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神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画
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神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 　神戸市

デュオこうべ浜の手リニューアルによるアクセス機能の向上を図るとともに、親水空間づくりや夜間景観演出などによるまちのにぎわいづくり及び、回遊性の向上を進めて都市の魅力と集客力の向上を図り、

・地区内駐車場利用台数の増加を目指す。
・デュオこうべ浜の手の通行者数の増加を目指す。

（H25当初） （H-末） （H29末）
地区内駐車場の集計データ（台/年）

台/年

デュオこうべ流動量調査　デュオこうべ浜の手・国道下空間の通行者数（休日）（人/日） 16,200

1,025.3 百万円 1,025.3 百万円 0 百万円 0 百万円 0 百万円

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 策定状況

1-A-1 都市再生 一般 神戸市 直接 神戸市 1,025.3 －

合計 1,025.3 －

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29 策定状況

合計

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 Ｈ26 H27 Ｈ28 Ｈ29

合計

番号 備考

（参考様式２）社会資本総合整備計画 平成29年7月14日

計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

大目標：ハーバーランドの魅力である都市近接型都心、海に開かれた都心空間として、神戸港の魅力を発掘し、甦らせるため、ウォーターフロントへのアクセス機能の向上、まちの回遊性の向上、
　　　　まちのにぎわいづくりを図る。
　目標1：アクセス機能の向上
　目標2：まちの回遊性の向上
　目標3：まちのにぎわいづくり

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

1,944,333
―

2,200,000
台/年

―
14,788
人/日 人/日

効果促進事業費の割合
2.9%

うち提案事業  29.8百万円 （Ａ(提案分）＋Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

費用便益比

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（事業箇所）
神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画事業 26ha 神戸市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）（面積等）



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２５年度以降の各年度の決算額を記載。

H25 H26 H27 H28 H29

計画別流用
   増△減額（b）

0 0 0 0

配分額
（a）

41.3 70.4 83.8 114.4 9.3

前年度からの繰越額
（d）

0 22.2 0 0

交付額
（c=a+b）

41.3 70.4 83.8 114.4

翌年度繰越額
（f）

22.2 0 0 61.5

支払済額
（e）

19.1 92.6 83.8 52.9

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0 0

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

- - - -

未契約繰越＋不用率
(i = (g+h)/(c+d)）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 神戸市交付対象

   1－A－1 
   神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画事業 

第1種中高層住居
専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

凡　例
用　途　地　域



計画の名称：　神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画

チェック欄

　１）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

社会資本整備総合交付金チェックシート

事業主体名：　神戸市

Ⅰ．目標の妥当性

①都市再開発方針との適合等

②地域の課題への対応

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果



都市再生整備計画（第５回変更）

神戸
こ う べ

ハーバーランド地区
ち く

兵庫
ひ ょ う ご

県
けん

　神戸
こ う べ

市
し

平成29年7月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 26 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

台／年 平成23年 平成29年度

人／日 平成24年 平成29年度

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性

16,200

○第５次神戸市基本計画　　 「世界の中での神戸」を確立する ー にぎわ いと活力をもたらすリーディングエリアを形成する ー 都心・ウォーターフロント　～ 世界に誇れる『港都 神戸』～
○神戸２０１５ビジョン　　　　　全体目標：くらし・経済の向上、新たな価値・魅力の創出 ー （テーマ12）まちの魅力を高め発信する ー ⑤ハーバーランドの活性化
○区別計画（中央区）　　　　　（重点テーマ5）人々が交流する活力あるまちづくり ー （6）海と空の「みなと」を活かしたにぎわいの創出 ー ①都市・ウォーターフロント活性化事業の推進

指　　標

デュオこうべ浜の手リニューアルによるアクセス機能及び回遊性の
向上、にぎわいづくりの指標となる

2,200,000地区内駐車場利用台数 地区内駐車場の集計データ 都市の魅力による集客力の指標となる 1,944,333

14,788

○神戸ハーバーランド地区
・昭和57年の国鉄湊川貨物駅の機能停止を機に、神戸駅の玄関口に位置し都心に近接したウォーターフロントの立地を生かした新しい都市拠点づくりを目指して、「海につながる文化都心の創造」をテーマに整備が進められた。
・平成4年にまちびらきし、神戸の都心の西の核として、文化・商業・業務・住宅・教育など多様な施設立地を図るとともに水際環境を活かしたまちづくりが行われてきた。
・現在は、大規模な商業施設やホテル、企業本社ビル、ホール、フェリーターミナルなどが立地する都市拠点となっている。
・また、地区内の事業者等で構成する「ハーバーランド運営協議会」が中心となり、まちの魅力の向上とまちの健全な発展につながる活動を行っている。
・まちびらきから20年が経過し、みなと神戸を代表するウォーターフロントとして市民、観光客等に定着する一方、これまでのまちづくりの検証とあわせ、まちびらき25周年を目標に商業・集客の面で新たな魅力づくりを目指した地元による動きも出てきている。
・平成20年度から平成24年度においては、都市再生整備計画（神戸都心西部地区）に基き、歩道再整備やエスカレーター整備、イベントの開催等を実施し、まちの新たな魅力創出やにぎわいづくりに取り組んだ。
・平成25年度には、平成23年度に撤退した神戸阪急の後継商業施設の開業や、その他にも、大規模集客施設の開業等が予定されており、まちとしての転機を迎えている。

都道府県名 兵庫県 神戸市 神戸ハーバーランド地区

計画期間 交付期間 29

大目標：ハーバーランドの魅力である都市近接型都心、海に開かれた都心空間として、神戸港の魅力を発掘し、甦らせるため、ウォーターフロントへのアクセス機能の向上、まちの回遊性の向上、まちのにぎわいづくりを図る。
　　目標１：アクセス機能の向上
　　目標２：まちの回遊性の向上
　　目標３：まちのにぎわいづくり

・ＪＲ神戸駅からハーバーランド中心部へのアクセス機能を向上させるため、ハーバーランドの玄関口であるデュオ神戸地下街において、にぎわいの創出や、国道下部分でのハーバーランド中心部への分断感の解消が必要である。
・ハーバーランド地区において、案内サインは設置されているが、未だ分かりにくいとの意見もあるため、多様なニーズにも合った誘導案内を行い、より分かりやすいまちづくりに取り組むことが重要である。
・ハーバーランドの特徴であるウォーターフロントにおける、親水空間の創出や、夜間景観演出等の実施により、まちの回遊性を向上させることが必要である。
・メインストリートである神戸ガス燈通りの利活用等に取り組み、まちの新たな魅力創出やにぎわいづくりを図ることが重要である。

デュオこうべ浜の手の通行者数
デュオこうべ流動量調査

デュオこうべ浜の手・国道下空間の通行者数（休日）

従前値 目標値



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

※間接補助事業主体についてを補足
【神戸ハーバーランド(株)】
　・設   立　 ：昭和63年4月
　・設立目的：神戸市が国際情報都市として発展していくための情報受発信の拠点として、また、ハーバーランド地区の都市管理センターとしての機能を果たすために設立された。
　・活動内容：貸室事業（ビル内会議室等）
　　　　　　　　 地区内の歩道、歩行者デッキ等の日常管理
　　　　　　　　 情報サービス業（神戸市地域サービス情報システム（あじさいネット）運営、スペースシアターの管理・運営）
　　　　　　　　 その他（ハーバーランド運営協議会の運営、建築協定運営委員会の運営、タウンカードの発行等）

※コミュニティサイクルポートの設置については、神戸都心・ウォーターフロント地区都市再生整備計画（平成26年8月策定）と一体的に実施する。
　（参考）
　　【自転車施策の推進】
　　①自転車走行空間の整備
　　　・鯉川線など都心・ウォーターフロント部の自転車走行空間の整備について、検討を進めている。
　　②駐輪対策の推進
　　　・三宮駅・元町駅周辺において、民間事業者との公民連携による、道路占用を活用した民間駐輪場の整備を推進し、放置自転車の減少に努めている。
　　③自転車利用ルールの周知徹底とマナー向上
　　　・利用者の安全意識づくりのため、自転車走行空間の整備や駐輪場の整備と合わせた効果的な啓発活動を実施していく。

方針に合致する主要な事業

【アクセス機能の向上】
・デュオ神戸をハーバーランドの玄関口として位置づけ、おもてなし空間として装飾演出や案内サイン整備により、ハーバーランドへつながる連続したにぎ
わいづくりを図る。
・核となる主要なポイントを有機的につなぎ、誘導サインや情報機能の充実により、わかりやすいまちづくりを目指す。

【基幹事業】（地域生活基盤施設　情報板）誘導案内表示の拡充
【基幹事業】（高質空間形成施設　緑化施設等）デュオこうべ浜の手リニューアル
【協定制度等】購買施設（物販等）の設置
【協定制度等】食事施設（交流カフェ）の設置
【協定制度等】広告（ハーバーランド中心部の情報発信等）の設置

【まちの回遊性の向上】
・神戸を代表するウォーターフロントとして、ハーバーランドならではの親水空間づくりを行う。
・夜間景観演出等の空間演出により、ハーバーランドをさらに楽しく回遊できる空間づくりを行う。
・ポート（自転車の貸し出し返却拠点）を設置し、コミュニティサイクルの導入を図る。

【基幹事業】（地域生活基盤施設　広場）ハーバーランド公園周辺再整備
【提案事業】（地域創造支援事業）夜間景観演出
【協定制度等】コミュニティサイクルのポートの設置

【まちのにぎわいづくり】
・ハーバーランドのメインストリートである神戸ガス燈通りにおいて、広幅員を活かした歩道空間の利活用について検討し、歩道空間の魅力創出、にぎわい
づくりを図る。

【基幹事業】（高質空間形成施設　緑化施設等）神戸ガス燈通りのにぎわいづくり
【提案事業】（まちづくり活動推進事業）ハーバーランド地区活性化集客事業



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 （広場） 神戸市 直 200㎡ Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 8.3 8.3 8.3 8.3 ―

（情報板） 神戸市 直 － Ｈ25 Ｈ29 Ｈ25 Ｈ29 30.9 30.9 30.9 30.9 ―

高質空間形成施設 （緑化施設等） 神戸市 直 6,542㎡ Ｈ25 H28 Ｈ25 H28 693.6 693.6 693.6 693.6 ―

（緑化施設等） 神戸市 直 － Ｈ25 Ｈ28 Ｈ25 Ｈ28 262.7 262.7 262.7 262.7 ―

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 995.5 995.5 995.5 0 995.5 ― …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

神戸市 直 - H25 Ｈ25 H25 H25 10 10 10 10

神戸ハーバーランド㈱ 間 - Ｈ25 Ｈ29 Ｈ25 Ｈ29 29.7 29.7 19.8 9.9 19.8

合計 39.70 39.70 29.8 9.90 29.8 …B

合計(A+B) 1,025.3
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
神戸市 国土交通省 1,800㎡ ○ H25 H25 40

合計 40

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

ハーバーランド公園周辺再整備 ハーバーランド公園

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

ハーバーランド地区活性化集客事業 ハーバーランド地区

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

夜間景観演出 ハーバーランド地区

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

住宅市街地
総合整備
事業

ハーバーランド地区

デュオこうべ浜の手

神戸ガス燈通り

連携生活拠点誘導施設

ハーバーランド公園周辺

交付対象事業費 1,025.3 交付限度額 410.1 国費率 0.4

交付期間内事業期間
細項目

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間



協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

道路占用許可
特例（都市再生
特別措置法46
条10項）

都市再生整備
歩行者経路協
定（都市再生特
別措置法46条
12項）

都市利便増進
協定（都市再生
特別措置法46
条13項）

河川敷地占用
許可（河川敷地
占用許可準則
22）

1 H26～H29 民間事業者 ○

2 H26～H29 神戸市 ○

3 H26～H29 神戸市 ○

4 H26～H29 神戸市 ○

5

6

活用する制度
事
業
番
号

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題
事業期間 事業主体(占用主体）

●自転車駐車器具（コミュニティサイクルのポート）の整備・管理
民間事業者が中心となって下記のとおり取り組む。
・民間事業者によるコミュニティサイクルのポートの設置

自転車のシェアリングによる都心・ウォー
ターフロントの回遊性向上

●購買施設（物販等）の設置・管理
デュオこうべ浜の手リニューアル事業と一体的に取り組む。

連続したにぎわいのある通路空間を創
出することで、分断感を解消し、駅から
ハーバーランドへの地下動線としてのア
クセス機能の向上を図る。

●食事施設（交流カフェ）の設置・管理
デュオこうべ浜の手リニューアル事業と一体的に取り組む。

にぎわいのある滞留空間を創出すること
で、閉塞感のある空間にアクセントをつ
け、駅からハーバーランドへの地下動線
としてのアクセス機能の向上を図る。

●広告（ハーバーランド中心部の情報発信等）の設置・管理
デュオこうべ浜の手リニューアル事業と一体的に取り組む。

歩行者及び来街者にわかりやすく快適
な通路空間を創出することで、駅から
ハーバーランドへの地下動線としてのア
クセス機能の向上を図る。



制度別詳細1（道路占用に関する事項）　都市再生特別措置法46条10項

道路交通環境の維持
及び向上を図るための措置

1
自転車駐車器具で自転車を賃貸
する事業の用に供するもの
（コミュニティサイクルのポート）

・コミュニティサイクルのポート周辺の歩道上をこまめに清掃する。
・コミュニティサイクルのポート周辺の歩道上に違法駐輪が起きないよう、
注意喚起を徹底するとともに、貸出自転車があふれないよう適宜再配置を
行う。

2

食事施設、購買施設その他これ
らに類する施設で道路の通行者
または利用者の利便の増進に資
するもの
（購買施設（物販等））

・購買施設（物販等）周辺の道路清掃を実施する。
・連続したにぎわいのある通路空間を、通行者及び来街者へ提供する。

3

食事施設、購買施設その他これ
らに類する施設で道路の通行者
または利用者の利便の増進に資
するもの
（食事施設（交流カフェ））

・食事施設（交流カフェ）周辺の道路清掃を実施する。
・にぎわいのある滞留空間を、通行者及び来街者へ提供する。

4

広告塔または看板で良好な景観
の形成または風致の維持に寄与
するもの
（広告（ハーバーランド中心部の
情報発信等））

・広告（ハーバーランド中心部の情報発信等）を設置するショーウィンドウ
周辺の清掃を実施する。
・わかりやすく快適な通路空間を、通行者及び来街者へ提供する。

5

6

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

路線名
ハーバーランド東線歩道部
（東川崎町１丁目8番地先）

市道サンこうべハーバーランド線
（東川崎町1丁目）

市道サンこうべハーバーランド線
（東川崎町1丁目）
市道梅香浜辺通脇浜線
（東川崎町1丁目）

市道サンこうべハーバーランド線
（東川崎町1丁目）



制度別詳細１-１-①（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

ハーバーランド東線歩道部 

（東川崎町１丁目8番地先） 

1．自転車駐車器具 

C

S 



制度別詳細１-１-②～④（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

3.食事施設（交流カフェ） 

2.購買施設（物販等） 

＜凡例＞ 

（道路占用許可特例の対象となる施設） 

 

         道路占用許可の特例を 

         活用する予定の区域 

 

 

         購買施設（物販等） 

 

  

         食事施設（交流カフェ） 

 

 

         広告 

         （ハーバーランド中心部の情報発信等） 

サンこうべハーバーランド線 
（東川崎町1丁目） 

4.広告（ハーバーランド中心部の情報発信等） 

梅香浜辺通脇浜線 
（東川崎町1丁目） 



制度別詳細１-２-①（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

※写真はイメージ 

1．自転車駐車器具 

断面図 

ハーバーランド東線歩道部 

（東川崎町１丁目8番地先） 

断面図 

車道 
現状：植栽帯 歩道 



制度別詳細１-２-②～④（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

※イメージパース 

2．購買施設（物販等） 
3．食事施設（交流カフェ） 

4.広告（ハーバーランド中心部の情報発信等） 

8.04m 

8.04m 

8.80m 

7.04m 

6.00m 

6.00m 

7.30m 

6.00m 

6.00m 

サンこうべハーバーランド線 
（東川崎町1丁目） 

＜凡例＞ 

 

         道路占用許可の特例を 

         活用する予定の区域 

 

 

         購買施設（物販等） 

 

  

         食事施設（交流カフェ） 

 

 

         広告 

         （ハーバーランド中心部の情報発信等） 

梅香浜辺通脇浜線 
（東川崎町1丁目） 



都市再生整備計画の区域

神戸ハーバーランド地区（兵庫県神戸市） 面積 26 ha 区域 中央区東川崎町１丁目の一部

          凡 例 

 

           

          都市再生整備計画区域 

           

 

          官公庁 

 

           

          私鉄 

 

           

神戸ハーバーランド地区 
（26ha） 

第1種中高層住居
専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

凡　例
用　途　地　域



地区内駐車場利用台数 （台/年） 1,944,333 （H23年度） → 2,200,000 （H29年度）

デュオこうべ浜の手の通行者数 （人/日） 14,788 （H24年度） → 16,200 （H29年度）

　神戸ハーバーランド地区（兵庫県神戸市）　整備方針概要図 

目標

ハーバーランドの魅力である都市近接型都心、海に開かれた都心空間として、神

戸港の魅力を発掘し、甦らせるため、ウォーターフロントへのアクセス機能の向

上、まちの回遊性の向上、まちのにぎわいづくりを図る。

代表的な

指標

        基幹事業 

        提案事業 

        関連事業 

凡  例 □提案事業 

まちづくり活動推進事業（ハーバー
ランド地区活性化集客事業） 

■基幹事業 

地域生活基盤施設（広場：ハーバーランド公園周辺再整備） 

□提案事業 

地域創造支援事業（夜間景観演出） 

■基幹事業 

高質空間形成施設 

（緑化施設等：デュオこうべ浜の手リ
ニューアル） 

■基幹事業 

地域生活基盤施設（情報板：誘導案内表示
の拡充） 

■基幹事業 

高質空間形成施設（緑化施設等：神
戸ガス燈通りのにぎわいづくり） 

○関連事業 

ハーバーランド公園周辺再整備 
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