（Homey brick & wood structures appeal to me） 

・A yakiniku place（I was hungry & yakiniku is novel） 

・Gravity café（Interesting décor inside unique、nice atmosphere、beautiful 

atmosphere, good music、so many plants、おしゃれでおもしろかった） 

・"Gravity" was a beautiful café with plant décor.（"Ajiich" had beautiful 

wooden interior, and we could cook on the table） 

・Stores（Article） 

・some pretty café and vintage store and so on（That's pretty and cute） 

・shops（I love shopping） 

・Hotel J Rose 
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質問 19：ファンタジーで印象に残ったこと（船のサービス、クルーズのコース、

船上からの夜景等） 

 

・船上の夜景がきれい、料理がサンドイッチばかりで、すこしデザートのバリ

エーションがほしい。ドリンクはなんでもおいしかった。 

・夜景がきれいだった。ロマンチック、wine がおいしい 

・nice view, nice atmosphere 

・Good 

・Good foods Good service the view from the ship was really 

・very neat ship , nice staff, trip not too short, not too long, nice food! 

・It is very nice 

・Good food & service, Thankyou! This is a relaxing cruise. I wish the 

brochure were in English! 

・I have good memory, thank you so much 

・Lovely views, Great sandwiches! 

・The service and food were very good.   

・The food, drinks, and décor were highly satisfying. The "fantasy" pamphlet 

was in Japanese cruises accompanied by English tour info would be good 

for tourists. The cruise schedule board is in Japanese 

・Excellent service. Friendly staff 

・Scenic, good drinks, pleasant friendly see 

・Really nice, but hard to see things at wight 

・very scenic, beautiful sight of town 

・Scenic view MCE ! Good Food! 

・very good 

・The opposite site of Mosaic view. It is first time to see it. On the 

on-board. That's really great and fantastic. 

・Great view, very helpful service. Met nice people 

・Graet service and good food 

・Absolutely beautiful view, great food, great service. 

でも飲み物のお持ち帰りはどう？ 

・so amazing !!! 

・めっちゃいいけしき!! 

・Good service! Nice view! 
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■皆さんの国から神戸市へ観光で来てもらうためには何が必要か？神戸市は皆

さんの国にどのようなことをアピールしたらいいか？ 

 

・アピール所：かわいさ、おしゃれさ（インテリアショップ、レストラン、ラ

イトアップ） 

必要な所：おすすめのコースみたいなものがあれば、それを参考にしながら

観光できそう。はじめから観光計画を立てるのはむずかしい。 

・観光情報は他の国の言葉がもっとあれば助かります。 

・Fantasy is good for party with friend 

・Romantic 

・Thank for this trip 

・If possible have a place where restaurants cooking different foods from 

different countries, the idea of stamp rally would also a good idea.Foods 

from different part of Hyogo can also be introduced in some restaurants 

in Kobe 

・tell people to come to this area for a whole day to explace all the tiny 

shops with art/crafts etc. It's so interesting. I didn't know about this 

place. Thank you for a good time 

・I think food is what Americans most associate with Kobe. Kobe-gyu guides 

and information would be very popular 

・It'snt be nice to get a list of English-menu restaurants serving food 

that is unique or difficult to understand for an outsider (like 

shabu-shabu or other foods cooked at the table).I had hoped for a tour 

a time when you would give me information about the history, culture & 

development of the city. I wish I know more 

・Cooking on the table would be illegal in the U.S. so it is fun for us. 

But it is scary due to the menu being difficult and the situation being 

unfamiliar. Please give English maps next time. Where could I go to 

experience something "Japanese"? Like a tea ceremony. I was very upset 

when Harborland changed from romantic to childish. (Anpanman museum 

changed the atmosphere) 

・Special food that can only be found in Kobe 

・More boat tour (further) cruising tour Kobe ⇒ Yokohama 

・China town Fantasy 

・Maybe the first thing is night view of Kobe port. It is very beautiful 

and romantic and later. I want to see Luminarie in Kobe 

・Kobe is already welcoming to tourists. I really appreciate the bilingual 

signs! So helpful. I want to know more about interesting places. 

・Kobe is an international city. Maybe it's good to focus on how Kobe mixes 

foreign culture with Japanese culture 

・nice attractions, local restaurants a cuisine easy guidance to a from 
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different locations 

・simply getting the word out in English will appeal is foreign more 

information on the site too. 

・Nice view !! Good cafes!! Fashionable shops 

・worth to go, check it out 
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４．第 2 回ツアーの集計結果（サンプル数 45） 

 

質問１：性別 

 

図４.１ 性別 

 

 

 

質問２：年齢 

  

図４.２ 年齢 

 

 

 

質問３：ご職業 

  

○その他 （Teacher 12 人、ALT 4 人） 

 

図４.３ ご職業 
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質問４：お住まい 

  

○その他 （Kyoto 3 人、Otsu 1 人、北京 2 人） 

 

図４.４ お住まい 

 

 

 

 

質問５：日本国内での生活 

  

図４.５ 日本国内での生活 

 

 

 

質問６：神戸市の観光地のこと 

  

図４.６ 神戸市の観光地のこと 
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質問７：行ったことがある神戸市の観光地 

  

 

○その他  

 

・Hyogo Prefectural museum/六甲集合住宅見学、a works of Ando Tadao 

・Kobe Luminarie  

・Herb Garden 

・Motomachi 

 

図４.７ 行ったことがある神戸市の観光地 
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質問８：行ってみたい神戸市の観光地 

  

 

○その他  

 

・The architecture of 19century and Ando Tadao's works 

・Herb Garden 

・sub-marine. Factory and rides 

・Motomachi 

 

図４.８ 行ってみたい神戸市の観光地 

 

 



資料－37 

質問９：神戸市の観光地で何をしたいか？ 

  

○その他 （Work 2 人、live here、resident） 

 

図４.９ 行ってみたい神戸市の観光地 

 

 

 

 

質問 10：神戸市の観光地に誰と行きたいか？ 

  

○その他（Dog） 

 

図４.10 神戸市の観光地に誰と行きたいか？ 
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質問 11：神戸市の観光地をイメージした言葉 

  

○その他 （sub marine、So clean、Relaxed） 

 

図４.11 神戸市の観光地をイメージした言葉 
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質問 12：神戸市の観光地に足りないのは何か？ 

  

○その他  

 

・言語の表記 

・Rubbish、Bins/Trash cans 

・CLUBS 

・garbage cans 

・places to sit and eat, relax / garbage cans 

・sub-marine, rides 

・theme hotels、Japanese traditional hotels 

・not much about Kobe in travel books, traditional 

・Trash cans 

 

図４.12 神戸市の観光地に足りないのは何か？ 
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質問 13：神戸市の観光情報はどこで入手するか？ 

  

○その他 （学校で、自力で） 

 

図４.13 神戸市の観光情報はどこで入手するか？ 

 

 

 

 

質問 14：入手した観光情報に満足しているか？ 

 

 

○不満な点 

 

・オススメが定番すぎる 

・Not everything is explain in English 

・more information on the internet 

・More detailed information. Available online would be good 

 

図３.14 入手した観光情報に満足しているか？ 
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質問 15：どのような観光情報を入手したいか？ 

 

・インターネット  

・たくさんの情報ではなく一押しの場所を詳しく紹介の情報 

・おいしいお店の場所 

・ファッション 

・食について 

・穴場スポット 

・なにが有名か 

・料理の種類と価値ごとに分けたい 

・Historical Hot point 

・Information about transfer(bus) 

・Package a more History 

・A bit more English information. Some historical information, depending 

on the place 

・out doors 

・HISTORICAL INFORMATION, ART 

・Unique areas to visit 

・recommended best attractions to visit in Kobe, Kobe seems to be mostly 

restaurants 

・Recommended tours for sightseeing 

・隠し店 

・restaurant eating guide 

・Places to eat 

・もっと知らない人と交流したいと思います。 

・English speaker 

・Good food recommend, good souvenir shops, famous spots. 



資料－42 

質問 16：今回のツアーに満足したか？ 

  

 

○不満な点 

 

・時間配分 

・Not Bad. ただし、グルーピングして動くときに（China town）体系性な

くうろうろしていた時に時間がもったいなかった。でも、Port の方に来て

からは気分転換することができた。 

・Tour too many people. Limited place, No time to enjoy 

 

図４.15 今回のツアーに満足したか？ 

 

 

質問 17：元町駅からこの乗船場までの街歩きは？ 

  

○その他  

 

・Chinese New Year maybe a bad tour for the tour . It was very crowded. 

・very crowded 

 

図４.16 元町駅からこの乗船場までの街歩きは？ 
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質問 18：元町駅から歩いた街中で気に入った場所は？ 

 

○気に入った場所名 

・街並、デパート、商店街 

・商店街 2 人 

・アパレルショップ、スターバックス 

・ハーバーランド 

・ポートタワー 

・船 

・南京町 

・China town  

・近代的な建物と現代の調和 

・Dinner 

・cute cafes 

・Food! Nice cafes 

・street lined with red lanterns 

・Meat pie shop 

・Meriken Park 

・Starbucks 

・Nice townscape 

・Restaurants 

・大丸のエリア 

・red l lanterns in the sweet 

・Kobe Tower  

・Excelsior Cafe 

 

○気に入った理由 

・建物のデザイン、品物の多い所 

・品物が多い、見たことない商店 

・好きなブランドがあるから 

・山と海とのコントラストがいい 

・人がいっぱい 

・The design is cute 

・It was beautiful and full of foreigners 

・Attractive store front, good food. 

・nice atmosphere 

・To eat pancakes 

・It was cheerful 

・Rare to find meat pies in Japan 

・earthquake memorial was very informative 

・I like coffee, Chinatown is colorful 
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・Fashionable 

・Old and modern, peaceful 

・interesting stores & china town 

・Attracted 

・very beautiful 

・The tower stands out 

・It looked like it had a good atmosphere 

・Lots of food to try 
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質問 19：コンチェルトをより海外からのお客様に利用していただくために必要な

アドバイス（船のサービス、機能、クルーズのコース、船上からの風

景等） 

・音楽、食事が大事。観光スポットをまわれる。 

・音楽、食事が好きです。 

・船内温度を高すぎないようにしてほしいです。船酔い対策 

・船の施設が豪華だと思います。 

・公報力 

・値段をもっと安く 

・英語での対応が少ない 

・案内表記の多言語化 

・Delicious food、cheap brand 

・Information for Concerto 

・Information activities for tourist 

・Disco、Live music 

・Have areas where the cruise ship stops and the passengers get off and 

visit areas 

・Tour brochures must list up Concerto and the price 

・Lower price . The menu should be knows 

・The info onboard is all Japanese. This is not helpful. The route map and 

menus should be in English. An English speaking member of the crew to 

help passengers is necessary 

・Lower price, but very nice boat 

・Scenic view, food, music, special prices 

・Live entertainment 

・There should be a house band, that plays Jazz or Classical music 

・night cruises/dinner cruise, suit night 

・Scenic view （maybe a more scenic route） violin/harp 

・more scenic view, maybe a violin performance as well. The flutes are lovely 

too 

・I enjoyed the music and atmosphere 

・Food & drink service 

・cheap tickets, drinking 

・C/P 

・cheaper price, better adventure 

・Good value, many sights 

・traditional Japanese style course & service 

・scenic view 

・Easy access to purchase tickets 

・サービス、料理、雰囲気 

・really nice meal (most famous traditional food in here) 
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■皆さんの国から神戸市へ観光で来てもらうためには何が必要か？神戸市は皆

さんの国にどのようなことをアピールしたらいいか？ 

 

・住むのに最適のやさしい港、自然と融合した都市、深呼吸できる都市。 

・空気が最高においしい町、景色がさわやか 

・ウェディングプラン、高級志向、ブランドショップ 

・街の中に休憩施設を増やすべき 

・交通の便利が悪い 

・サブマリンツアー 人気があると思う 

・伝統的な和食、免税商品 

・夜景がきれい!! 

・ブランド品が安い、免税 

・China town の食物は思ったよりおいしくなかった。View Port Tower はあま

り…そこで長時間滞在するよりは、メリケンパークとかハーバーランドをじ

っくり見たいと思う。 

・Sub marine 

・China town was not fun. Too long time to stay China town 

・Romance harbor、Kobe-time to sail 

・Where foreigners visit other countries, they want to see advanced 

technology. Things that look like they are from the future will attract 

tourists. 

・Open port, open heart, Kobe 

・Open warm, friendly. Something for everyone 

・More garbage cans! 

・Classy side of Japan 

・Fashion, delicious food, Spot, temples, fun festivals 

・Art galleries, earthquake awareness, Concerto 

・Kobe-sail away with us 

・Kobe: An ocean of fun. I love living in Kobe because it's not crowded, 

and there's a lot of wonderful restaurants and shopping. But for people 

who like to go sightseeing instead of eating/shopping, Kobe may not be 

as popular as cities like Kyoto 

・Kobe arable. Kobe adorable 

・Exotic, urban, gateway to Japan Modern 

・Famous Land-marks, unique drinking, cheap travel 

・In Kobe city tourist info has settled and done perfect. But the 六甲

山 to mountain climbing or hiking, the route and guide are not clear, 

and public toilet etc. Are old and hard to us 

・Famous Land-marks, unique cuisine, unique shop, nature 

・Kobe-beef, multicultural European city in Japan. Historic, Romantic 

(Harbor land), Adventure (Mt. Rokko, Arima-onsen) 
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・more shopping information in different languages, especially special 

local stores with artical goods 

・Cruising 

・More English information center、Cheaper tickets and hotel price、Travel 

biggest expenses tickets, hotels ⇒ Cheaper hotels ⇒ more tourists 

Kobe-beef 

・Nature, coffee, Craft, Sport, traditional festivals, beautiful gardens 

・More English information 

・もっとみんなに宣伝したらいいと思います。 

・Chinatown is not too attractive enough. That people love to enjoy eating. 

But the foods is there not too attractive. 

・When my family United, they liked eating Kobe beef, they also enjoyed 

the various illumination. So simply, good food and pretty light. Also 

historical Land-mark and symbols that make good pictures 
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５．アンケート用紙 

（１）日本語版 

 

神戸インバウンドモニターツアー アンケート 

 

■アンケートご協力のお願い 

 このアンケートは、外国の方々から見た神戸市の観光の魅力について調査するも

のです。ご記入いただいた回答は、今後の神戸市の魅力ある観光地づくりに活用さ

せていただきます。ご協力お願い致します。 

                 神戸市、国土交通省神戸運輸監理部 

                （調査担当）株式会社日建設計総合研究所 

■アンケートにご記入いただく方についてお聞きします。 

質問１：性別 

①男性 ②女性 

質問２：年齢 

①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 歳以上 

質問３：ご職業は？ 

①会社員 ②自営業 ③アルバイト ④学生 ⑤その他（     ） 

質問４：お住まいはどちらですか？ 

①神戸市内 ②兵庫県内のその他市町村 ③大阪府内 ④その他（     ） 

質問５：日本国内での生活は何年間ですか？ 

①5 年以下 ②５～10 年 ③11 年～20 年 ④20 年以上 

 

■最初に、神戸市の観光地についてお聞きします。 

質問６：神戸市の観光地のことを知っていますか？ 

①良く知っている ②知っている ③少し知っている ④あまり知らない ⑤全く

知らない 

質問７：次のなかで行ったことがある神戸市の観光地に〇をつけてください。（複

数回答可能です、本日お配りしたマップを見てお答えください） 

①神戸港クルーズ ②ハーバーランド ③北野 ④旧居留地 ⑤ポートタワー ⑥

南京町 ⑦メリケンパーク ⑧夜景スポット ⑨その他（     ）  

質問８：次のなかで行ってみたい神戸市の観光地に〇をつけてください。（複数回

答可能です、本日お配りしたマップを見てお答えください） 

①神戸港クルーズ ②ハーバーランド ③北野 ④旧居留地 ⑤ポートタワー ⑥

南京町 ⑦メリケンパーク ⑧夜景スポット ⑨その他（       ） 

質問９：神戸市の観光地で何をしたいですか？（複数回答可能です） 

①クルージング ②歴史・文化探訪 ③ショッピング ④飲食 ⑤デート 

⑥思い出づくり ⑦その他（                      ） 

質問 10：神戸市の観光地に誰と行きたいですか？（複数回答可能です） 

①家族 ②友達 ③恋人 ④その他（                  ） 

  

※裏面にも質問があります。 

■次に、神戸市の観光地の魅力やイメージについてお聞きします。 



資料－49 

質問 11：神戸市の観光地をイメージした言葉に〇をつけてください（複数回答可

能です） 

①異国情緒 ②都会的 ③おしゃれ ④ロマンティック ⑤高級 ⑥洗練 ⑦伝統

的 ⑧明るい ⑨カッコイイ ⑩アクティブ ⑪カジュアル ⑫非日常的 ⑬田舎 

⑭新しい ⑮庶民的 ⑯自然 ⑰日常的 ⑱のどか・癒し ⑲暗い ⑳エキサイテ

ィング 21 カワイイ 22 海、船、港 2３その他（     ） 

質問 12：神戸市の観光地に足りないのは何でしょうか？〇をつけてください（複

数回答可能です） 

①観光情報 ②交通手段 ③宿泊施設 ④休憩施設 ⑤レストラン ⑥パブ ⑦そ

の他（                           ） 

 

■次に、神戸市の観光情報についてお聞きします。 

質問 13：神戸市の観光情報はどこで入手されますか？（複数回答可能です） 

①インターネット ②ガイドブック ③旅行会社 ④友人等 ⑤ＴＶ・ラジオ ⑥

観光センター ⑦その他（                      ） 

質問 14：入手した観光情報に満足していますか？ 

①満足している ②不満（不満な点：               ） 

質問 15：どのような観光情報を入手したいですか？ 

（                                 ） 

 

■次に、今回のツアーについてお聞きします。 

質問 16：今回のツアーに満足しましたか？ 

①満足した  ②不満（不満な点：                ） 

質問 17：元町駅からこの乗船場までの街歩きは如何でしたか？（複数回答可能で

す） 

①町並みが綺麗だった ②道が歩きやすかった ③入ってみたい店があった ④退

屈 だ っ た  ⑤ 乗 船 場 ま で 遠 か っ た  ⑥ 道 案 内 が 無 く 迷 っ た  ⑦ そ の 他

（          ） 

質問 18：元町駅から歩いた街中で気に入った場所はありましたか？ありましたら

具体的にご記入ください。 

①気に入った場所名（                       ） 

②気に入った理由（                        ） 

質問 19：コンチェルトをより海外からのお客様に利用していただくために必要な

アドバイス（船のサービス、機能、クルーズのコース、船上からの風景等）を具体

的にご記入ください。 

（                                 ） 

■最後に、皆さんの国から神戸市へ観光で来てもらうためには何が必要でしょう

か？神戸市は皆さんの国にどのようなことをアピールしたらいいでしょうか？具

体的な意見・アイデアをご記入ください。 

（                                 ） 

 

■このアンケートは下船時に回収します、ご協力ありがとうございました。 
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（２）英語版 

 
Questionnaire for Travelling into Kobe at the Monitoring Tour 

 
Please take a few minutes to answer the following question.  In order for us to make Kobe more 
attractive to tourists, we would like to find out what foreign tourists think of Kobe as a visiting 
place.  Your honest opinions, comments and suggestions are important to us. 
Thank you for your kind cooperation. 

Surveyor: Nikken Sekkei Research Institute on behalf of the City of Kobe and Kobe 
District Transport Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism 

 
Basic information on yourself 
Q1. Gender 

1. Male 2. Female 

Q2. Age 
1. Teenager   2. Twenties   3. Thirties   4. Forties   5. Fifties   6. Sixties or over 

Q3. Occupation 
1. Office worker  2. Self-employed  3. Part-timer  4. Student  5. Others (          ) 

Q4. Place where you live 
1. In Kobe   2. Other place in Hyogo Prefecture   3. Osaka   4. Others (          ) 

Q5. How long have you are living in Japan? 
1. 5 years or less   2. 6 to 10 years   3. 11 to 20 years   4. 21 years or over 

 
Questions for Kobe as a visiting place 
Q6. Do you know of Kobe? 

1. Yes, so much.   2. Yes.   3. Yes, a little.   4. Almost not.   5. Not at all. 

Q7. Where have you visited so far？  For place names, see the tourist map in hand.  
(Multiple choice if any) 
1. Kobe port cruise  2. Harbor Land  3. Kitano  4. Former foreign settlement 
5. Port Tower  6. Nankin-machi (China Town)  7. Meriken Park  8. Nigh view spot 
9. Others (         ) 

Q8. What place is attractive to you?  (Multiple choice if any) 
1. Kobe port cruise  2. Harbor Land  3. Kitano  4. Former foreign settlement 
5. Port Tower  6. Nankin-machi (China Town)  7. Meriken Park  8. Nigh view spot 
9. Others (         ) 

Q9. Purpose to visit Kobe (Multiple choice if any) 
1. Cruising  2. Historical or cultural exploration  3. Shopping  4. Eating/drinking 
5. Romantic engagement  6. Making fun memories  7. Others (               ) 

Q10. With whom would you like to visit Kobe? (Multiple choice if any) 
1. Family    2. Friend    3. Love/lover    4. Others (            ) 

 
 (To be continued) 
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Attractiveness or impression of Kobe 
Q11. Impression from Kobe as a visiting place (Multiple choice if any) 

1. Exotic  2. Urban  3. Fashionable  4. Romantic  5. Exclusive  6. Elegant 
7. Traditional  8. Cheerful  9. Cool  10. Active  11. Casual  12. Extraordinary 
13. Rural  14. Fresh  15. Common/popular  16. Natural  17. Ordinary 
18. Peaceful/comfortable  19. Dark  20. Exciting  21. Cute/sweet 
22. Sea,Ship,Port 23.Others (               ) 

Q12. What does Kobe lack as a visiting place? (Multiple choice if any) 
1. Tourist information   2. Convenience in transport   3. Accommodation 
4. Resting place   5. Restaurant   6. Pub/bar   7. Others (             ) 

 
Tourist information on Kobe 
Q13. Where is tourist information on Kobe available? (Multiple choice if any) 

1. Website    2. Guidebook   3. Travel agent   4. Friends or the like 
5. TV or radio   6. Tourist information office   7. Others (               ) 

Q14. Are you satisfied with obtained tourist information? 
1. Satisfied    2, Not satisfied (Please specify:                       ) 

Q15. What kind of tourist information do you want? 
(                                                                ) 

 
Today’s monitoring tour 
Q16. Are you satisfied with the monitoring tour? 

1. Satisfied    2, Not satisfied (Please specify:                       ) 

Q17. How about the downtown walk starting from Motomachi Station? (Multiple choice if any) 
1. Beautiful in townscape    3. Easy in walking    4. Attracted by store(s) 
5. Monotonous with no attractive stores   6. Far distant to the port 
7. Others 

Q18. Did any place attract you in the downtown walk starting from Motomachi Station?  If yes, 
fill in the following. 

1. Attracted place (                                   ) 
2. Why? (                                           ) 

Answer Q19 before leaving the Concerto you are boarding. 
Q19. What is necessary so that the visitor from your country uses Concerto more? Please fill in 

advice, such as on-board service, function of ship, course of cruise, scenic view, etc. 
(                                                                ) 

 

Please note any suggestions or comments so that further more tourists from your country may 
come to Kobe.  What appeals to your country’s tourists are required for the City of Kobe? 
 
 
 

 

This Questionnaire will be collected when leaving the Concerto. 
Thank you very much for your cooperation. 
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１．YOKOSO みなとまち神戸コンソーシアムにおける議論の経過 

 

年月日 会議名称 次第 備考 

H24.09.06 YOKOSO みなとま

ち神戸コンソー

シアム 平成 24

年度第 1 回総会 

・コンソーシアム規約の承認について  

・新規加入会員の承認について 

・平成 24 年度事業計画（案）等について 

・会員からの報告事項 

・神戸・ニューツーリズム事業実行委員会の

活動状況について 

「みなとまち

神戸ロマンテ

ィック事業」を

行うことが正

式決定 

 

H24.10.17 第 1 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

・事業実施主旨の確認及びその背景・ストー

リーづくり 

・コンソーシアムが担うプラットホーム業務 

・ロマンティックなコンテンツの企画、洗い

出し及び管理 

・今後のスケジュール 

 

H24.12.06 第 2 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

・事業企画案の再確認 

・ロマンティックなコンテンツの企画、洗い

出し及び管理 

・今後のスケジュール 

 

H25.01.24 第 3 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

・事業企画案に関する意見交換 ・作業部会の設

置承認 

・作業部会にて

具体的なロ

マンティッ

クコンテン

ツの洗い出

し、コンセプ

ト案の検討

開始 

H25.02.06 第 1 回みなとま

ちロマンティッ

ク事業ＷＧ 作

業部会 

・顔合わせ 

・作業事項の説明 

 

H25.02.20 第 2 回みなとま

ちロマンティッ

ク事業ＷＧ 作

業部会 

・収集した情報の持ち寄り 

・意見交換 

 

H25.02.28 第 3 回みなとま

ちロマンティッ

ク事業ＷＧ 作

業部会 

・情報の追加収集 

・ＷＧへ提言する内容の検討 

 

H25.03.08 第４回みなとま

ちロマンティッ

・コンテンツリストの整理 

・マッピング 

 

Ⅳ．「みなとまち神戸」の魅力創出に向けた検討経緯          
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ク事業ＷＧ 作

業部会 

・見解とりまとめ 

H25.03.21 第 4 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

・作業部会開催報告 

・事業企画案に関する意見交換 

 

 

H25.05.29 YOKOSO みなとま

ち神戸コンソー

シアム 平成 25

年度第 1 回総会 

・役員の選任  

・みなとまち神戸ロマンティック事業ＷＧの

平成 24年度事業活動報告及び平成 25年度

事業の方向性（案）について  

・会員からのご報告事項 

 

H25.07.31 第 1 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

・平成 25 年度第 1 回総会報告 

・観光地域動向調査について 

・みなとまち神戸ロマンティック事業コンセ

プトイメージのブラッシュアップについ

て 

・今年度の予定 

コンセプトに

ついて承認 

H25.12.11 第 2 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

（本調査の第 1

回協議会） 

・ＷＧ構成員の変更について 

・観光地域動向調査について 

・平成 25 年度協議会の開催概要 

・目的 

・体制（メンバー、事務局） 

・開催スケジュール 

・昨年度までの関連成果と本業務への反

映について 

・みなとまち神戸の現状と魅力再発掘につ

いて 

・コンセプト案の磨き上げとコンテンツ案

の提示方針 

・ローカルプラットホーム構築に向けた検

討方針 

・インバウンドモニターツアーについて   

・魅力あるデートコース、コンテンツ等の効

果的な発信に向けた取組みについて 

・今後のスケジュールについて 

本調査開始 

H26.3.11 第 3 回みなとま

ち神戸ロマンテ

ィック事業ＷＧ 

（本調査の第 2

回協議会） 

・観光地域動向調査について 

・神戸臨海地区の観光動向把握について 

・神戸臨海地区の現況を踏まえた課題   

・コンセプトの磨き上げについて 

・コンテンツ案の提示 

・コンテンツの具体化に向けたプラットホ

ームの構築と活動イメージ 

・インバウンドモニターツアーについて   

・デートプランニング調査について 

・今後のみなとまち神戸ロマンティック事業

の方向性について 

本調査結果の

方向性につい

て承認 
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２．各会議の概要 
 

（１）YOKOSO みなとまち神戸コンソーシアム 

神戸港及び近隣市街地域で活動する関係者が、業種を越えて連携して「みなと

まち神戸」の魅力を磨き上げ、地域内外に発信していく事により、地域の観光客

等の集客増加を図るとともに、地域関係者による自律的かつ持続的な魅力発信の

気運を醸成する事を目的とする（事務局：神戸運輸監理部）。 

平成 24 年度からは「みなとまち神戸ロマンティック事業」に取り組んでおり、

ＷＧを中心に議論を行っている。          
平成 25 年 5 月 29 日現在 

団体名 役職 氏名 備考 

神戸元町商店街連合会 
神戸元町商店街まちなみ
委員長 

奈良山 貴士  

旧居留地連絡協議会 都心づくり推進委員長 松岡 辰弥  
南京町商店街振興組合 副理事長 施 蓮棠  
神戸ハーバーランド㈱ 企画課長 橘田 好正  
ルミナスクルーズ㈱ 営業本部長 熊野 幸三  
早駒運輸㈱ 代表取締役社長 渡辺 真二 代表 
㈱神戸クルーザー 代表取締役社長 南部 真知子  

神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 
ｾｰﾙｽ＆ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ課長 

内匠 陽子  

神戸新聞旅行社 旅行部長 山田 陽介  
㈱ティエラコム 顧問 西村 典芳  

近畿日本ツーリスト㈱ 
関西営業本部 
販売部地域誘客課長 

細川 比呂志  

㈱ＪＴＢ西日本 神戸支店総括支店長 佐々野 真一  
神戸夙川学院大学 観光文化学部長 小野田 金司  
神戸山手大学 現代社会学部教授 山崎 正雄  
神戸商工会議所 地域政策部次長 寺坂 俊樹  
(一財)神戸国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼ
ｮﾝ協会 

観光部長 上田 訓弘  

(一社)神戸港振興協会 参与 森田 潔  
(公社)神戸海事広報協会 事務局長 畔上 光彦  
神戸旅客船協会 専務理事 山西 哲司  

神戸市みなと総局 
みなと振興部 
振興課長 

山村 昭  

神戸市産業振興局 
観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 
観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ課長 

中西 理香子  

神戸市交通局 担当課長（営業企画担当） 亀山 寿仁  

兵庫県産業労働部 
観光・国際局 
観光振興課長 

松森 章子  

近畿地方整備局 地域港湾空港調整官 阿野 貴史  
神戸運輸監理部 総務企画部次長 石定 洋子  

神戸運輸監理部 
総務企画部海事交通計画
調整官 

長澤 禎博  

神戸運輸監理部 海事振興部長 阪本 敏章  
神戸運輸監理部 兵庫陸運部長 田村 充啓  
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（２）みなとまち神戸ロマンティック事業ＷＧ 

                平成 26 年 3 月 11 日現在 

団体名 役職 氏名 備考 

旧居留地連絡協議会 都心づくり推進委員長 松岡 辰弥  

神戸ハーバーランド㈱ 企画課長 橘田 好正  

早駒運輸㈱ 代表取締役社長 渡辺 真二 代表 

㈱神戸クルーザー 代表取締役社長 南部 真知子  

神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 
ｾｰﾙｽ＆ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ課長 
内匠 陽子  

神戸夙川学院大学 観光文化学部長 小野田 金司  

（一社）神戸港振興協会 参与 森田 潔  

神戸市産業振興局 
観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ課長 
中西 理香子  

近畿地方整備局 地域港湾空港調整官 阿野 貴史  

神戸運輸監理部 総務企画部次長 加藤 栄  

㈱アートファーマ― 代表取締役 今井 芳男 
コンソーシ

アム外から

の招聘者 

㈱ARIGATO-CHAN 代表取締役 坂野 雅 

神戸市都市計画総局 
計画部まちのデザイン担当

部長 
池口 和雄 

 

（３）神戸・ニューツーリズム事業実行委員会 

神戸市の産業界・行政などと大学が協働して「神戸観光プラットフォーム」を構

築し、神戸の魅力を観光商品化するとともに、人材育成を行い、自立的かつ持続的

な事業モデルの確立を目指すことを目的として、神戸のニューツーリズム振興に関

わる調査、計画や、ニューツーリズム事業の実施等を行う（事務局：神戸夙川学院

大学）。 

                    平成 25 年 9 月 13 日現在 

団体名 役職 氏名 備考 

神戸夙川学院大学 観光文化学部長 小野田 金司 委員長 

YOKOSO みなとまち神戸コ

ンソーシアム 
代表 渡辺 真二 副委員長 

神戸市産業振興局 
観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ課長 
中西 理香子 監事 

神戸運輸監理部 総務企画部次長 加藤 栄  

 


