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はじめに  ～本調査の目的と概要～  
 

神戸は、「みなとまち神戸」と呼ばれるように、古くから西日本の玄関口として「港」

とともに発展を遂げ、現在も独特の異国情緒あふれるイメージと、陸海空が一体となっ

た交通アクセスの良さから、人気のある観光都市として受け入れられている。しかし、

観光資源の活用方法が未成熟であることや、観光客の多くが日帰り・通過型で滞在時間

が短いなどの課題も指摘されている。 
 

昨今、地域活性化の起爆剤として、さらに今後の基幹産業として、観光への取り組み

が各地で活発化している。国土交通省においても、昨年７月に観光圏整備法を施行、同

10 月には観光庁を設立するなど、官民あげて観光立国実現に取り組んでおり、各地の観
光への取り組みが早急かつ活発に行われることが期待されている。 

 
最近では、神戸市がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）から「創造都市ネットワ

ーク（デザイン分野）」に加盟認定され、「デザイン都市・神戸」の実現に向けた官民の

更なる取り組み強化と旅行者増加が期待されている。今後も、国際性、自然環境、交通

アクセスの良さなどを生かした「神戸らしさ」を十分に引き出し、「みなとまち神戸」か

ら始まる周辺地域との交流など、魅力ある都市づくりを進めることが重要であると考え

ている。 
 

これらの背景を踏まえ、国土交通省神戸運輸監理部では、観光立国実現の観点から「み

なとまち神戸から始まる旅」をキーワードに、地域の連携による観光の魅力向上と滞在

促進を図るため、旅の始点となる神戸港周辺地域の観光資源が持つ魅力の増進・活用、

潜在的な観光素材の発掘などについて調査・分析した。 
 

また、学識経験者、地域関係者（観光関係事業者・団体）及び行政機関等の代表者に

より構成する「検討会議」を設置し、「みなとまち神戸」を滞在拠点とした滞在型旅行向

け商品の創出と、交流拡大に向けた短・中長期戦略を検討し、本報告書により、滞在型

旅行商品の造成及び観光交流人口の拡大に向けた方策についてとりまとめを行った。 
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１.  神戸港周辺観光の現況 

（１）基礎情報                               
① 自然・地勢条件 
・ 【地勢】 大阪湾、播磨灘に面する。神戸市・阪神地域は六甲山系と大阪湾の間に都 
       市が発展し、播磨地域は播州平野、淡路島は低山地と平野から成る。 
・ 【気候】 神戸市臨海部は都市気候、淡路島は太平洋岸気候、播磨地域は瀬戸内海式 

気候。各地とも温暖な気候、比較的少雨低湿で、観光に適した気候と言え

る。 
・ 【産業】 阪神地域から播磨地域は、阪神工業地帯―播磨工業地域を形成し、鉄鋼・ 

化学、機械、灘の清酒などが発展。明石では漁業が盛ん。 
 

② 地域別の特色 
 （a） 神戸市 

・ 神戸港開港以来、関西の中心都市として地位を築く。平成 20 年 10 月にアジア初の
デザイン都市に認定（ユネスコ）されるなど、文化力が世界的に評価されている。 

・ 神戸港は日本を代表する国際貿易港。外国人居留地やメリケンパーク、ハーバーラ

ンドなど観光・商業地域としても有名。観光の中心は三宮、元町、南京町でショッ

ピングが主流。神戸空港、高速道、鉄道、クルーズの拠点となるなど交通網も充実し

ている。ポートアイランドは学術、医療産業都市として発展している。 
・ 東灘・灘区は六甲アイランド、工業地帯のほか酒造りのまちとして有名。人気の居

住区であり、中央区とともにお洒落なまちとして知られる。 
・ 兵庫・長田区は中世から近世にかけての港町としての歴史を有する。近年は造船所

や下町風情が注目されており、エリアの魅力として発信されている。 
・ 須磨・垂水エリアは明石海峡に面し、海岸線を沿うように鉄道が走る。山手は住宅

街、海岸沿いに海水浴場や水族館、アウトレットモールなど集客施設が整う。 
（b） 阪神地域（芦屋市・西宮市） 

・ 人気の居住区で、スイーツやファッションなど神戸と近しいブランドイメージを持つ。 
（c） 淡路島（淡路市、洲本市、南あわじ市） 

・ 海に囲まれ、産業は漁業と農業が盛ん。観光は自然景観や魚介類などの資源を有し、

近年は神話に基づく歴史を軸に展開している。 
（d） 播磨地域（明石市、播磨町、加古川市、高砂市、姫路市） 

・ 播磨平野が広がり、臨海部は工業地帯となっている。歴史遺産・自然資源が比較的多

く、観光面では世界遺産・姫路城を有する姫路市と漁業資源が豊かな明石市に集約

される。 
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③ 交通条件 
・ 【自動車】    国道 43号線、国道 2号線、阪神高速、第 2神明などがあり、東 

西に道路網は充実。慢性的な渋滞が問題だが、神戸―姫路は 1 時
間 20分で移動が可能であり、神戸・姫路の入込客の約 4割が自家
用車を利用している。淡路島へは阪神高速北神戸線・垂水 JCTか
ら神戸淡路鳴門自動車道が島の南端まで延びている。 

・ 【鉄道】     山陽新幹線は新神戸、西明石、姫路と 3駅あり、遠距離からのア 
クセスが充実（東京―新神戸は 2時間 50分）。在来線は JRが東
西を結ぶほか阪神間を阪急、阪神、神戸市内は地下鉄やポートラ

イナー、神戸―姫路を山陽といった私鉄が走る。 
・ 【海上交通】   神戸港発着の便は、関空や高松、松山、大分などのほか、那覇や 

上海も結ぶ便が出ている。神戸港周辺ではクルーズ便も運航され

ており、観光素材として人気。淡路島へは明石からフェリー・旅

客船が出ている。淡路島では近年航路が次々と廃止になり、洲本

と沼島を結ぶ船も運航継続が危惧されている。 
・ 【旅客機・バス】 神戸空港は新千歳や仙台、羽田、那覇など国内線 6路線、高速バ 

スは東京、名古屋、山陰、四国など遠隔地を結ぶ。神戸空港は

搭乗率 7割弱だが目標客数を下回り、当初の見込みほど観光への
影響を与えるには至っていない。淡路島へは新神戸・三宮・舞子

から高速バスが走る。各市町では路線バスが走るが鉄道のない淡

路島を除き、観光利用は少ないのが現状。 

 

◆ 調査対象地域の位置関係と 

交通網概略図（出展：Mapion） 
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・ 下表に神戸―各地の所要時間、観光客交通機関利用状況、交通系観光商品を記す。 

 

距離 電車 バス・マイカー

須磨・舞子、芦屋 15km 15分 20分

姫路市 60km 40分 1時間20分

淡路島（洲本市） 75km ー 1時間30分  

 

神戸市 神戸港 市街地 須磨・舞子 姫路 東播磨 淡路

新幹線 12.4% 23.2% 11.4% 2.0% 19.2%

JR 24.5% 32.5% 32.8% 17.0% 26.9%

私鉄 15.6% 13.2% 15.8% 6.8% 5.4%

路線バス 3.3%

貸切バス 12.1% 6.7% 31.9%

自家用車 30.2% 18.5% 23.6% 68.0% 41.4% 49.7% 54.5%

タクシー 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 1.7%

船・フェリー 0.6% 0.0% 0.9% 0.7%

飛行機（神戸） 2.1% 4.6% 1.5% 0.0%

飛行機（伊丹） 1.3% 2.0% 1.1% 0.7%

飛行機（関西） 0.6% 2.0% 0.4% 0.0%

その他 0.7% 1.4% 0.4% 0.0%

4.3%

11.9% 10.7% 11.9% 4.8%

4.8%

37.2%

6.4%

9.3%

 

 

神戸全市 神戸港 市街地 須磨・舞子

路線バス 9.5% 4.3% 4.8% 9.7%

貸切バス 5.5% 3.7% 6.0% 0.8%

市内観光ループバス 2.5% 3.2% 1.6% 0.4%

JR 10.7% 13.8% 13.4% 13.9%

私鉄 13.0% 7.4% 12.3% 2.9%

徒歩のみ 15.2% 40.4% 20.2% 4.2%

自家用車 26.6% 11.7% 19.7% 64.7%

タクシー 3.6% 5.9% 4.7% 1.3%

ロープウェー・ケーブル 3.9% 0.0% 0.2% 0.4%

ポートライナー・六甲ライナー 7.1% 1.1% 15.2% 0.0%  

   

 

 

 

◆ 各地への交通機関利用状況（H19、出展：兵庫県、神戸市観光動向調査、姫路市観光入込客数調査） 

◆ 神戸市内での交通機関利用状況（H19 出展：神戸市観光動向調査） 

◆ 交通系観光商品 

◇駅から観タクン（JR
西日本）…最寄駅から

観光スポットをタク
シーで巡る。新神戸・

三ノ宮、明石、加古川、

姫路で実施。 

◇神戸市内定期観光

バス（神姫バス）…

神戸ベイエリアー灘
の酒蔵、明石海峡―

須磨などのコースが

ある。 

左図のほか、神戸港クルーズ船も各

種運航している。 
神戸港の夜景と食事を楽しむコンチ

ェルト、ルミナス神戸２が代表格。

明石海峡や神戸空港などの景観が売
りのファンタジー、ヴィラジオイタ

リア、ロイヤルプリンセス・ロイヤ

ルプリンスといった気軽に楽しめる
低価格の遊覧船もある。 

◆ 神戸（三宮）―各地の移動距離・所要時間 
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（２）観光の特性                              
① 地域の観光振興                      
（a） 自治体による観光振興策 

・ 兵庫県や各市町では、独自に観光振興プランを策定している。地域においては近年の

観光立国に向けた政策の具体化などから、地域活性化の起爆剤として観光への期待が

高まっている。兵庫県は平成 14 年度に打ち出した「ひょうごツーリズムビジョン」

の中で、県民局単位で地域行動プログラムを策定し、実行に移している。また、神戸

市や姫路市、明石市なども観光振興プランを策定し、各市の魅力を全面に打ち出した

観光振興を図っている。 

・ プランは各地の観光素材を売り出すもので、各地の観光の現状、売り出したい素材が

見てとれる。観光によるまちづくりに重点を置いている。 

・ 下表に各自治体の観光振興プラン、現在実施している（予定を含む）取り組みをまと

めた。淡路島は島全域で観光圏として動き出したため、島全域での表記とした。 

 

県（上）／地域（下）の観光振興テーマ 概要 主な取り組み

神戸ブランドの強みを生かしたツーリズ
ム

港と六甲の回遊性向上や兵庫ー須磨の
資源掘り起こし、神戸ブランドの強化、産
業、グリーン、エコ各種ツーリズムの推進

・ウォーターフロントの集客力向上
・港と居留地の回遊性向上
・兵庫・長田の産業施設の利活用
・舞子公園の利活用

神戸観光アクションプラン
「人が集い、交流し、魅力あふれる『観
光交流と市』」（H16）

「おしゃれ」、観光資源をトータルに生か
した「アーバンリゾート」、「情報発信」を
キーワードに、アクションプログラムを9
テーマ、75事業を設定。平成22年の観
光入込客3000万人が目標

・新港突堤西再開発、遊覧船観光
振興、クルーズ船誘致（神戸港）
・滞在型リゾートの推進、明石海峡
大橋の観光活用（須磨・舞子）
・酒蔵のみち整備（灘）
・運河の観光活用（兵庫・長田）

芦屋市
活気あふれる豊かな生活環境づくり
（観光政策としては特になし）

まちづくりの一環として観光情報をPR ・ハイキングコース、イベントの周知

西宮市
都市型観光とにぎわいのまちづくりプロ
ジェクト

中核として地域との協働で食と文化を中
心に観光をPR、にぎわいを創出する

・飲食料品産業と観光の連携
・西宮酒ぐらルネサンスの開催

姫路城の一層の活用と新たな魅力づく
り

姫路城を中心に周辺の素材との連携、
イベント、外国人観光客の整備で国際観
光都市圏形成を目指す

・城以外資源の魅力、回遊性向上
・集客イベントの開催
・ガイドブックの発行など情報発信

姫路市観光交流推進計画（H18）
「『来てよかった』と真に満足していただ
けるもてなしの都市・姫路、1000 万人
集客都市・姫路の実現とさらなる拡大」

観光都市姫路をハード・ソフト両面の整
備、ホスピタリティの向上で発展させる

・姫路城周辺再整備
・ひめのみちキャンペーンなど観光
PRイベントの展開
・城周辺観光ループバス平日運行

豊かな水辺の自然・文化・産業などを
生かしたウォーターフロントツーリズム

水辺の体験・学習型ツーリズム、産業、
グリーンツーリズムを推進。神戸・淡路地
域とも連携しツーリズムルートを開発する

・ボランティアガイドの養成
・ホスピタリティの向上支援
・案内板などハード整備

【明石市】観光振興アクションプラン
「こだわりと本物を感じられる明石観光
の提案」

漁業や海など「明石のこだわり」に着目し
観光都市明石をPR。広域でネットワーク
を構築し、滞在時間の長い日帰り観光
ルートを提案する

・天文科学館を中心とした「時」にま
つわる観光素材の開発
・フィッシャーマンズワーフの整備
・催しや旅行商品提案などPR強化

淡路島 豊かな自然と生きる「国生み神話の島」

島全体を１つの観光施設と見立て、全島
一丸となり観光客に優しい観光地作りを
推進する。魅力向上やホスピタリティの
育成、観光組織の強化のほか徳島県と
も連携し誘客促進を目指す

・「おもてなしの達人」の育成
・島民が自慢の素材を挙げる「まる
ごとミュージアム」構想
・神話による観光まちづくり
・「御食国淡路」として食をPR

神戸市

姫路市

東播磨

◆ 各自治体の観光振興
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 （b） 兵庫デスティネーションキャンペーン 

・ 兵庫県や県内各市町、ＪＲ6社は平成 21年 4－6月、大型観光キャンペーン「兵庫デ

スティネーションキャンペーン（ＤＣ）」を展開する。全国に地域の素材をアピール

する絶好の機会で、各エリアで観光への取り組みが活発化している。 

・ 下表にＤＣ特別プログラムをまとめた。各市町の観光担当者は、プログラムに挙げた

素材が「売りたい素材」といい、地域の魅力を知るには格好の素材と言える。 

 

名称 概要

旧居留地と元町老舗訪問ガイドツアー 旧居留地ー元町老舗めぐりー南京町を現地ガイドが案内。

明石海峡大橋（淡路島エリア含む） 大橋ライトアップを紹介。

灘の酒蔵ループバス、酒蔵開放 酒蔵めぐりのバスを運行し、スタンプラリーも実施する。

マキシンの帽子「お誂え」と工房見学 婦人帽子専門店「マキシン」でオーダーメイドの帽子が作れる。

コンチェルト操舵室特別公開 船長、乗組員しか入れない操舵室の見学が可能。

孫文と神戸華僑の歴史を訪ねる周遊 南京町―孫文記念館―関帝廟などを巡る。

姫路城特別公開 春夏の特別公開の期間を延長。

書写山円教寺一日修業体験、特別公開、ロケ地めぐり 修業体験、特別公開のほか、映画のロケ地を巡る。

姫路セントラルパーク　ナイトサファリ 閉園後の園内をバスで特別見学。

時のまち・魚のまち明石 明石の名所を訪ねるまち歩きツアー。

子午線と昼間の天体観測／ガリレオ望遠鏡特別体験 昼間の天体観測やガリレオの望遠鏡を使ったイベントを実施。

明石の海の幸 明石海峡クルーズと漁師飯を味わう旅、市場セリ見学を実施。

神戸製鋼所加古川製鉄所見学ツアー 高炉など工場を間近で見学。

鶴林寺特別公開・宝物館企画展 県内最古の木造建造物・国宝太子堂内部を公開。

沼島ウォーキングコース 国生み伝説の残る沼島の自然、史跡を歩く。

うずしおまつり、大鳴門橋うすじおウォーク 南端の名物・うずしおをプッシュ。大鳴門橋の管理路へ。

淡路人形浄瑠璃館　人形座バックステージツアー 人形浄瑠璃舞台裏を特別公開。淡路人形芝居の特別公演も。

パルシェ香りの館　「伽羅」特別公開 香木の中で最も高価とされ、国内最大級の「伽羅」を公開。

沼島・淡路島国生み神話ツアー ボランティアガイドツアー、海上島めぐり観光が楽しめる。

南あわじ温泉郷「海蛍」「山蛍」観賞ツアー 宿泊施設利用者を珍しい「海蛍」観賞スポットに案内。

ツール・ド・グルメin淡路 各地でリレー形式で毎週日曜に食のイベントを実施。

淡路島

神戸市

姫路市

明石市

加古川市

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 対象地域内で行われる DC特別イベント 
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（c） 神戸市の観光振興戦略 
神戸市は「神戸観光アクションプラン」の中で、観光振興の基本戦略として「おし

ゃれな街」、「豊富な観光資源 トータルな魅力―アーバンリゾート」を掲げている。以
下の概要から、神戸が持つ現有の魅力を確認する。 

 
（ア） おしゃれでハイセンスな神戸流ライフスタイルの形成 

「おしゃれでハイセンスな神戸独自のハイカラ文化＝神戸らしいライフスタイル」

を生かし、全国から憧れを抱いてまちを訪れるという図式を描く。 
① おしゃれ観光の仕掛け…一般人がモデルのフォトコンテストの実施など。 
② ブライダルシティー…ロケーション、教会、おしゃれというイメージから近年、神 
            戸での結婚式が増加。結婚式は宿泊・観光に結びつく。六甲 
            山や神戸港周辺、北野などブライダルスポットが点在してお 
            り“ブライダルシティー神戸”を目指す。 
（イ） 神戸ブランドを育んだ生活文化の振興 

神戸は生活文化産業全体をファッション産業と捉え、トータルファッションを目指

してきた。今後「新たな神戸ブランド＝神戸スタイル」を形成し発信していく。 
① ファッションの拠点づくり…ポートアイランドのファッションタウン、旧居留地な 
                 どショップが集まるエリアの整備を促進する。 
② ファッション産業の振興…神戸ブランドプラザ、百貨店やセレクトショップとの連 
                           携で新商品開発に取り組む。 
（ウ） 文化と観光の相乗効果 

神戸発祥の文化を一層発展させ、人が集まる文化のまちづくりを進める。 
① ジャズによる都市ブランドの発信…日本のジャズ発祥の地・神戸をＰＲする。 
② まちのアートステージ…神戸の街角をステージにして、ダンスや音楽の演奏など日 
             常的にアーティストが表現できる環境を整備する。 
（エ） 快適な都市空間の形成 

｢住みよいまちが訪れたいまち｣という観光地づくりの原点を神戸で実践。北野町、

南京町、旧外国人居留地、神戸港、灘の酒蔵、有馬温泉を挙げている。 
① 伝統的な建造物の保存…北野異人館街で建造物の保存に努める。 
② 町並みの保存・整備…北野、旧居留地、須磨・舞子のほか、灘の酒蔵、有馬温泉な 
            ども地域ぐるみで魅力ある都市景観を形成する。 
（オ） イベントを活用した観光振興 

都市型観光に旬を創出、経済波及効果を及ぼすものとして展開を検討する。 
① 方向性…都市ブランドをアピールし目的、対象を絞ったイベントの展開を考える。 
② イベントの実施方法…季節感あるイベントを観光群ごとに連続的に実施し、常にど 
            こかでイベントが行われまちを楽しめる状態を現出させる。 
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（d） 淡路島の広域観光方策 

平成 20 年 10 月、観光庁の重点政策「観光圏整備法」で、「淡路島観光圏」が認定さ

れた。洲本市、淡路市、南あわじ市が、淡路島は１つをスローガンに観光振興に取り

組む。ＤＣを機に各市間の連携体制が構築され、観光圏形成につながった。滞在・周

遊型観光の確立を目指し、宿泊客を伸ばしたいとしている。広域連携は、従来から徳

島県と行っている。 

 

（e） 情報発信 

・ 現在、各地でガイドブックや観光マップ、観光協会のホームページ等で情報発信が行

われている。観光資源や特産品の紹介が主の「点」での紹介が多く、滞在型・周遊旅

行の推進という点で課題が残る。 

・ 神戸市におけるウェブサイトやガイドブック、観光マップなど主な観光情報の発信方

法は以下の通り。 

- 神戸公式観光サイト「feelKOBE」（神戸国際観光コンベンション協会） 

- メールマガジン「Weekly KOBE Fan」（神戸市） 

- エリア別ガイドマップ（9エリア、神戸国際観光コンベンション協会） 

- 神戸ロケ地ガイドブック「KOBE on SCREEN」（神戸国際観光コンベンション協会） 

- ジャズガイドマップ（神戸国際観光コンベンション協会） 

- ガイドブック「神戸散策物語」（民間） 

- 神戸港フェリーガイドマップ（神戸市、神戸港振興協会） 

- 外国人旅行者向け神戸ウェルカムクーポン（神戸国際観光コンベンション協会） 

・ 神戸市は平成 18 年、国土交通省の観光客への高度な情報発信提供促進事業「まちめ

ぐりナビプロジェクト」に採択され、携帯を使った観光案内に取り組んでいる。 
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② 「みなとまち神戸」の滞在拠点 
（a） 宿泊施設 
・ みなとまち神戸には、市内大手 6 ホテル（神戸メリケンパークオリエンタルホテル、

ホテルオークラ神戸、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ、神戸ポートピアホテル、

ニューオータニ神戸ハーバーランド、クラウンプラザ神戸）や平成 20 年 11月にオー

プンした「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」があり、主要な滞在拠点とな

る。ここ数年は平均稼働率も上昇しており、経済状況にも左右されるが、今後も好況

が期待されている。 

・ 下図に神戸市内主要ホテルの立地、宿泊収容能力などを示す。収容能力は全 2710 室、

立地も神戸港、六甲アイランド、新神戸と臨港広範にわたるほか、ビジネスホテルも

点在しており、宿泊拠点となる滞在促進地区として設定が可能と言える。神戸の夜景

など客室からの眺望が魅力的な大手ホテルについては好調だが、ニューオータニ神戸

ハーバーランドは平成 22 年の撤退を決めており、今後の動向が注目されている。 

・ このエリアは近年、ホテルの新規開業や開業予定が相次いたが、平成 20 年夏から不

動産市況の悪化の影響で計画が頓挫する事例が多発しており、神戸観光のイメージへ

の影響が懸念されている。 

・ 一方、平成 20 年 11 月には「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」がオープン

し、総客室数は増加した。好調な大手ホテルと合わせて宿泊客増加に向けた観光振興

策が期待される。 
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◆ 神戸主要ホテルの概要（出展：Google） 

六甲アイランド 

神戸ベイシェラトンホテル＆
タワーズ 
地上 21階・地下 1階 276室

ポートアイランド 

神戸ポートピアホテル 
地上 31階・地下 2階 745室

新神戸駅 
クラウンプラザ神戸 
地上 37階・地下 3階 592室

ホテルオークラ神戸 
地上 35階・地下 2階 476室

ニューオータニ神戸ハーバー

ランド 
地上 17階 235室 

三宮駅 

元町駅 

神戸駅 

神戸メリケンパークオリエン

タルホテル 
地上 14階 319室 

元町駅 

◆ 神戸市内ホテル新規進出動向（出展：Google） 

ホテルトラスティ神戸旧居留地 
（ジョルジュ・サンク） 
13階・141室 H21年 3月開業 

ORIENTAL HOTEL 
（三井不動産） 
17階・100室 H22年春開業予定 

ホテル東急ビズフォート神戸 
（東栄商行） 
14階・191室 H21年夏開業予定 

（アーバンコーポレイション） 
13階・120室 工事中止 

（ダヴィンチ・アドバイザーズ、
ブローキャスト） 
13階・384室 中止 

神戸海辺ホテル（ライフステージ）

8階・60室 中断 

ホテルラ・スイート神戸ハーバー

ランド（ラスイート） 
11階・70室 H20年 11月開業 

ホテルラ・スイート神戸ハーバー

ランド（ラスイート） 
地上 11階・70室 
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・ 日本銀行神戸支店が発表している市内大手 6ホテルの平均稼働率を下表に示す。日銀

神戸支店は、平成 19 年を「堅調に推移」と判断しており、その背景には国内経済の

緩やかな拡大から法人、個人需要ともに好調なことを挙げている。景気動向によって

変動しかねない要因だが、別のプラス要因として以下も指摘している。 ①神戸空港

開港による航空便の就航に加え、新幹線との競争環境が生まれ、神戸への交通利便性

が向上。自治体や各ホテルなどによる誘致活動が法人需要や個人需要の掘り起こしに

つながっている②平成 19 年前半を中心に円安基調で推移したことや、ビジット・ジ

ャパン・キャンペーンの効果もあり、韓国、台湾、中国などを中心に外国人入込客数

が増加している。ただし、その後の景気後退や円高の影響を受け、平成 20 年夏から

は韓国を中心に外国人客が減少しており、今後の影響が懸念されている。 

・ 一方、平成 19 年の外国人宿泊客について、あるホテルでは｢外国人向けの客室販売数

が前年比 5 割程度増｣といった声も聞かれている。 
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◆ 神戸市内大手 6ホテル年別平均稼働率（単位：％、日銀神戸支店発表） 

◆ 神戸市内大手 6ホテル月別平均稼働率（単位：％、日銀神戸支店発表） 

（月）                  平成 19年                 平成 20年 
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③ 観光入込客の推移                          
（a） 地域別観光入込客数 
兵庫県や神戸市の統計データから主要エリアの観光入込客数を次頁にまとめた。 

 

・ 神戸市の平成 19 年の観光入込客数は、神戸ビエンナーレの開催や神戸開港 140 周年

事業など誘客要素があったものの、神戸ルミナリエの開催日減、神戸空港ターミナル

ビルへの来場者の落ち着きなどの影響で減少した。平成 18 年の大幅な増加は神戸空

港開港効果、平成 17 年の数値の低さは神戸ルミナリエが寒波で前年より 100 万人下

回ったことと愛知万博の影響を受けたものと考えられる。 

・ 神戸エリアは近年、平行線をたどるものの全体的には上昇傾向にある。要因としてイ

ベントの開催、新施設開業の影響が大きいと考えられる。また、兵庫県観光客動態調

査（平成 18 年）を見ると、神戸港周辺地域では海水浴客が減少し、変わってグリー

ンツーリズムや産業体験施設、社寺参拝、遺跡観賞などへの参加者が増加するなど観

光形態が変化している。なお、全国的な傾向として若年層の旅行意欲の減退が指摘さ

れており、旅行以外のレジャー、興味の多様化、貯蓄、若年人口の減少が要因と言わ

れている。 

・ 神戸市の平成 19 年の宿泊率は 36.9％で、震災前の平成 5年が 30％だったことを考え

ると上昇している。反面、神戸市以外では宿泊比率が減少傾向にある。神戸では旅行

者の約 6 割が県外客だが、東播磨では 8 割強が県内客（平成 18 年兵庫県観光客動態

調査）であることも相関があると思われ、みなとまち神戸を拠点に滞在型観光を促す

には、首都圏などの県外客へのプロモーションの強化が必要であるとともに、県内客

を含め集客施設などをつなぐ周遊観光の充実が重要である。 
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◆ 神戸市の観光入込客の推移（出展：神戸市観光動向調査、兵庫県観光客動態調査） 

◇市全域（北野、有馬など含む） ◇市街地 

◇神戸港 ◇須磨・舞子 

■ 観光入込客数（万人） ■ 宿泊者数（万人） 

◆ 神戸港周辺地域の観光入込客の推移（出展：兵庫県観光客動態調査、姫路市入込客数調査） 

◇淡路島全体 ◇姫路市 

◇明石市 ◇芦屋市 
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（b） 地域別集客要素 
神戸港周辺の主要観光施設の集客状況を下表に示す。 

 

・ レジャー施設だけでなく文化的施設が点在し、教育旅行の受入先としても機能。淡路

島は自然観光、播磨地域は歴史観光の素材を有しており、神戸のブランド力を磨くこ

とで、周辺地域との連携で様々なテーマの観光を提供できる可能性がある。 

 

 

施設 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

兵庫県立美術館 61.8 67.0 42.0 48.1

人と防災未来センター 52.1 55.6 52.4 52.4

王子動物園 133.5 130.7 131.5 137.3

青少年科学館 30.5 30.6 29.9 33.7

小磯記念美術館 6.1 4.8 6.2 5.8

神戸ファッション美術館 15.7 19.7 23.9 18.0

居留地 神戸市立博物館 64.5 26.7 54.7 49.6

神戸ポートタワー 34.6 30.5 33.0 35.7

神戸海洋博物館 6.4 38.1 19.3 21.9

ポートターミナル 19.2 20.2 22.8 20.3

神戸空港ターミナルビル ― ― 168.0 52.0

須磨海浜水族園 106.8 104.6 109.0 110.7

須磨離宮公園 24.9 22.9 20.3 25.3

海づり公園（須磨・平磯） 16.4 15.6 17.6 18.4

マリンピア神戸（さかなの学校） 37.3 40.9 43.6 43.1

舞子海上プロムナード 15.6 17.3 19.0 20.6

橋の科学館 4.2 4.4 4.9 4.8

神戸ルミナリエ 492.0 395.0 419.0 368.0

神戸ビエンナーレ ― ― ― 14.0

洲本温泉 44.9 43.0 43.2 ―

鳴門岬 19.2 20.4 21.8 ―

淡路ファームパーク 44.1 41.6 47.2 ―

淡路ワールドパークONOKORO 23.0 24.0 22.8 ―

伊弉諾神宮 76.9 80.9 84.5 ―

あわじ花さじき 31.0 33.5 33.2 ―

姫路城 77.1 77.8 90.0 102.3

姫路市立動物園 48.7 42.9 41.4 41.8

明石公園 306.2 304.1 284.2 ―

魚の棚商店街 25.4 25.4 25.4 ―
明石市

南あわじ市

洲本市

地域

神
戸
市

イベント

灘・
ポート
アイランド

六甲
アイランド

神戸港

須磨・舞子

淡路市

姫路市

 

 

 

 

 

 

 

◆ 神戸港周辺の主要観光施設の集客状況（単位：万人、出展：神戸市観光動向調査） 

◇その他の集客要素◇ 
【東灘・灘】 酒蔵巡り（灘五郷の町並み）、灘浜サイエンススクエア 
【中央】 ハーバーランド、メリケンパーク、南京町、三宮―神戸繁華街、生田神社、湊川神社 
【兵庫・長田】 兵庫大仏、清盛塚、兵庫運河、兵庫津の道、長田神社 
【須磨・垂水】 須磨海浜公園、須磨ヨットハーバー、須磨浦公園、須磨寺、孫文記念館、舞子公園
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（３） 観光資源・コンテンツ                       
① 観光資源・コンテンツの分類 
（a） 主な観光資源 
神戸港周辺の主要観光資源を分類し下表にまとめた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（b） 神戸ブランドの形成 
神戸は、「港町」「ファッション」「グルメ・スイーツ」「異国情緒」「夜景」といった

“神戸ブランド”と下表の素材が複合的に絡み、都市ブランドを形成している。 
 

 
 
 
 

 
 

◆ 神戸港周辺の主要観光施設の分類 

ブランド （上段）概要/（下段）施設・素材

神戸は60―70年代からファッションの先進地として注目され、今もショッピングは神戸観光の定番。アート
の街としても知られ、年齢層を問わず「お洒落でハイセンスな神戸」というイメージを与えている。

ファッション美術館、県立美術館、市立博物館、小磯記念美術館、神戸ビエンナーレ、神戸コレクション

神戸港は国際貿易港として栄え、周辺に港湾文化に触れる施設・街並みが並ぶ。国際交流を持つ港町
であった歴史的背景から、神戸固有のブランドイメージを形成している。

ポートタワー、ポートターミナル、ハーバーランド、メリケンパーク、三宮・元町、旧居留地、ルミナリエ

古くから洋食文化になじみ、エキゾチックな外国料理が神戸グルメの特徴である。

神戸ビーフ、神戸ワイン、スイーツ、パン、中華など各国料理、日本酒

アート・
ファッション

みなとまち神戸

グルメ

◆ 神戸ブランドと素材・施設 

分類 地域 施設

神戸港拠点の
クルーズ船

神戸市
ルミナス神戸２、コンチェルト、ロイヤルプリンセス・ロイヤルプリンス、
ファンタジー、ヴィラジオイタリア、スプラッシュ神戸（水陸両用船）

神戸市
ポートアイランド、メリケンパーク、須磨海浜水族園、須磨海水浴場、
須磨海つり公園、明石海峡大橋、マリンピア神戸、舞子海上プロムナード

明石市 大蔵海岸、松江海水浴場

淡路島
うずしおクルーズ（咸臨丸）、道の駅あわじ／松帆アンカレイジパーク、
慶野松原、成ヶ島、沼島

神戸市
灘の酒蔵、旧居留地、南京町、北野異人館街、生田神社、兵庫大仏、
湊川神社、長田神社、清盛塚、兵庫津の道、須磨寺

明石市 明石公園・明石城、明石市立文化博物館

姫路市 姫路城、書写山円教寺

淡路島 洲本城跡、伊弉諾神社、七福神霊場めぐり、淡路人形浄瑠璃館、沼島

神戸市
灘の酒蔵、灘浜サイエンススクエア、ＵＣＣコーヒー博物館、神戸空港、
神戸海洋博物館、くつのまちながたシューズプラザ、兵庫運河、造船所

加古川市 神戸製鋼加古川工場

淡路島 産業文化センター、たこせんべいの里

神戸市 人と防災未来センター、王子動物園、神戸市立博物館

明石市 明石市立天文科学館、魚の棚商店街

姫路市 兵庫県立いえしま自然体験センター

淡路島
北淡震災記念公園・野島断層保存館、淡路夢舞台、国営明石海峡公園、
あわじ花さじき、淡路ファームパーク・イングランドの丘、淡路島牧場

神戸市
神戸港・三宮・元町「僕の彼女はサイボーグ」（08年）、新開地「交渉人真下正義」（05年）、ポー
トアイランド「ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟」（06年）

姫路市 姫路城「隠し剣　鬼の爪」（04年）、書写山円教寺「ラスト・サムライ」（03年）

イベント 神戸市
南京町春節祭（1、2月）、神戸まつり（5月）、海上花火大会（8月）、神戸ジャズストリート、元町
ミュージックウィーク（10月）、神戸ビエンナーレ（10、11月）、ルミナリエ（12月）

訪船 神戸市
神戸港のクルーズ客船入港は震災以降低迷したが、平成19年は100隻が入港。平成20年は
97隻(うち外国客船はバハマ、オランダ、イタリア、マーシャル諸島から23隻)

海辺の
親水空間

歴史・文化

産業観光

生活学習型

フィルム
（シネマ）
ツーリズム
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○▲沼島 

明石海峡大橋・舞子海上プロムナード○ 

◆国営明石海峡公園 
◆淡路夢舞台 あわじ花さじき◆ 

 北淡震災記念公園◆ 
 

▲洲本城跡 
 

伊弉諾神社▲ 

◆淡路ファームパークイングランドの丘 

▲■灘の酒蔵 

姫路城▲◇ 

魚の棚商店街◆ 
 

◆天文科学館 

○ 海辺の親水空間 

▲ 歴史・文化 

■ 産業観光 

◆ 生活学習型 

◇ フィルムツーリズム 

◆ 主要資源・コンテンツ分布図 

北野異人館街▲ 
 

○須磨海浜水族園 

みなとまち神戸エリア 
 

みなとまち神戸エリア拡大図 
 

書写山円教寺▲◇ 

慶野松原○ 

◆淡路島牧場 
産業文化センター■ 

■たこせんべいの里 

淡路人形浄瑠璃館▲ ○うずしおクルーズ（咸臨丸）

○道の駅あわじ 

○成ヶ島 

◆いえしま自然体験センター 明石市立文化博物館 
明石公園▲ 

 
○大蔵海岸 

神戸製鋼加古川工場■ 

メリケンパーク、神戸ポートタワー、ハーバーランド、
三宮―元町繁華街、神戸海洋博物館、神戸港クルーズ
拠点 

須磨海水浴場○ 
須磨海つり公園○ 
○マリンピア神戸 

三宮・生田神社▲

 

兵庫大仏・清盛塚・兵庫津の道▲ 
■兵庫運河 

湊川神社▲ 
 

長田神社▲ 
 

須磨寺▲ 
 

■灘浜サイエンススクエア 

■UCCコーヒー博物館 

■神戸空港 

ながたシューズプラザ■ 
造船所■ 

◆王子動物園 

○◇ポートアイランド

新開地◇ 
 

旧居留地・元町・南京町・市立博物館▲◆

 
◆人と防災未来センター 

神戸港周辺 



 
 

-  16 -  
 

（４） 旅行商品・モデルコース                      
① 主な旅行商品 

神戸港周辺を宿泊地または主要目的地とする主な旅行商品をまとめた。 

・ 大手旅行会社 3社は、宿泊商品がメイン。ツアー商品は、遠方地発を各社とも年間数

本催行している。神戸の滞在は半日―１日と短く、京都、大阪、姫路、淡路島、中四

国との組み合わせ。神戸単独の宿泊ツアー商品・着地型旅行商品は希少。 

・ 発地エリアは、宿泊は首都圏、九州、北信越、日帰りは関西、東海が多い。 

・ 商品の中で、神戸市内の立ち寄り先、セールスポイントは北野異人館、夜景、クルー

ズ、神戸港周辺・市街地、南京町に集中し大半が自由散策。 

・ 宿泊商品は、ホテルと交通をセットで売るフリープランが主流。神戸観光はパンフレ

ットで代表的な観光スポットを紹介し散策を促す。季節ものはルミナリエが大半。 

・ スイーツやファッション、また認知度の低い素材は、個々の旅行者の嗜好次第のため、

主な商品に組み込めていない。 

 

会社 商品名 コース 出発地 料金

神戸ワンナイトクルーズ 神戸港ー飛鳥Ⅱクルーズ（船中泊）ー神戸港 関西 50,000

4つの大橋を渡る明石・しまなみ瀬
戸内橋旅情（3泊4日）

神戸（自由散策）ー明石大橋ー洲本泊ー屋島ー瀬戸内クルー
ズー倉敷泊ー鞆の浦ー松山ー道後温泉泊ー善通寺ー琴平

首都圏 135,000

秋の京都・神戸花の淡路島（2泊3
日）

京都－神戸泊（六甲の夜景観賞）－姫路城ー明石大橋ー淡路
島・花さじきー南淡温泉泊ー明石海峡公園ー異人館

首都圏 39,800

港町神戸夜景と京都（2泊3日） 南京町ー異人館ー六甲の夜景ー神戸泊ー（以降京都） 北海道 65,800

神戸ルミナリエと世界遺産姫路城
（1泊2日）

神戸市内フリーールミナリエー姫路泊ー姫路城ー赤穂城(大
阪・四天王寺・通天閣との組み合わせもあり）

新潟
長野

29,000

神戸ルミナリエと他エリア組み合わ
せ（1泊2日）

(神戸三田プレミアムアウトレット、南京町、居留地、北野）－ルミ
ナリエー大阪・京都泊ー（大阪・USJか京都・嵐山花灯路）

北陸
四国

14,800

神戸ルミナリエと六甲山・神戸ラン
チクルーズ（1泊2日）

六甲山ー神戸・元町ー神戸泊ー灘の酒蔵見学ーハーバーラ
ンドーコンチェルトクルーズ・ランチー北野異人館

九州 39,800

陽光あふれる瀬戸内紀行（2泊3
日）

灘の酒蔵見学ー北野異人館ー舞子公園ー明石公園ー六甲の
夜景ー六甲・宝塚泊ー姫路城ー赤穂城ー（岡山・広島）

関東 43,800

六甲・神戸・姫路・京都（2泊3日） 六甲山ー神戸・元町ー神戸泊ー北野ー姫路城ー（京都） 北海道 49,800

クラ
ツー

ルミナリエと明石海峡大橋・南淡路
（1泊2日）

ルミナリエー南淡温泉泊ー鳴門ーおのころ島神社ーたこせん
べいの里ー淡路SA

関東 19,980

九州
産交

神戸ルミナリエイルミネーションファ
ンタジー（2泊3日）

ナイトクルーズー神戸港ー（大阪）ー異人館ー神戸ベイクルー
ズ（ハーバーランドーメリケンパーク）ー市内散策ールミナリエ

熊本 12,980

阪急
交通社

神戸日帰りツアー各種
神戸三田アウトレット、IKEA、灘、王子動物園、六甲山、須磨水
族園、クルーズ、居留地、ルミナリエなどから組み合わせ

関西/中部
中四国

4,980

読売
旅行

神戸日帰りツアー各種
神戸港クルーズ、北野異人館、神戸花鳥園、ホテルランチ、ル
ミナリエなどから組み合わせ

関西 5,980

両備
観光

神戸ショッピングライナー
神戸三田アウトレット、マリンピア神戸、IKEAを月ごとに変えて
設定

岡山 3,800

中国
トラベ

神戸夢風船で行く布引ハーブ園と
ホテルランチと有馬温泉

北野ー神戸夢風船ー布引ハーブ園ーホテルランチバイキン
グー有馬温泉

広島 10,800

JTB 大阪・神戸　ホテルで休日を

日旅 神戸休暇

宿泊旅行

JTB

日帰り

阪急
交通社

KNT

宿泊商品

<パンフレット展開>
ホテル宿泊フリープラン、夜景観賞バス運行

― ―

◆ 神戸を目的地に含む主な旅行商品（平成 20年） 
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 ② 主なモデルコース 

神戸港周辺を中心に周遊する主なモデルコースをまとめた。 

 

コース名 コース

神戸ゴールデンコース 北野―三宮・元町（買い物）―南京町―旧居留地（カフェ）―ベイエリア（夜景）

多国籍グルメタウンコース 北野（各国料理ランチ）―三宮・元町（スイーツ）―南京町（中華）―三宮（神戸牛）

雑貨大好きコース 北野（外国雑貨）―三宮・元町（高架下）―南京町（中華雑貨）―旧居留地（雑貨）

定番1泊2日コース
北野異人館―トアロード（ランチ）―旧居留地（レトロビル観賞）―ベイエリア（夜景）―
宿泊（神戸港周辺）―神戸港散策―南京町（ランチ）―栄町・海岸通（雑貨店めぐり）

最短観光コース 北野異人館街―旧居留地―南京町―栄町・海岸通―ベイエリア

ファミリーの休日コース メリケンパーク―海洋博物館―ポートタワー―海賊船乗船―ハーバーランド

るるぶ
兵庫

三宮・元町まち歩きハイライト
コース

花時計―東遊園地―神戸税関広報資料室―海軍操練所跡―市立博物館・旧居留
地―南京町―華僑歴史博物館―関帝廟―相楽園

神戸港めぐり・ウォーターフロン
ト周遊コース

花時計―東遊園地―震災メモリアルパーク・ポートタワー―クルージング（またはハー
バーランド）

元町エリアとみなと神戸コース ビーナスブリッジ―元町―メリケンパーク・ハーバーランド―クルージング

ポートアイランド周遊コース 市民広場―ファッションタウン散策―神戸花鳥園―神戸空港

港町神戸の魅力に触れる 南京町―メリケンパーク―人と防災未来センター

世界に誇る城と橋 姫路城―明石海峡大橋・舞子海上プロムナード（世界レベルの感動）

美景と港町神戸 姫路城―明石海峡大橋・舞子海上プロムナード―北野―旧居留地―南京町

ショッピングクルーズ 三宮駅南、三宮センター街・高架下、旧居留地、栄町・海岸通を紹介

夜景ドライブコース
六甲山コース（鉢巻展望台ー六甲ガーデンテラス）、明石海峡コース（淡路SA－たこ
フェリーーマリンピア神戸）、湾岸線コース（県道573号ー東神戸大橋ーマリンパー
クーRink）、ハーバーランドコース（ガス燈通り－モザイクガーデンーポートタワー）

神戸全日本女子ハーフマラソン
コースウォーク（12月）

灘駅―なぎさ公園―新開地―清盛塚―中央卸売市場―川崎重工業―神戸ハー
バーランド

明石海峡大橋と歩くしおのかの
みち（12―3月）

垂水駅―マリンピア神戸―アジュール舞子、または恋人岬―ビオトープ―垂水漁港
―垂水駅

神戸西国街道まわり道ウォーク
（1月）

三ノ宮駅―東遊園地―三宮神社―花隈城址―湊川神社―御崎公園―新長田駅

恋人岬から明石海峡大橋を見
上げ大蔵海岸へ（3月）

垂水駅―恋人岬―マリンピア神戸―アジュール舞子―大蔵海岸―明石駅

コープこうべ／六甲アイランド食
品工場ウォーク（3月）

住吉駅―コープこうべ食品工場（見学）―菊正宗酒造記念館（見学）―白鶴酒造資料
館など

JR
西日本
ハイク
コース

（関西ウォーカー編集部Sさん）「北野」「トアロード」「元町」「旧居留地」「南京町」「ハーバーランド」がコースを組みやす
い。徒歩でまわれてしまうのでテーマを決めてコースを組むのがベター。例：「人気イタリアン＆人気パティシエの逸品
を食べる！」「メイドイン神戸のアイテムを買う！」「老舗の中華＆喫茶めぐり、古きよき神戸を満喫」など。

関西国際
観光推進
センター

るるぶ
神戸

まっぷる
神戸

神戸国際
観光コン
ベンショ
ン協会

神戸
ウォー
カー

特集紙面ではファッション、景観、スイーツ、洋食を取り上げている。ベイエリアではデートスポット、クルーズがメイン。

宝塚―明石までが神戸エリア。臨海とお洒落をイメージしており、グルメとファッションに大きく紙面を割いている。

モデルコースはなく「パンの街」「カフェ」「グルメ」を特集。神戸と各地の周遊は、姫路城、明石・魚の棚、阪神間のス
イーツを取り上げている。唯一淡路島を特集としてコースを掲載しており、リゾート地として注目している。

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 旅行誌・観光関係団体が設けるモデルコース 
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２.  神戸港周辺観光の分析 

（１） 観光ニーズ                             
① 神戸市観光動向調査の分析 
神戸市の平成 19 年度観光動向調査結果（市内 27 カ所で同年 9月 8日、12月 22 日に観

光客を対象に聞き取り、サンプル数 2910）の概要は下記の通り。 

 
（a） 概要 
・ 観光客の性別比は男性 44.8％、女性 55.2％。年齢別は 20 代 27.4％、30代 24.6％の

比率が高い。 

・ 観光客の居住地は近畿地方が 74.5％（うち市内 20.1％、市内を除く兵庫県内23.4％）、

その他遠距離が 25.5％。遠距離では関東、中部、四国の順に構成比が高い。 

・ 遠距離客の割合が最も高いのは北野地区で 54.7％。次いで神戸港が 38.7％。 

・ 旅行形態は「家族」が 38.9％と最も高く、「友人知人」が 36.4％。旅行プランは「予

約をしない個人旅行」が 58.5％、「予約をする個人旅行」が 22.7％で、個人旅行が大

半を占める。 

・ 神戸での宿泊施設はシティホテル 40.7％、旅館 32.0％、ビジネス 10.7％。神戸港の

観光客はシティホテルが 71.2％で、大半がベイエリアに宿泊しているものと推測され

る。 

・ 神戸への目的は観光が 68.8％。神戸港では観光が 70.2％。 

・ リピーター率は 5回以上が 64.0％、再訪意向は「ぜひ来たい」が 79.2％。 
 
（b） 旅行の日程 

・ 旅行日程は日帰りが 63.1％、宿泊客が 36.9％。宿泊客の比率が高いのは有馬で 59.0％、

北野 58.7％、神戸港 45.4％と続く。宿泊場所は市内が 73.8％、大阪 11.3％。 

・ 宿泊率は神戸港（45.4％）は 3位。全市では平成 18 年度比で、1泊が 21.7％→26.1％、

2泊が 5.6％→7.1％となり、宿泊全体で 30.1％→36.9％と上昇。市は、新幹線での来

神が増えたことから遠距離客の増加が要因と分析している。平成 5年では全市の日帰

り率が 70％であり、滞在力は向上していると見ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 神戸旅行の日程（平成 19年度神戸市観光動向調査結果：地域名はアンケートを取った地点） 

神戸港 市街地 須磨・舞子 北野 六甲・摩耶 有馬 西北神 全市

日帰り 54.6% 68.9% 82.7% 41.3% 60.1% 41.0% 83.6% 63.1%

1泊 24.7% 20.9% 14.6% 35.9% 27.6% 48.9% 15.5% 26.1%

2泊 12.6% 6.5% 2.3% 17.0% 8.2% 6.3% 0.5% 7.1%

3泊 2.9% 1.7% 0.0% 2.7% 2.8% 3.0% 0.4% 1.9%

4泊 1.2% 0.7% 0.0% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.5%

5泊以上 4.0% 1.3% 0.4% 2.7% 1.0% 0.8% 0.0% 1.3%

宿泊小計 45.4% 31.1% 17.3% 58.7% 39.9% 59.0% 16.4% 36.9%
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（c） 宿泊地 

・ 1 泊以上の日程を組んで来神した人のうち、神戸港を訪れた人の 4人に 3人が神戸市

内に宿泊している（神戸港周辺に宿泊したとは限らない）。市街地観光客は兵庫県内

のほか大阪や京都に宿泊する割合が高まり、神戸を京阪神一帯の周遊地として捉えて

いると考えられる。西北神や六甲・摩耶、有馬を訪れた人のうち 85％が神戸市内に宿

泊しており、市街地から離れるほど市内での滞在割合が高まる結果となっている。 

 

    

 

 

 

 

 

（d） 立ち寄り先 

・ 神戸観光客の立ち寄り先を見ると、72.0％が神戸市内だけを訪れている。神戸港を訪

れた人は 70.1％が市内のみ、兵庫県内が 8.7％、大阪が 12.0％となっている。また、

北野を訪れた人の 45.2％が市外に立ち寄る意向を示しており、最も高い比率だった。

この比較から神戸港を訪れた人は、神戸観光を重点的に楽しみたい意向が強い傾向に

ある。 

・ 市内での立ち寄り先を見ると、三宮・元町が 16.7％、南京町 11.7％。神戸港ではメ

リケンパークや中突堤が 3.9％となっている。神戸港を訪れた人は三宮・元町・旧居

留地が 27.1％、南京町とハーバーランドがそれぞれ 18.7％、北野が 10.1％となり市

街地・北野エリアで 70％強を占めることから、このエリアが現在の神戸港基点の観光

エリアを形成していると考えられる。立ち寄り先が特になしと回答した割合は 8.9％

で、この数字は市内の中でも目立って低いことも合わせて、神戸港に 1日留まらず市

街地観光に繰り出す傾向が強いと思われる。反対に市内他施設・地域から神戸港に立

ち寄る人は 10.6％で、市街地の 50.4％を大きく下回ることから、立ち寄り先として

の存在感は低い。 

 
 
 
 
 
 

 

 

◆ 宿泊地（平成 19年度神戸市観光動向調査結果：地域名はアンケートを取った地点） 

神戸港 市街地 須磨・舞子 北野 六甲・摩耶 有馬 西北神 全市

神戸市内 74.4% 64.8% 73.2% 65.2% 85.6% 85.3% 85.7% 73.8%

兵庫県内 13.3% 11.0% 4.9% 11.3% 3.1% 5.7% 2.9% 8.5%

大阪 6.7% 15.1% 19.5% 17.0% 7.5% 4.5% 8.6% 11.3%

京都 1.1% 4.1% 0.0% 4.3% 0.6% 1.6% 0.0% 2.6%

その他 4.5% 5.0% 2.4% 2.2% 3.2% 2.9% 2.8% 3.8%
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② 各機関の市場調査から                        
・ リクルート・じゃらんリサーチセンターの「じゃらん宿泊旅行調査 2008」によると、

平成 19 年度、兵庫県内に宿泊した人は 576 万人（推計）で全国 10 位。テーマ別では、

兵庫県が上位の項目は「若者が楽しめるスポットや施設が多かった」（8位）、「大人が

楽しめるスポットや施設が多かった」（9位）だった。 

・ 財団法人日本交通公社の「旅行者動向 2008」では、「都道府県別の旅行タイプシェア」

において兵庫県は温泉 26.6％、周遊観光 11.9％、ワイワイ過ごす 9.2％、グルメ 8.8％

など。宿泊数では 1泊が 74.5％だった。 

―  神戸市の来訪経験は回答した人のうち 63.3％が「ある」とし、浦安や浅草、大

阪と並んで 6割を超えた。来訪意向は「ぜひ行ってみたい」が 37.0％、「行って

みたい」が 46.6％。 

―  神戸市のイメージは「自然風景」「歴史文化」「他にない見どころ」「バラエティ

豊富」「街並み」などで、いずれもが 10％前後で突出したイメージはない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 平成 14 年に神戸市が東京、仙台、福岡で行ったイメージ調査結果から神戸が観光地

としてどのような印象をもたれているかは下記のとおり。 

【神戸といえば】 港（30.2％）、異国情緒（28.7％）、お洒落なファッション 

          （15.6％）、六甲の山と緑（11.9％）、グルメ（5.9％） 

【神戸の都市像】 観光（39.3％）、国際港湾（29.5％）、ファッション（20.5％） 

【神戸ブランド】 洋菓子（35.6％）、神戸ビーフ（24.4％）、ファッション（18.7％）、 
【神戸の観光地】 北野異人館街（21.1％）、三宮・元町（17.7％）、六甲・摩耶（14.7％） 

・ 財団法人運輸政策研究機構による観光地魅力度評価（平成 10 年）では、神戸は都市

型観光地の中で、景観や町並み、風土など空間的要素を評価する「空間快適性」が最

も高い観光地の１つとされた。神戸港周辺の異国情緒あふれる町並みや港の景観、六

甲山系と瀬戸内海の自然などが融合している点が高評価につながった。 

 

◆ 観光地のリピート度マップ（出展：財団法人日本交通公社「旅行者動向 2008」） 
  神戸は、来訪経験率が高く、再来訪意向も強い。理想的なポジション 
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③ 旅行情報誌および旅行会社からの聞き取り               
（a） 神戸観光について 

旅行情報誌の女性編集者、女性旅行ジャーナリスト、大手旅行会社の女性社員から聞

き取りを行った。 

 

【旅行情報誌編集部のＡさん】 

・ 神戸のガイドブックの購入者は 20－40 代の女性が中心的。近畿、中部、首都圏の順

で、購読者の多くは日帰り圏内に居住。 

・ みなとまちのイメージでは首都圏に訴求力が乏しい。横浜と差別化できない。 

・ 食べる情報より、買う情報の反応がいい。パン屋さんめぐりはするけれども購入には

つながらない。近年はグルメよりショッピングの情報を求める傾向が強い。 

・ 神戸コレクションがその最たる例で、10－20 代の女性が大挙して集まっている。モ

デルが着ている服をその場で注文、購入することができる。10万円以上を使う若い女

性も多数存在する。神戸の百貨店も、神戸コレクションに連動したイベントを行い、

売上げを伸ばしている。マキシンの帽子、神戸シャツなど、こだわりのものづくりで

ブランド性の高い店舗が多いのも神戸の特徴。 

・ 休日、大阪の人が神戸に来ることはあっても、神戸の人が大阪に出て行くことは少な

い。お出掛け性の強いまち。そこにイベント性があればインパクトがある。その中で、

ルミナリエの規模縮小は残念。 

【旅行ジャーナリストのＩさん】 

・ 震災で「支店文化」がなくなり、神戸市内のホテルは休日稼働が中心になっている。

ホテルの宿泊単価は大阪より 2割程度低いのが現状。 

・ コンベンションの誘致は昔から熱心。過去には全国で 3位になったことも。 

・ ウェディングのまちとして神戸の支持は高い。ハワイや沖縄とは異なった「アーバン

ウェディング」の需要があるのではないか。 

【大手旅行会社のＴさん】 

・ 旅行商品から旅行者が神戸に求める志向、動向を読み取ることはできない。販売の主

流はホテル宿泊プランであるため、旅行者はホテルの価格、エステなどの付帯施設で

選択しているのが現状。 

・ 阪神間に住む人は、職場が大阪、神戸に関わらず、休日は神戸に出かけることが多い。

都心、山、海が適度な距離にあり、東京ディズニーリゾートと同じ理屈で、まちの規

模がちょうどいいのでは。個人的な感覚だが、１人でも、カップルや夫婦、子ども連

れでも同じルートを歩ける安心感が神戸にはある。 
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（b） 旅行商品について 

神戸への旅行商品造成について各旅行会社に現状を聞いた。 

 

【大手旅行会社広報担当のＡさん】 

・ 首都圏や九州などでツアー商品を若干催行、関西や中国はゼロ。大半が宿泊商品で、

売れ行きはここ数年良くもなく悪くもなくといった状況。 

・ ツアー商品を作らないのはニーズの問題。神戸は宿さえ取れば自分で旅程を組めてし

まうので造成する必要性に乏しい。魅力がコンパクトに凝縮された便利なまちなので、

商品を組まずとも自分で目的を持って 1日で周れてしまう。 

・ 外せない魅力は六甲の夜景と港町の風景。異国情緒もあり、総じて景観。 

・ 神戸固有のイメージが突出しており、姫路や阪神間、淡路島、京都など周辺と結ぶニ

ーズも特別考えられない。首都圏の人が京都に行ってしまうのは事実。 

・ 神戸はイメージ的には、旅行客、旅行会社にとって良い。しかし、お洒落やファッシ

ョン、スイーツなどはイメージ的なものなので商品には直結しない。 

【電鉄系大手旅行会社広報担当のＫさん】 

・ 首都圏、九州、四国発着の商品を展開。首都圏発の京都から神戸をまわる商品は、平

成 20 年 4－11 月に 2189 人を集めた。九州発はルミナリエが中心、四国発も大阪・

桜ノ宮の造幣局通り抜けとのセットなど花がらみのツアーが中心。 
・ 昨年秋に、クルーズ（コンチェルト）と六甲山夜景のツアーで 800人を集めた。 
・ 神戸でのツアーを新たに設定するためには、神戸からのプロモーションを強化し、マ

ーケットに訴求してほしい。神戸はあまり情報をくれない。 
【メディア系旅行会社商品造成担当のＭさん】 

・ 神戸以西の瀬戸内ラインは首都圏で人気。山陰から姫路城に立ち寄るニーズも高い。 

・ 12月、首都圏発で三菱重工業神戸造船所の進水式がメインの 1泊 2日のツアーを実
施。4万円と高額にも関わらず、96人が参加した。7割は単独の男性客だった。 

【コース】揖保の糸「そうめんの里」―カワサキワールド―ホテル（泊）―神戸港（進水式見学） 

          ―ロイヤルプリンセス乗船―南京町―灘・菊正宗酒造資料館―田崎パールプラザ―神戸 

          空港―羽田空港 
・ 神戸は温泉がなく、冬場が特に弱い。他エリアと比べても落ち込みが顕著。 

【九州地方旅行会社商品造成担当のＣさん】 

・ 神戸では夜景目当てで市内１泊、2日目から姫路や岡山、四国へ向かう。異国情緒や

お洒落などイメージだけでは滞在はできず、旅行商品として厳しい。 

【中国地方旅行会社専務のＮさん】 
・ 高速バスと 6ホテルをセットした宿泊プラン「神戸 6ホテル協奏曲」が人気。ホテル
側の閑散期対策として平成 13年に始まり、初年は 1000人超を集めた。今は 4－500
人。神戸へ高速バスを運行する数社と連携したユニークな試み。 
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（２） 関係者が語る観光事情                       
① 検討会議で挙がった意見 
今回の調査事業では、学識経験者や観光関係者を委員とする「検討会議」を組織、開

催した。神戸港周辺観光の現況を踏まえ、日頃神戸の観光に携わる立場から神戸港周辺

の観光事情について議論してもらった。主な意見は以下の通り。 
 

（a） 神戸の魅力 

・ 夜景は大きな売り。ファッションや街並み、グルメに観光客は魅力を感じている。 

・ レストラン船や遊覧船など海上の観光資源とショッピングに強い。 

・ ニューツーリズム分野では、造船所の進水式は神戸独自の売りになるのでは。 

・ 美術館が貧弱であるなど見るべき施設が少ない。インパクトのあるイベントや美術館

など文化の核になるものが必要。また、滞在スタイルの確立は必須。 

・ 服は今ではどこでも買えるので、神戸ファッションを売るには「神戸にファッション

ビルがあり神戸ブランドが売られている」というような内実が大切。 

（b） 宿泊・旅行商品 

・ 神戸で宿泊する人は、神戸市内を見てから大阪や京都に行く人が多い。市内では有馬

泊が一番多い。連泊する率は神戸、大阪、京都では神戸が一番低い。 

・ 日帰り客を泊めるためにイベントを行っても関西圏の人が多いので帰ってしまう。 

・ 神戸の見どころは多いが、2日間かけて神戸を見たいと思うほどではないのかも。神
戸のイメージを体験や素材に落とし込むのが難しい。 

・ 神戸滞在を促すのにアピールする素材の量が不足。情報発信も弱い。 

・ 関西圏からの日帰り客を宿泊に移すことを考えると、夜景を売っていくべき。 

・ PR戦略、ターゲットの選定をよく考えるべき。リピーターの獲得が重要。 
 
② 地元観光関係者からの聞き取り 
神戸港周辺観光の現状について、地元観光関係者に聞き取りを行った。 
 
・ 昔は神戸というブランドイメージだけで人気を博したが、旅行者ニーズが変化し対策

に苦慮している。入込客は今後も大きく変動することは考えにくい。（神戸市） 

・ 個人客にオーダーメイド旅行を提案することに重点を置きたい。（ホテル） 

・ 神戸は漠然としたテーマが売りなので、何ができるのか見えにくい。具体的な何かを

提供すればいいのだが。何が喜ばれているのか検証するべき。（ホテル） 

・ ツアー造成する必要性に乏しく、個人旅行客向けのまち。（旅行会社） 

・ ファッション、スイーツはイメージ的なもので商品には直結しない。（旅行会社） 
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（３） 分析結果・課題整理                        
観光ニーズや観光事情を踏まえ、分析結果と課題について下記の通り整理した。 

 
①  神戸港周辺観光について 

（a） 分析結果 

・ 求められているものが何か、そもそも需要があるのかという声が聞かれる。魅力の棚

おろしを行い、現状の観光素材で提案できる滞在メニューを検討する必要がある。 

・ 関西圏の 20―30 代の女性にファン層を獲得していると考えられるが、ファッション

やスイーツといった神戸特有のブランドのアピール、活用が不完全で、個人の志向に

まかせているのが現状。 

・ 観光地としての人気は従来どおり高いが、都市イメージに依存している結果である。

他地域との比較でも神戸は人気を集めており、リピーター率も高い。これは神戸の持

つイメージの強さであり、人を集める要素が揃っていると言える。 

・ 日帰り率の低下が示すように、滞在力は若干向上している。素材活用の不完全さ、旅

行商品の少なさからすると個人志向に潜在需要の高まりが感じられる。 

・ 上記から、神戸のイメージは国内でも独特の存在感、知名度を持っており、周辺地域

においても突出している。まずは素材を磨き、滞在促進につなげることが重要である。 

・ 呼び込みたいターゲット層（年齢、地域、志向）の選定が不明確である。ターゲット

を絞り、旅行者へ明確なテーマの提示を行い、広報戦略を展開することでさらなる集

客の可能性を秘めている。 

 
（b） 課題 
・ 神戸特有のファッションやみなとまちといった漠然としたイメージは旅行者に受け

入れられているが、旅行素材として具体化できておらず、ブランド力を生かしきれて

いない。これをいかに旅行商品に落とし込み、提案できるかが求められている。 

・ 素材間の組み合わせや体験メニューなど周遊素材の提案が不十分で、各素材・施設が

連携できていない。有馬温泉や姫路城、明石、阪神間といった周辺地域との周遊連携

も弱く、時間消費型の観光地として認識されていない。 

・ 観光入込客は地域、施設ともに若干伸びており、観光客の評価も上々だが、従来から

大きな変化がない。交通、自然、文化など観光を行う環境に恵まれているわりには生

かしきれていない。 

・ 大阪、京都の近隣に位置することもマイナスの一因。差別化のアピールも課題。 

・ 地域住民の観光、おもてなしの意識向上。民主体の組織強化と人材育成も課題。 

・ 修学旅行への取り組みが弱い。 
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②  旅行商品について 

（a） 分析結果 

・ 観光関係各社とも「旅行者は神戸に対して憧れや良いイメージを持っているのは間違

いない」と話しており、フリープランで 2―6 泊にわたる商品が存在する。個人観光

客へのアピールが必要で、神戸の本質的または隠れた魅力に触れるコースの提案や情

報発信、着地型旅行の造成に着手するなど、旅行者に「もう 1泊」を促す滞在メニュ

ーを構築する必要がある。 

・ みなとまちやファッション・スイーツといった神戸のイメージを観光素材として具体

化、可視化することが求められている。従来の代表的な観光素材に加え、「神戸に行

けばこれができる、楽しめる」ということを形にすることが求められている。 

・ 神戸の素材・ブランドを生かし、テーマごとに周遊・滞在コースを揃えることが必要。

長期滞在を求めるには、まずは神戸において観光を磨き、姫路や淡路島、阪神地域な

ど周辺地域に広げていくことで広域観光を創出することができる。 
 
（b） 課題 

・ コンパクトで便利に都市観光ができるといった神戸の特性から、ツアー商品のニーズ

がないと判断されている。マーケットへの訴求力も弱く、大々的に旅行商品造成を訴

えかけるのは困難な状況である。 

・ 神戸の素材が具体的に見えにくい、イメージだけでは商品化にはつながらないという

声が多く、神戸の魅力が旅行商品として最大限に生かされていない。 
・ 既存商品では、ショッピングは郊外のアウトレットモールが組み込まれ、市街地は自

由散策という扱い。スイーツも取り上げられることは少ない。まちを歩くことで得ら

れる神戸の魅力を観光素材として生かすための具体的なコースの提案や体験メニュ

ーが欠如している。 

・ 数日間の旅行では、京都や中国地方、四国と結び付けられた商品展開が行われている。

神戸は商品として半日から 1日が限界という見方で、滞在に向かないまちであるとの

認識が強い。 
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③ 情報発信について 

（a） 分析結果 

・ 情報発信はガイドブックや観光マップ、ホームページの活用により、神戸国際観光コ

ンベンション協会、神戸市が中心に行っている。内容は観光施設や特産品の紹介を主

に点での掲載になっており、体験メニューや地域間の誘導、テーマの提案など周遊・

滞在を促進する情報が乏しい。 

・ 首都圏をはじめとするマスコミを対象としたプレスツアーは頻繁に行われており、各

媒体への露出は比較的多いが、旅行会社には情報が良好に伝わっていない。 

・ 民間主体のまちづくりに関する取り組みやイベントなどの情報が一元的に発信され

ておらず、各団体が個別に情報発信を行っているケースが見受けられる。 

 

（b） 課題 

・ 神戸市が展開するイベント情報は充実しているが、民間が主催するイベントなどの情

報を統括して発信する仕組みがないなど民間との連携に乏しい。 

・ 神戸観光のキャッチフレーズ「FeelKOBE」などブランドアピールを十分に行い、首都

圏をはじめ全国への浸透を図ることが求められる。 

・ 旅行会社からはツアー商品のニーズがないと判断されているうえに、情報提供や周遊

メニューの提案の少なさも指摘されている。 

・ 個人への情報発信においては「どこで何が買え、味わえるのか」、体験メニューなど

「神戸で何ができるのか」という具体的な情報が欠如している。 
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３.  観光圏の形成に向けた旅行商品の創出 

（１） 滞在型旅行商品の創出に向けた基本方針               
神戸港周辺観光の分析結果から、神戸の魅力の具体化が主な課題であるとわかった。

その上で観光客の滞在時間を延長させるためには、 
・ 個々の観光資源・コンテンツをいかに連携させるか 
・ 神戸の魅力に触れる観光資源・素材を組み合わせたコースの提案、着地型旅行の造成 
が必要だと考えられる。これを踏まえ「みなとまち神戸から始まる旅」をテーマに滞在

型旅行商品の創出を検討する。先々は周辺地域と観光圏を形成することも鑑みたい。 

 

① イメージと方向性 
・ 神戸の魅力は「ファッション」「グルメ」「スイーツ」「夜景」などから連想される「レ

トロ＆モダン」「おしゃれ」といった日常の延長線上にあるイメージ的なものが多い。

観光都市神戸は「ロマンチック」「エキゾチック」などのイメージが誘引力になり、

魅力的な時間消費地として認識されている。 
・ 雑誌メディアでは、ショッピングやグルメを題材にイメージの世界をプチ体験する神

戸流ライフスタイルを提案し、読者の支持を得ている。 
・ 一方、旅行商品は、上記のうち「夜景」と「グルメ」を組み合わせたルミナリエや六

甲山に関係するツアーで確認できる程度にすぎない。例外として、平成 20 年 12月に

三菱重工業神戸造船所の進水式をメインにしたツアーが話題になった。 
・ 言い換えれば、現状では他の組み合わせによるツアーは乏しく、ファッションなど個

人差が大きい嗜好の素材は、マス・マーケティングでは捉えにくいと考えられる。 
 
 

・ 神戸の魅力を具体化、深耕化する手段としてニューツーリズム（地域資源を活用した

体験・学習、交流型の旅行商品）を手法とし、他にはない「神戸ならでは」の必然性

を、複数の観光資源・素材を組み合わせることで周遊テーマを設定しアピールするこ

とを試みたい。 
・ ただし、周遊テーマが個々に存在するだけでは滞在力が弱いため、総合性（神戸らし

さ）をベースに、テーマ性を持った複数のツアーが並列に存在するという神戸観光ス

タイルを構築する。 
・ 「みなとまち神戸から始まる旅」をキーワードに、神戸の魅力を具体化した複数のツ

アー（周遊メニュー・コース）を旅行者が選択、組み合わせることで滞在促進を目指

す。 
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・ テーマに沿って素材を組み合わせるほか体験メニューを設定し、１日以上の周遊メニ

ュー・モデルコースを企画。これを組み合わせて連泊・数日間滞在することを神戸滞

在観光の基本スタイルとする。複数の神戸の魅力を体験することで、神戸が持つ本質

的な魅力を体感してもらう。 
・ ショッピングと帽子のオーダーメイドを組み合わせた神戸ファッション体験や、造船

所での進水式、外航客船の船内見学のような神戸の都市イメージを実体験するプログ

ラムで「神戸の魅力そのもの」を観光客に感じてもらう。 
・ 上記のように神戸の魅力を磨き、具体化させた観光メニューが揃えば、神戸港周辺を

起点に観光エリアを広げることで（広域観光の形成）、周辺地域との交流が進み、さ

らなる長期滞在を促すことが可能になる。 
 

 

・ 体験メニューやモデルコースを企画、集約するには、観光・商工事業者、大学、市民

など民間を中心とした産学官・地域の連携が必須であり、また事業の中心的役割を担

う組織が必要になる。神戸を訪れる年間約３千万人の観光客は地域、産業にとっても

無視できない市場であり、「みなとまち神戸から始まる旅」は観光まちづくりに関わ

る地域、産業と観光のコラボレーションの場という側面も兼ね備える。 

◆ 神戸観光スタイルの構造イメージ 

ファッション 

産業 

海上・港湾 
夜景、グルメ… 

アート・文化 

学習 

レトロ＆モダン 

歴史 

みなとまち神戸観光 

ファッション アート 

産業観光 海上港湾 

レトロ 学習 

グルメ 歴史 

夜景 その他 

神戸の魅力・テーマ 

【神戸観光関係者】 

テーマごとに観光、商工事

業者などが連携して１日以

上の滞在コース・体験プロ

グラムを設定 

【旅行者】 

好きなコース・メニューを選

択し、複数日宿泊滞在。

様々なテーマを組み合わせ

て神戸の魅力を体感する 
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② 周辺地域との交流に向けた検討 
３泊を超える連泊を促していくには、将来的に周辺地域との連携による観光圏を形成

することが有益であると考えられる。「みなとまち神戸から始まる旅」の考え方を前提に、

神戸が持つ地域特性やイメージに沿ったエリアを考えたい。検討会議で挙がった意見、

考えられる交流先は以下の通り。 

 

（a） 検討会議で挙がった意見 

・ 【宝塚・西宮・芦屋】 おしゃれ・モダンといった雰囲気で、神戸とイメージが重な 
                    る。ただし、観光資源が乏しいため、スイーツなどある一定 
            のテーマだけに特化すると募集は難しい。大阪が近く、阪神 
                     間を絡めると、関西圏として括られてしまうことが危惧され 
                     る。 

・ 【淡路島・明石】     淡路島はリゾート施設の充実で最近人気を集めている。明石 
                      は漁業資源の魅力がある。両地域は根源的にリラックスでき 
                      る要素が揃っているので、活用したい。 

・ 【姫路】             世界遺産・姫路城を有し、現在も観光面で神戸市と連携して 
                      いるため、現実的である。 

・ 【神戸】             神戸自体に魅力があるので、まずは神戸のブランドイメージ 
                      に特化した取り組みが必要ではないか。 

・ 【京都・大阪】       旅行商品の造成を考えると、京都が目的の観光客に対して、 
                      昼は京都で観光、夜は神戸に宿泊というアピールができれば 
                      可能性がある。三都を１つの売りにしたい。 
 

（b） 神戸市の状況 

・ 交流エリアについて、現在調査・検討中であり、決定事項はなく特段動きもない。た

だし、姫路、明石、三木など神戸以西エリアが候補として考えられ、特に世界遺産・

姫路城と連携したいという意向がある。すでに姫路、明石との PR活動、倉敷、琴平、

鳴門とのクルーズを狙った活動を行っている。 

 

（c） 考えられる交流エリアとテーマ例 

・ 神戸―姫路エリア…世界遺産と異国情緒 
・ 神戸―播磨淡路臨海エリア…瀬戸内シーサイド 
・ 神戸―淡路エリア…リゾート 
・ 阪神間エリア（芦屋・西宮）…ファッショナブルライフ 
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（２） ニューツーリズムとのマッチングの可能性              
目的志向の明確な個人旅行者が多数、と考えられるみなとまち神戸で滞在時間を増や

すには、目的に合った付加価値を提供し快適な時間消費を促さなければならない。神戸

のイメージは多岐に渡ることから、その多様性を活用し、周辺地域との様々な連携軸を

作り出すことができる。みなとまち神戸の時間消費スタイルの構築が求められており、

神戸観光スタイルの発現において、滞在メニューを検討する上で、体験を基軸とした「ニ

ューツーリズム」の活用を考えたい。 

 

① 財団法人日本交通公社のニューツーリズム調査から 

・ 下表に財団法人日本交通公社が調べたニューツーリズムの認知と経験、参加意向をま

とめた。今後の参加意向で「ぜひ行ってみたい」の回答が突出している国内の世界遺

産。周辺地域に姫路城を抱えており注目したい。 

・ エコツーリズムは伸び悩み傾向にあるが、認知度の低かった 20 代で「ぜひ行ってみ

たい」と回答した割合が高いほか、世界遺産も 20－30 代で「ぜひ行ってみたい」の

割合が高い。また、グリーンツーリズム、産業観光の注目度が近年増している。 
 

行ったことがある 知っているが行ったことはない 知らない

エコツーリズム 3.4% 49.4% 47.2%

グリーンツーリズム 1.7% 38.8% 59.4%

ヘリテージツアー 4.2% 21.7% 74.1%

ロングステイ 2.5% 68.5% 29.0%

国内の世界遺産 13.1% 58.8% 28.1%

産業観光 13.8% 37.9% 48.3%

パワースポット 1.5% 23.8% 74.7%

おこもり・隠れ家滞在 4.0% 27.1% 68.9%

環境に優しい旅行 0.6% 17.8% 81.6%  

 
ぜひ行ってみたい 行ってみたい あまり行きたくない 行きたくない

エコツーリズム 9.6% 45.6% 35.1% 9.8%

グリーンツーリズム 6.5% 36.9% 42.0% 14.6%

ヘリテージツアー 3.6% 18.0% 55.8% 22.7%

ロングステイ 15.7% 27.3% 35.6% 21.4%

国内の世界遺産 25.9% 48.2% 18.4% 7.5%

産業観光 7.9% 34.7% 44.0% 13.4%

パワースポット 9.8% 26.2% 40.0% 24.0%

おこもり・隠れ家滞在 10.3% 29.0% 39.1% 21.6%

環境に優しい旅行 3.7% 26.4% 52.7% 17.2%  
 
 

 

◆ ニューツーリズム（最近注目の旅行スタイル）の認知と経験（財団法人日本交通公社調べ） 

◆ ニューツーリズムの今後の参加意向（財団法人日本交通公社調べ） 

・ パワースポット…神秘的な力・エネルギーの宿る場所を訪れる旅行 
・ おこもり・隠れ家滞在…ホテルや旅館内での滞在そのものを主目的とした旅行 
・ 環境に優しい旅行…旅行中に排出したＣＯ２を減らすための料金負担など、環境に配慮した旅行
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② みなとまち神戸とのマッチング 

・ 神戸港周辺には、神戸ならではの生活体験を想起する素材が多い（アート、ファッシ

ョン、異文化観光など）。これらは学習観光とも結びつきがある。 
・ 神戸港でのクルーズ観光、メリケンパークやポートタワーなど神戸港周辺散策、須磨

のヨットハーバーなど臨海部での親水をメインにした港湾観光（ブルーツーリズム）、

六甲山や淡路島など周辺地域でのエコ・ヘルスツーリズム、自然観光（グリーンツー

リズム）に関する素材は多彩。 
・ 産業観光は、三菱重工業神戸造船所での進水式やコンテナターミナルでの見学・冷蔵

倉庫体験といった港湾地域を中心に、神戸ならではの新しい素材として豊富に揃う。 
・ パワースポットは、生田神社や淡路島で本格化する「神話ツアー」などがあり、これ

らを活用しエリア全体に波及させていくことは有効である。 
・ フィルム・コミッションの活動が活発であり、まち歩きの素材として映画やドラマの

ロケ地を巡るフィルム（シネマ）ツーリズムの可能性も大きい。 
・ ポートアイランドの神戸夙川学院大学をはじめとした大学との連携によるエルダー

ホステル、生涯学習型の観光も提案できる。 
・ 見せるだけの観光ではなく、テーマに沿って興味深いストーリーを提供するためには、

具体的に見せたり、語ったり、体験させることを手助けする案内役（ガイド）が不可

欠である。 
・ お洒落・ファッションにまつわる素材についても、エステ体験や衣服のオーダーメイ

ド、雑貨づくりなど体験型メニューの設定が期待できる。 
・ 神戸でのニューツーリズムの確立には、ショッピングやグルメなどの地域産業と観光

産業の連携、相互理解を深耕化していくことも必要。 
 

③ みなとまち神戸におけるニューツーリズムのまとめ 

・ ニューツーリズム創出に生かせる素材は多彩に揃っており、 
「みなとまち神戸エリアならではの『個性』の明確化」 
「みなとまち神戸エリアらしい『地域性』の明確化」 
「みなとまち神戸エリアのヒト･モノ･コトの『総合力』の利用」 
を念頭に、みなとまち神戸のトータルイメージの打ち出し、素材を生かした体験、ツ

ーリズムの形成が求められる。この考えをもとに、素材の組み合わせとテーマ性を確

立し、神戸観光スタイルに基いた神戸ならではの楽しみ方を具体的に発信することが

重要であると考えられる。 
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（３） 商品造成及び交流拡大に向けた方策                 
① モデルコースの作成・提案 

みなとまち神戸のイメージを形成する複数の魅力を組み合わせたニューツーリズムの

形成が求められるところであるが、関係者間連携の深度化を前提として、「みなとまち神

戸から始まる旅」を基本に新たなモデルコースを提案し、魅力的な旅行商品の造成を働

きかけることとしたい。 
 

（a） みなとまち神戸観光 ツアーイメージ 

（ア） 要旨 

＜テーマに沿った体験メニューとまち歩きで神戸を体感＞ 
周遊・滞在テーマは神戸の魅力を具体化する素材を集約化したものであり、ファッシ

ョン観光であれば神戸市街地、港湾観光であれば神戸港周辺、レトロ・モダン観光であ

れば旧居留地など、テーマに即した素材を線で結ぶエリアが考えられる。「神戸ならでは

のニューツーリズム＝神戸ならではの体験＋まち歩き」と捉え、そのエリアを散策する、

いわゆるまち歩きをベースに、テーマに沿った体験プログラムを楽しむことで付加価値

を創出し、神戸のまちと魅力を体感できることを基本コンセプトとした。また、このテ

ーマ単位の周遊コースを複数選択、連泊滞在することで、神戸が持つ様々な魅力に触れ、

神戸そのものを味わってもらうことが狙いとなる。 
 

（イ） 概要・構成 

【受入側（事業主催）】 
・ 神戸ならではの周遊テーマを揃え、テーマごとにコースメニューを設定 
・ 地域、産業連携によって昼間の体験プログラムを充実させ、まち歩きと組み合わせた

コース構成 
・ 体験プログラムは、「通年実施するもの」「季節に応じて実施するもの」「サプライズ

的な要素を持つ不定期に実施するもの」の３パターンが考えられる。ここでは地域で

行われるイベントも含む 
・ 神戸に宿泊する必然性を創出するため、夜・朝の体験プログラムを設定 
・ 神戸港周辺を宿泊拠点とし滞在を促進するとともに、3 日目以降は神戸観光のほか、

交流地域への拡大を促す 
・ 販売が見込めそうなコースの組み合わせ・旅程については、パック化しツアー商品と

しての造成を目指す 
【旅行者】 
・ 個人・グループの志向に合わせて、コース、日数を選択することができ、自由に旅程

が組める。また、既に商品化されている旅行会社のツアー商品への参加も可能 
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（b） 周遊テーマの設定 
神戸の資源を生かした個性的な旅が楽しめるテーマを抽出し、周遊コースや滞在プロ

グラムを設定する。一口に神戸と言えども、多様な切り口で捉えることができる。また、

テーマによって年齢層や性別などターゲットが異なることも考慮したい。 
 

（ア） お洒落・ファッション観光 

神戸ブランドの代表的なテーマであり、女性向けに人気。ファッションとスイーツ、

エステなどを体験メニュー化し、優雅で気品溢れるひとときを体感してもらう。 
（イ） レトロ＆モダン・異文化観光 

神戸の都市イメージを表すもので、旧居留地や南京町など異国情緒が豊か。まち歩き

と体験・イベントを絡めることで、年齢・性別を問わない観光メニューの提案が可能。 
（ウ） アート・文化観光 

神戸は文化創造都市であり、美術館や街角ギャラリー、ビエンナーレ（港で出合う芸

術祭）などのイベントによって開放的で国際性に富む神戸固有の文化を実感してもらう。 
（エ） 産業観光 

外国貿易の窓口として発展した神戸港の産業資源は、造船所や流通倉庫など他地域に

ない優位性を有している。高年層、団塊世代にはノスタルジーを、若年層には新鮮な印

象を与える。 
（オ） 港湾観光（ブルーツーリズム） 

国際港湾都市の象徴である神戸は、大型外航客船の寄港やクルーズ観光、ベイエリア

の整備が充実し、みなとまち神戸を感じるには最適と言えるテーマである。 
（カ） 歴史観光 

神戸市内西部を中心に社寺史跡など資源を備え、神戸の伝説、歴史をより深く豊かに

理解してもらう。壮高年層向きの設定を狙う。 
 

周遊テーマ 

体験プログラム 

まち歩き・食 

＋夜・朝プログラム→宿泊

 通年もの 

季節もの 

サプライズもの 

テーマＡの周遊コース １日目 

＋ 

・・・ 
テーマＢの周遊コース ２日目 

３日目 テーマＣの周遊コース 

＋ 

みなとまち神戸の魅力を体感 

◆ みなとまち神戸観光 滞在ツアーイメージ 

※コース、日程の選択が可能 

ガイド 
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（キ） 下町観光 

神戸市街地にも１日では追えない魅力がある。元町以西の下町風情など、あまり知ら

れていないが楽しいスポットを紹介し、通り一遍でない神戸を楽しむ。 
（ク） 学習観光 

神戸の水際空間は知的、文化的魅力とレジャーの楽しさを併せ持つゾーンが展開し、

生涯学習のほか滞在需要を増加させる修学旅行の誘致にも活かしたい。 
（ケ） 自然観光（グリーンツーリズム） 

海と山に挟まれた形で立地する神戸は、南北に明石海峡大橋など海洋資源、六甲山の

ような森林資源が豊富で、都市観光に自然の魅力を加え、幅広い魅力を提案する。 
（コ） エコ・ヘルスツーリズム 

神戸では臨海、六甲山といった自然環境のほか町中でのウォーキングなど、健康増進

をテーマに旅を楽しんでもらう。 
 

（c） モデルコース設定・滞在例 
（ア） モデルコース例 

テーマ別にモデルコース例を挙げる。ターゲットに合わせ、テーマを複数組み合わせ

てコースを組むことも可能。通年や季節に応じた体験プログラム・地域イベントを増や

せば、バリエーションはより豊かなものになる。 

 
【モデルコース例 設定の考え方】 
・ テーマとエリアの魅力に触れてもらうために、施設を数多く周るのではなく、体験プ

ログラムと、その周辺でのまち歩きに重点を置いたコース設定を行った。また、体験

プログラムは行程の目玉であり、ツアータイトルに記載することで重点的な内容をわ

かりやすく表現した。 
・ 神戸ビエンナーレや神戸歴史ウォーク、新開地音楽祭など様々なイベントが各エリア

で開かれており、今後も地域おこしのイベントが増えれば一年を通して何かしらのイ

ベントが行われる形になる。旅行催行の際に開かれるイベントをコースに組み込むこ

とも、地域の魅力に触れることを考えると大きな１つの素材となる。 
・ 宿泊滞在する必然性を創出するために、夜・朝のプログラムも検討する必要がある。

神戸を代表する観光資源である夜景は夜景観賞ツアーとして利用するほか、ジャズバ

ー体験や、ルミナリエやみなとこうべ海上花火大会など神戸ならではの素材・イベン

トも活用する。 
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◆ テーマごとのモデルコース例 
上段：コース

下段：その他考えられる素材

＜神戸ファッションを満喫　―オリジナル帽子オーダー体験―＞
神戸ファッション美術館・神戸ファッションプラザ「Ｒｉｎｋ」―（昼食）―帽子店「マキシン」見学・オーダー―トア
ロード周辺でスイーツ・ショッピング―（夕食）

エステ、メーク＆洋服着こなしでモデル体験、スイーツ・パン店で料理教室体験、神戸ファッション美術館

＜神戸で世界の文化に触れる旅　―異文化・レトロなまちめぐり―＞
旧居留地散策・レトロ建造物めぐり―（昼食）―南京町散策―元町老舗めぐり―北野異人館街で世界の雑貨
店ショッピング―（夕食）

世界各国の料理食べ歩き、国際屋台村（ex.みなとまつり）、寺院仏閣の巡礼

＜神戸で１日アーティスト　―神戸港・旧居留地で写生・写真撮影体験―＞
神戸市立美術館と画廊めぐりまたは六甲アイランド美術館めぐり―（昼食）―神戸港・旧居留地で写生体験ま
たは写真撮影体験―純喫茶でカフェ―（夕食）

ビエンナーレ、ジャズバー・喫茶体験、ライブハウス、アンティークショップ見学、雑貨・文房具づくり体験

＜神戸港の奥深さを体感　―新船の門出を祝う進水式体験―＞
造船所進水式見学―コンテナターミナル見学・産業用冷蔵倉庫で温度差体験―（昼食）―港頭地区歴史
ウォーキング―兵庫運河めぐり―（夕食）

カワサキワールド、灘五郷散策・酒蔵見学、パン・スイーツづくり体験、ファッション産業見学

＜まちからすぐの優雅な船旅　―豪華客船見学と港湾遊覧体験―＞
外航クルーズ客船船内見学―（昼食）―ベイエリア・ハーバーランド散策―遊覧船乗船―海辺のカフェで休憩
―（夕食）

レストラン船、スプラッシュ（水陸両用船）、舞子海上プロムナード、モザイクガーデン

＜古代から近代の神戸をたどる　―神戸の史跡巡りと灘の清酒試飲体験―＞
湊川神社～生田神社歴史ウォーキング―（昼食）―灘五郷のまちなみと清酒試飲体験―御影公会堂―（夕
食）

神戸税関、兵庫県公館、須磨寺、姫路城、淡路島、神戸華僑歴史博物館、花隈城址、相楽園

＜懐かしい神戸に出会う　―新開地で大衆演劇観賞―＞
新開地で昭和のまちめぐり（老舗店舗の見学・試食など）―（昼食）―新開地劇場で大衆演劇観賞―兵庫・長
田散策（「ぼっかけ」試食）―（夕食）

新開地で寄席見学、長田で駄菓子屋や懐メロ喫茶、神戸商店街（元町通、湊川、大正筋、板宿、水道筋）

＜神戸を学ぶ・神戸で学ぶ　―ポートアイランド周辺で防災・生涯学習―＞
人と防災未来センターで防災学習―（昼食）―ポートアイランドで大学キャンパス見学・講座参加―（夕食）

神戸港震災メモリアルパーク、海洋博物館、カワサキワールド、神戸文学館、神戸映画資料館

＜神戸の西海岸で海山の生態に触れる　―須磨で自然観賞と新名物試食―＞
須磨離宮公園で季節の草花を観賞―（昼食）―須磨海浜水族園―須磨浦商店街散策（サイダー・須磨丼の
試食）―（夕食）

須磨水族園、須磨海釣り公園、明石海峡大橋、王子動物園、神戸花鳥園、六甲山牧場、六甲山ウォーキン
グ、淡路島

＜身も心も綺麗に　―六甲、ホテルで健康美容体験―＞
六甲山ウォーキング（六甲の水試飲）―（昼食）―ベイエリア散策後、ホテルでエステとアロマテラピー体験―
（夕食）

六甲山全山縦走、淡路島（あわじ花さじき、阿万海岸など）、明石で漁業体験、まちなかウォーキング

テーマ

お洒落・
ファッション

レトロ＆モダン・
異文化観光

アート・文化
観光

学習観光

自然観光

エコ・ヘルス
ツーリズム

産業観光

港湾観光

歴史観光

下町観光

夜/朝 プログラム

夜の
プログラム

・ 神戸夜景観賞ツアー（通年）
→メリケンパーク・ポートタワーコース、ガス燈通り・モザイクガーデンコース、六甲山コース、ポートアイランド
コース
・ 神戸港ナイトクルーズ（通年）
・ 神戸ジャズバー・ライブハウス体験（通年）
・ ルミナリエ、みなとこうべ海上花火大会、南京町春節祭見学（イベント開催時）

朝の
プログラム

・ 朝のベイエリア散策（通年）
・ 造船所進水式（開催時）
・ 南京町太極拳体験（不定期）
・ 垂水・明石の魚市場体験（通年）

◆ 夜・朝のプログラム例 
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・ 食は、神戸ブランドを形成する要素のひとつであり、地域の魅力を体感する旅には欠

かせない素材である。神戸の食は洋食文化に伴う豊富な外国料理店、各国の食材を使

った料理が特徴的。コースの設定に際し、大きなインパクトを持たせたい。 
【神戸ビーフ】 神戸グルメの代表的な存在で、その美味しさは全国的に定評がある。 
              三宮周辺に有名店が集まり、ステーキ、焼肉、しゃぶしゃぶなどで楽 
              しめる。主にディナーとして提供され、神戸の優雅な夜を演出する。 
【洋食】      洋食文化は神戸港開港以来の歴史を持ち、市内各所に名店が点在し 
              大正、昭和初期開店のレトロな雰囲気も残る。ハンバーグ、カツレツ 
              のほか、シチューなどの煮込み料理が有名である。 
【中華料理】 南京町のほか元町から北野にかけて料理店があり、中国出身の料理人 
              による本場の味が楽しめる。南京町では、露天での食べ歩き、店内で 
              の飲茶も観光客の舌を満足させる。 
【外国料理】  フレンチやイタリアンの名店も数多く、各国の食材を使い、独創的な 
              料理を提供している。そのほか、北野異人館街を中心に欧米、アジア 
              など各国の料理店が並び、異国文化が味わえる。 
【スイーツ】 神戸港の開港から洋菓子文化が根付き、今や神戸スイーツとしてブラ 
              ンド力を発揮している。洋菓子店内やカフェなどで気軽に味わえ、旅 
              のアクセントとして行程に加えたい。 
【ｼﾁｭｴｰｼｮﾝ】  海を望むホテルでのランチ、レストランで夜景を眺めながらのディナ 
              ー、レストラン船で海上を遊覧しながらの食事など、神戸ならではの 
              食事の楽しみ方を提案する。 

・ まち歩きは、地域を肌で感じることができるプログラムだが、案内役がいることで、

地域への理解を深め、魅力の背景を知ることができる。神戸には観光ボランティアガ

イドが多数登録されており、まち歩きの実施にはこれを活用する。また、市内エリア

単位では各地に精通したガイドがいるが、テーマに応じたガイドの設定も求められる。

現状では、震災学習や自然観光などは専門的見地から紹介するガイドがいるものの、

お洒落・ファッションや産業観光などについては特定のガイドは認知されておらず、

産業界の協力を得て、専門分野のガイドを育成していくことが求められる。 
＜現在活動している神戸港周辺の主なガイド団体＞ 

－ ＫＯＢＥ観光ガイドボランティア（三宮・北野・旧居留地、震災学習） 

－ 神戸まちづくり研究所（震災学習） 

－ 語り部ボランティア（震災学習） 

－ 六甲山自然案内人の会 

－ タウンガイドＫＯＢＥ24（三宮・北野・神戸港周辺） 

－ 須磨歴史倶楽部 
－ 新開地まちづくりＮＰＯ（まち歩きツアー催行時にガイド実施） 
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（イ） 滞在例 

モデルコースの選択、組み合わせによる複数日の滞在例を以下にまとめた。テーマ性

と総合性（神戸らしさ）を意識し、夜・朝のプログラムや食事によるつなぎについても

素材を広げながら工夫していきたい。 
◇例１…想定ターゲット：母娘・カップル・女性友人同士・ＤＩＮＫＳ 
【１日目】＜神戸ファッションを満喫―オリジナル帽子オーダー体験―＞（お洒落・ファッション） 

神戸着―（昼食）イタリアン―帽子店「マキシン」見学・帽子オーダー―トアロード周辺で

スイーツ・ショッピング―（夕食）神戸ビーフ 

（夜）ジャズバー体験→神戸港周辺ホテル泊 （２日目朝）六甲山ウォーキング 

【２日目】＜身も心も綺麗に―六甲山、ホテルで健康美容体験―＞（エコ・ヘルスツーリズム） 

（六甲山自然案内人の会によるガイド）六甲山ウォーキング・六甲の水試飲―（昼食）六甲

山ガーデンテラスでジンギスカン―ベイエリアを散策後、ホテルでエステとアロマテラピー

体験―（夕食）ホテルディナー 

（夜）夜景観賞ツアー（メリケンパーク・ポートタワーコース）→神戸港周辺ホテル泊 

（３日目朝）名店で焼きたてパンの朝食 

【３日目】＜神戸で世界の文化に触れる―異文化・レトロなまちめぐり―＞（レトロ＆モダン・異文化） 

（ＫＯＢＥ観光ボランティアによるガイド）北野異人館街で世界の雑貨店めぐり・ショッピ

ング―（昼食）異人館街の各国料理―旧居留地でレトロ建造物めぐり・カフェでスイーツ―

（夕食）南京町で中華料理 

（夜）夜の南京町散策→神戸港周辺ホテル泊 （４日目朝）朝のベイエリア散策ツアー             

◇例２…想定ターゲット：年配の夫婦・友人、旅慣れしたＤＩＮＫＳ、学生 
【１日目】＜神戸で１日アーティスト―神戸港で写生・写真撮影体験―＞（アート・文化観光） 

神戸着―（昼食）フレンチ―神戸港・旧居留地で画家の指導のもと写生体験または写真撮影

体験―純喫茶でカフェ・神戸市立美術館―（夕食）神戸ビーフ 

（夜）夜景観賞ツアー（ガス燈通り・モザイクガーデンコース）→神戸港周辺ホテル泊 

（２日目朝）造船所進水式見学 

【２日目】＜神戸港の奥深さを体感―新船の門出を祝う進水式体験―＞（産業観光） 

三菱重工業神戸造船所進水式見学―コンテナターミナル見学・産業用冷蔵倉庫で温度差体験

―（昼食）モザイクで海を眺めながら食事―港頭地区歴史ウォーキング―兵庫運河めぐり―

（夕食）レストラン船 

（夜）神戸港ナイトクルーズ→神戸港周辺ホテル泊 （３日目朝）ゆっくりホテルで朝食 

【３日目】＜懐かしい神戸に出会う―新開地で大衆演劇観賞―＞（下町観光） 

（新開地まちづくりＮＰＯによるガイド）新開地で昭和のまちめぐり（老舗店舗の見学・試

食など）―（昼食）老舗洋食店のランチ―新開地劇場で大衆演劇観賞―兵庫・長田を散策「ぼ

っかけ」試食―（夕食）ホテルディナー 

（夜）ジャズバー体験→神戸港周辺ホテル泊 （４日目朝）明石で漁港体験→播磨・淡路へ 
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（参考）体験プログラム・ツアー造成がもたらす可能性 
「みなとまち神戸」の都市イメージを生かした観光圏の形成に向けた資源活用調査検

討会議では、体験プログラムを組み込んだ滞在型旅行商品の造成を促進するための議論

を行った。平成 20 年 12 月に実施された「三菱重工業神戸造船所進水式見学ツアー」を

具体例に、課題や波及効果など旅行商品造成への可能性について検討した内容を以下に

まとめる。 
 
【三菱重工業神戸造船所進水式見学ツアー】 

（a） 概要 

・ 平成 20 年 12 月 3 日に実施。クラブツーリズムによって首都圏発の 1泊 2日のツアー
商品として販売された。4万円と高額にも関わらず、96人が参加。7割は単独の男性
客だった。 

・ コースは、前泊で進水式のほかカワサキワールド見学、遊覧船乗船、南京町散策と食

事、灘の酒蔵見学を組み合わせた、産業観光スタイル。 
・ あくまで兵庫ＤＣトライアルとしての試行で、進水式の一般見学者枠 600のうち 100
を旅行会社に託したところ、すぐに定員に達した。（神戸港振興協会） 

・ 実際に見学したが、進水式は迫力があり、希少価値もある。すぐに集客できる商品に

なると感じた。（旅行会社） 
（b） 体験プログラム・ツアー化への課題 

・ 旅行商品化に向けた産業界の理解、協力が必要。 
・ 防衛機密などの関係で、参加者全員の名簿を造船所に提出しなければならず、受入側

の作業が煩雑になる。 
・ 建造工程の関係で進水式の日程はなかなか決まらず、１カ月前に決まることも少なく

ない。 
（c） 今後の発展の可能性 

・ 神戸の港湾施設や造船産業は他にはないスケールと魅力を備え、ぜひ生かすべき。 

・ サプライズ的かつ希少価値があるため、情報発信によるインパクトや話題性が非常に

高い。 
・ 支綱は安産のお守りとして希望者に配布するなどお土産の開発も期待できる。 
（d） 連携の広がり 

・ 冷蔵倉庫で温度差を感じる体験、物流コンテナターミナルなど港湾施設と組み合わせ

ることができる。 

・ 進水式は早朝に実施されるため、宿泊・滞在に有効。 
・ 港めぐりの遊覧船、ホテルからも進水式を眺められるので、タイアップが可能。 
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② 交流拡大に向けた体制・戦略 
滞在型旅行商品の創出、観光振興を推進するには、地域関係者による実行組織の整備、

広報戦略の確立が必要不可欠である。 

 

（a） 実行組織 

（ア） 前提 

・ 本事業で提言する「みなとまち神戸から始まる旅」を構築するには、滞在型旅行商品

の創出を推進することが重要であるが、具体的に事業を推進する中心組織のもと、戦

略的に取り組むことが求められる。 
・ 滞在型旅行商品（体験メニュー・周遊コース）の造成には、例えばファッションなら

（財）神戸ファッション協会、スイーツなら兵庫県洋菓子協会といった地元商工業者

との連携、またイベントの開催には、各エリアのまちづくりグループなど実施団体と

の連携が不可欠である。 
・ これらを主導し、戦略的に取りまとめるには、神戸の魅力の深耕化・具体化という今

回の方向性や、市民・地域協働による観光まちづくりの観点から、民主導の取り組み

を中心軸に、行政や大学も参画した産学官地域の連携と協働により事業を推進する形

が望ましい。 
 

 

（イ） 神戸における観光推進体制の現状 

・ 神戸観光の推進は、FeelKOBE 観光推進協議会と（財）神戸国際観光コンベンション

協会、神戸市が中心組織として存在する。また、神戸港や北野、六甲など市内エリア

に観光協会や観光案内所、ＮＰＯ団体など観光・まちづくりに取り組む組織が点在し

ている。なお FeelKOBE 観光推進協議会には商工事業者団体も多数参加しており、神

戸市全体として観光への意識は高い。 

・ FeelKOBE 観光推進協議会が中心組織として存在するが、あくまでも神戸市域の観光

振興戦略の大きな方向性を示唆する組織であり、具体的な事業の計画は、個別に関係

する地域、事業者、団体が共同で作り上げている状況である。神戸市や（財）神戸国

際観光コンベンション協会では、最近、特に活動が活発になってきている地域に根ざ

した観光素材の創作を目指し、地域団体などとの連携を図り始めた段階である。 

 

※FeelKOBE 観光推進協議会…神戸観光の推進を示唆する組織で、平成 14 年に現在の
形で結成。神戸の観光関連企業、団体、ホテル、鉄道、商店などが参画している。（財）

神戸国際観光コンベンション協会が事務局を務め、各事業については、行政や関係

者、団体などと連携しながら計画、実施を検討している。 
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（ウ） 組織の整備 

・ 神戸市内には、まちづくりに取り組む熱意ある団体や民間事業者が多数存在しており、

体験メニューやイベントを揃えるためのアイデアを具体化する土壌がある。これらを

ネットワークでつなぎ、事業を推進する組織の形成を目指す。神戸市もその方向を模

索している。 

・ 各団体・企業などとの連携にはつなぎ役が必要であり、神戸観光に統一感を持たせる

という意味でも FeelKOBE 観光推進協議会が推進する神戸観光の考え方、取り組みと

連携させる必要があることから、FeelKOBE 観光推進協議会内に実行組織を整備する。 

・ 現状の FeelKOBE 観光推進協議会内に核となる主導チームを民間主体で形成し、大学

や行政、地域団体が参画することで関係者間の相互理解と情報共有を図るとともに、

それぞれの立場が担う役割を明確にした上で一定の方向性について議論する場とし

て有機的に機能する組織構成にしてみてはどうか。各エリアのまちづくり団体や民間

事業者に協力を求め、滞在プログラムを揃えることを目指すが、初期段階は成功事例

を作ることで、徐々に産学官と地域の連携・協働体制の拡大が期待できる。 

・ 今後も、FeelKOBE 観光推進協議会の幅広いネットワークを生かし、観光事業者、商

工会議所、交通機関、市民団体などに参画を呼びかけたい。 

 

（エ） 機能の強化 

・ 必要不可欠な機能は、事業推進部会、ツアーセンター、インフォメーションセンター。

事業推進部会は、組織の中心となる集まりで、組織そのもののコントロール、また観

光資源の掘り起こしなど地域マネジメントも担う。ツアーセンターは商品のコーディ

ネートや商品造成の働きかけなど商品化に向けた全般の作業を行う。インフォメーシ

ョンセンターは体験メニュー・イベントのほか観光情報など情報を集約し、外部への

発信・問い合わせを一元的に行う。 

・ 研修部会、ワーキンググループなど議論の場を設け、有機的な連携が期待できる組織

の醸成も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 実行組織体制と機能 
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ツアーセンター 

事業推進部会 

インフォメーションセンター 

実行組織のイメージ 

研修部会、ワーキンググループ 

大学：人材育成など支援 

民間企業：事業化・商品化 

行政：組織全般の支援、広報 

地域団体：プログラム整備、地域のとりまとめ 

組織のコントロール・地域マネジメント 

情報の集約・発信・対応 

商品のコーディネート・商品化に向けた作業 
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（b） 広報戦略 

（ア） 前提 

・ 「みなとまち神戸から始まる旅」を造成し、全体イメージを発信するとともに、周遊

テーマや滞在による楽しみ方などの情報について具体的に発信することが重要であ

り、発信する手段、役割分担などについて検討し、それに基づいた広報戦略が求めら

れる。 

 

（イ） 神戸における観光広報活動の現状 

・ （財）神戸国際観光コンベンション協会が運営するホームページや、プレスツアーへ

の取り組みの強化が目立ち、メディアに紹介される回数は比較的多い。ただし、民間

主体のまちづくりに関する取り組みやイベントなどの情報が一元的に発信されてい

ないなど、広報活動の弱さも指摘されている。 

・ 課題として、広報活動面における情報共有とコミュニケーションの不足感、神戸観光

のキャッチフレーズ「FeelKOBE」の全国的な周知徹底の不完全などが挙げられる。 
 

（ウ） 広報戦略の強化 

・ 「情報共有とコミュニケーション」はメディア対策の面からも重要と考えられ、「み

なとまち神戸から始まる旅」を推進するには、組織内にインフォメーションセンター

を設け、情報の出入を一元的にコントロールする。 
・ 滞在スタイルの浸透には、長期的な広報戦略が必要で、１つの軸の下に行うことが求

められる。「FeelKOBE」のようにブランド・コンセプトを定め、そのもとに広報戦略

を展開し、例えば「神戸観光と言えば FeelKOBE」と連想できるようにイメージ力を向

上させる。 
・ インターネットを見て訪れる人が多いという観光の特徴を生かし、インターネットと

雑誌・テレビなどとのクロスメディア戦略を考えたい。神戸の魅力を様々な切り口で

メディアや旅行会社に提案する窓口・人材が欠かせない。広告代理店とのタイアップ

も活用し、「神戸ならではの滞在スタイル・着地型旅行」をアピールし、神戸観光ス

タイルとして旅行者に浸透させることを目指す。 

・ 地域の人が感じる神戸の魅力、誇りといったメッセージを持たせることが重要で、地

域の生の声をインターネットで発信する仕組みを構築する。神戸のファンによる情報

発信の場も設け、観光客も巻き込むことでリピーター創出にも取り組む。 

・ メディアの注目は、地域のまちおこしなど熱意ある活動情報であり、インフォメーシ

ョンセンターが「みなとまち神戸でこんなことを実践している」という地域の取り組

みについてもメディアを通して、積極的に周知していく。 
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４. 国内外観光客誘致にあたっての課題整理 

（１）観光客誘致の現況                          
① インバウンド 
国際競争力ある観光地としての神戸を考える上で、外国人観光客の現状を紹介する。 

・ 日本政府観光局（JNTO）の訪日外国人旅行者調査によると、神戸市を訪れた外国人旅

行者は平成 14 年の 22.5 万人から平成 19 年は 46.7 万人と倍増。国別では平成 17 年

時点で韓国 8.7 万人、台湾 9.9 万人など東アジアが全体の 8割超を占める。 

・ 国土交通省総合政策局観光経済課（現・観光庁）の平成 19 年宿泊旅行統計調査結果

の県単位の外国人宿泊者概況は、兵庫県は 44.2 万人泊で、全国で 10 位。 

・ JNTO の訪日外客実態調査 06－07・満足度調査では、神戸は全国の都市・観光地の中

で「（外国人観光客が）友人にぜひ勧めたい場所」で 19 位（1位京都市、2位大阪市）。

理由は「都市景観が魅力的（28.1％）」、「街並みが美しい（19.3％）」、「自然景観が魅

力的（16.3％）」が挙がっている。 
 
② 神戸市の施策 
（a） 国内観光客 
・ 仙台や鹿児島など神戸空港の就航都市を重点的に、各都市でのイベントを通じた旅行

会社への PR と消費者へのプロモーションを実施している。FeelKOBE 観光推進協議会

を中心に、神戸市や（財）神戸国際観光コンベンション協会が連携して活動している。 

・ 特に神戸のオンリーワンということで「夜景観光」を推進。六甲・摩耶や市街地のイ

ルミネーションなどで夜景スタンプラリーを実施している。HAT 神戸―ハーバーラン

ドのウォーターフロントの回遊性向上にも取り組む。 

・ 文化面は弱いが、ビエンナーレなどイベント対応が中心。ファッションやスイーツは

地場産業の発展にもつながるが、観光面で具体的な計画はない。 

（b） 外国人観光客 

・ 「神戸観光アクションプラン」の中で観光振興の課題としてインバウンド振興も挙げ

ており、2010 年に 50 万人の訪日外客を目指し受入体制の強化を図っている。 

・ 東アジアを中心に、現地で旅行会社への PR キャンペーン、プレスツアーなどプロモ

ーションを行い、外国語による案内表示の設置など受入整備を推進。 
・ 海外では、神戸は日本における周遊先として知名度が低いため、京都・大阪と一緒に

誘客活動している。 
・ 中国、台湾の旅行会社への商品造成・提案が課題。 
・ 韓国では、知名度向上に向けた活動が必要だが、効果的な仕掛けは手探り状態。 
・ 国際線が就航する関空からの誘客活動の展開は、外国人客の増加に寄与。 
・ 関空からベイシャトルを無料運航しているほか、貸切バスの補助金も設定。 
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（２）滞在力向上への課題整理                      
① 地元観光関係者への意識調査 
観光客誘致と滞在促進に向けた施策を検討するため、神戸市、神戸に支店を置く旅行

会社、ホテル、クルーズ船会社から意識調査を行った。 

 
（a） 国内観光客誘致について 

・ 昔はイメージだけで訪れていたが、ニーズの変化もあり下降傾向。観光客が目指す観

光スポットなど固定要素の変動は今後も考えにくい。（神戸市） 

・ フリープランでオーダーメイド旅行を希望する旅客が多いが、受入総数に増減なし。

女性を中心に神戸への憧れは相変わらず強い。（旅行会社） 

・ 神戸の滞在需要は少なく京都や中四国と結ばないと商品が売れないため、神戸への旅

行客誘致には積極的に動けていないのが現状。（旅行会社） 

・ 首都圏では「神戸ビーフやパンが美味しいのはわかるが、京都・大阪を越えるにはハ

ードルが高い」という意見もある。（ホテル） 

・ ＵＳＪや京都との組み合わせにより、教育旅行は増えている感触あり。（クルーズ船

会社） 

・ 個人、旅行会社からの乗船客の比率は半々。旅行会社からの送客の 6割は近畿。次い
で北陸、中国。（クルーズ船会社） 

・ 異人館など観光施設を周遊するスタイルでは新たな旅客の獲得は困難。様々なイベン

ト情報の発信が求められる。（クルーズ船会社） 

 

（b） 外国人観光客誘致について 

・ 神戸では酒蔵が人気。訪日客にとって「興味深いもの」は異人館や旧居留地などでは

なく「日本らしいもの」であり、神戸のアプローチには世界遺産・姫路城と組み合わ

せることが求められる。（旅行会社） 

・ 三大都市圏と富士山を観光するゴールデンルートは成田と関空発着で主流商品だが、

神戸滞在が短いのが一般的になっている。（旅行会社） 

・ 訪日客は料金が安く、不確定な要素が多いので、積極的になれないのが実情。ホテル

によってターゲット国が異なり、誘客の熱意も違う。（ホテル） 

・ 需要、求めるものが神戸にあるのか、何を売るのか。どこに行ったらいいのかわから

ない。神戸には目玉がなく、ありきたりな戦略では難しい。（ホテル） 

・ 訪日客にはもちろん誘致活動を促進すべきだが、まず中国など各国で旅行に出る環境

が整うことが前提。今後は、横ばいになるのでは。（ホテル） 

・ 中国は京都、大阪がメインで神戸に流れてこない傾向。（クルーズ船運航会社） 
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② 検討会議で挙がった主な意見 
・ クルーズ客船を利用する日本人の前泊は少ない。外客はタクシーで直接関空や京都な

どへ行く。リピーターは京都に行ったことがあるという理由で神戸を散策する。 

・ 神戸で外客を連れて行く場所に悩む。 

・ 神戸は住民がまちの自慢をしない。これでは観光客に地域の魅力を伝えられない。具

体的な情報が求められている中、ピンポイントの生の情報を発信していないことが課

題で、まちの人がアピールしていける取り組みを民間主体でやっていくべき。 

・ 旅行ニーズが変わり、相対的に神戸の魅力が下がってきている。 

・ 神戸ではリピーターはファッションや雑貨などが目的で、行き先が決まっており、宿

泊する人も都会から離れてゆっくり過ごす目的で、観光している印象はない。 

・ 修学旅行が非常に少ない。平日の稼働率も上がるし、連泊も増えてくるのだが。 

・ 従来型の雑誌のようにお洒落なページで飾る形より、「このエリアで長期滞在するに

はどのようなスタイルを設定できるのか」という内容を紙媒体とネットを上手く利用

して提示するべき。 

・ カンフル剤としてのイベントが必要。神戸ならでは、「さすが神戸」と思わせるのも

の、誰もが好むものを打ち出せないか。 

・ 神戸の魅力を棚卸しした上でどんな人にどうすれば泊まってもらえるか、そのために

何をすべきかを考えていくべき。 
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③ 滞在力向上に向けた課題のまとめ 
観光客誘致の現況や関係者の主要な意見から、神戸港周辺における滞在力向上に向け

た課題を以下にまとめた。 

 

（a） 国内観光客 

・ ブランドイメージに恵まれ、観光に優位と思われているが、実際には最近の入込客数

は伸び悩んでいる。周遊・滞在の魅力や話題の提供が希薄ではないか。 

・ 首都圏などへのプロモーション活動は自治体によって大きな差がある。さらなる旅客

獲得に向けて熱心で恒常的な取り組みが必要ではないか。 

・ 滞在を促すためにアピールする素材の量が不足している。また、イメージを体験や素

材に落とし込むのも難しいのではないか。 

・ 旅行者の年代や性別、組み合わせなどターゲットに合わせたテーマが不明確である。

目的意識を持たせるためのイメージの具体化が必要ではないか。 

・ 市街地と各エリア（六甲・摩耶、灘の酒蔵、ウォーターフロントなど）の連続性がな

い。面による機能的なルート案内・紹介が少ないのではないか。 

・ 各地域の努力とともに地域間の連携が不可欠である。また、各種イベントにおける大

学や産業界との協働など、統括組織とネットワークの構築が重要ではないか。 

・ 旅行商品はフリープランが主流で、連泊滞在して楽しむ観光地として認識されていな

い。旅行会社への素材、周遊メニューの提案が不足しているのではないか。 

 

（b） 外国人観光客 

・ インバウンドでは、神戸は大阪、京都と比べ知名度が低い。特に中国、韓国など個人

旅行が主流な国に対するプロモーションと仕掛けが不十分ではないか。 

・ 一般的なゴールデンルートを巡る行程で、宿泊地としての神戸の存在感は低い。宿泊

プランの設定などホテルと連携した取り組みを強化すべきでないか。 

・ 寺院や城など日本的要素を含んだ外国人客向けの観光素材の紹介が少ない。姫路城な

ど周辺の観光スポット・観光地と連携したアピールが必要ではないか。 

・ 外国人客の志向を勘案した周遊テーマの設定が不明確である。地域の魅力の掘り起こ

し、素材の組み合わせによるテーマ設定が重要ではないか。 

・ 外航客船での寄港など来神した外国人客に対して、おもてなしの工夫を検討してみて

はどうか。街全体が歓迎しているという雰囲気作りも大切ではないか。 
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（３） 観光客誘致促進のための施策の検討                 
滞在力向上への課題を踏まえ、今後の施策を検討するための基本的な考え方を整理し

た。 
 

① 旅行者へ明確なテーマ・メニューの提示 
・ 神戸の魅力をニューツーリズムとして具体化する。「神戸ならでは」の周遊テーマを

設定し、複数の観光資源・素材の組み合わせ、体験プログラムを設定することで、神

戸旅行の必然性、旅の動機付けを深める。 
・ ファッションや港町といった漠然としたイメージは、体験プログラムを設定すること

で具体的な旅行素材として落とし込む。体験プログラムとまち歩き、食などを組み合

わせたコースを提案ことで滞在力を向上させ、旅行商品としてのニーズを創出する。 

・ テーマのもとに周遊コースを設定し、素材感の連携により面での観光を展開する。 
② 地域間の連携 

・ 神戸観光を統括する中心的組織である FeelKOBE 観光推進協議会のネットワークを生

かし、観光事業者、商工事業者、大学、市民、行政、団体が連携、有機的に機能する

体制を構築する。基本は民の連携で統括組織を形成し、行政が脇を固める。 
・ 各団体や地域、観光関係者と協力し、観光メニューを創出すれば、多彩な素材が揃う

ことになる。地域にお金を落とす仕組みや、地域の観光への意識の向上にも組織的に

取り組み、神戸での滞在観光スタイルの土台を整備する。 
③ 情報発信 

・ 旅客獲得に向けては長期的な広報戦略が必要であり、情報の出入を一元的にコントロ

ールする仕組みを構築し、神戸として統一的な情報発信戦略を検討する。 
・ インターネットと雑誌・テレビとのクロスメディア戦略、メディアや旅行会社に魅力

を提案する人材の育成など全国へのプロモーション活動を強化し、「FeelKOBE」のよ

うな統一したブランド・コンセプト、「神戸ならではの滞在スタイル・着地型旅行」

の浸透を目指す。 
④ インバウンド 

・ 神戸には日本的要素が少ないが、外国人客向けの素材を掘り起こし、灘の酒蔵や震災

学習、神戸ビーフなど外国人客が興味を示している素材と組み合わせた周遊コース、

テーマを検討する。 

・ 日本のファッションの人気の高さから、神戸ファッションのブランド力をアピールし、

着こなし体験や買い物を中心にしたコース設定も考えられる。 

・ 中国や韓国の旅行会社へのプロモーション強化は必須だが、神戸ビーフを味わいなが

らの夜景観賞など「神戸ならでは」の魅力を生かした具体的なプランを提案し、来神、

宿泊する必然性を提案する。 
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５. 検討会議の運営 

今回の調査事業では、観光圏の整備も含めた神戸を中心とする広域的な観光まちづく

り、みなとまち神戸を起点とした旅の推進に向け、神戸の観光に日頃から尽力されてい

る方々の経験に基づく意見をいただくため、検討会議を組織、開催した。また、観光圏

整備事業の概略について周知を図り、今後の推進体制の素地を作ることも企図した。検

討会議は３回開催し、神戸港周辺観光の現況など調査資料をもとに、神戸港周辺観光の

分析や新たな旅行商品の創出について議論した。 
 

（１）委員構成                              
検討会議は、神戸の観光事情に明るく、実績豊富な方々を人選した。大学、地元ホテ

ル、旅行会社、旅行関係メディア、神戸港関係者の方々という観光を様々な視野で議論

できる委員に出席いただいた。また、観光施策を実行している行政機関の神戸市にも参

加いただき、今後の具体的な展開・連携を考えていくことを視野に検討を進めた。 

 

なお、座長は、神戸夙川学院大学の小野田金司教授にお願いした。 
 

【委員】 

・ 小野田金司（神戸夙川学院大学観光文化学部教授） 

・ 松下麻理（神戸メリケンパークオリエンタルホテル広報室室長） 

・ 南出正司（ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランドマネージャー） 

（第 2回会議代理：ラジクマル氏） 

・ 毛利光寿（日本旅行神戸支店長） 

（第 3回会議代理：宮澤浩神戸支店課長） 

・ 楠本弘（兵庫県旅行業協同組合理事長・西宮交宣社代表） 

・ 玉置泰紀（角川クロスメディア関西支社関西ウォーカー編集長） 

・ 小田展正（リクルート旅行カンパニー関西じゃらん・東海じゃらん編集長） 

（第 1回会議代理：西山英樹関西じゃらん兵庫担当リーダー） 

・ 森田潔（社団法人神戸港振興協会振興部長） 

・ 木原勇（神戸市国際文化観光局文化観光部観光交流課長） 

（第 1回会議代理：古泉泰彦観光交流課係長） 

・ 福澤隆志（神戸運輸監理部総務企画部海事交通計画調整官） 

【事務局】 

・ 神戸運輸監理部総務企画部企画課 

・ トラベルニュース社まちづくり観光研究所 
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（２） 開催概要                             
検討会議は、平成 20 年 11 月―平成 21 年 2 月の間に 3回開催した。議事次第は以下の

通り進行し、「みなとまち神戸」の魅力、滞在力向上について活発な議論が展開され、各

委員の立場から様々な意見、提案があった。 

 

① 開催日時・場所 

・ 第 1回会議…平成 20 年 11 月 6 日（木） 神戸運輸監理部 

・ 第 2回会議…平成 20 年 12 月 16 日（火） 神戸運輸監理部 

・ 第 3回会議…平成 21 年 2 月 17 日（火） 神戸運輸監理部 

 

② 議事次第 

（ア） 第 1 回会議 

1．観光圏整備の概要について 
2．本調査の目的と概要について 
3．観光圏形成に向けた神戸港周辺地域の観光資源・コンテンツの活用方法について 
4．国際競争力ある観光地としての滞在力を向上させるための課題について 

（イ） 第 2 回会議 

1．国内外観光客誘致に向けた施策の検討について 
2．観光圏形成に向けた旅行商品の創出について 

（ウ） 第 3 回会議 

1．地域ブランド・滞在型旅行商品の創出について 
2．交流拡大に向けた戦略・体制について 
 

 


