
 

平成 30 年度  

第 3 回 神戸市夜間景観形成実施計画推進委員会 

 

日時：平成 31 年 3 月 12 日(火) 15 時 00 分～ 

場所：神戸市役所 2 号館 4 階 2042 会議室 

 

≪会議次第≫ 

０．開 会  

１．議 題  

 （１） 地域団体等からの情報提供について 
 

【資料１】 

 （２） 各局取り組み及び進捗状況の報告について 
 

【資料２】 

 （３） 普及啓発 
   

【資料３】 

 （４） 夜間景観形成支援制度 【資料４】 

２．その他 【資料５】 

 

 

【会議資料】 

 資料 1 

資料 2-1 

資料 2-2 

資料 3 

資料 4 

資料 5-1 

資料 5-2 

ハーバーランド運営協議会 

建設局道路部工務課 

みなと総局計画部ウォーターフロント計画課 

神戸市夜間景観 NEWS vol.7（案） 

神戸市夜間景観形成支援制度平成 30年度実績報告 

神戸市立博物館のリニューアル 

税関線歩道橋設計競技（コンペ）最優秀作品の決定 

 

 

 

【パンフレット等】 

 ・TIME TRIP COSMOS 

・LIGHT IT UP BLUE 

 



神戸市夜間景観形成実施計画推進委員会 委員名簿
（敬称略・順不同）

区 分 氏 名 備 考

学識経験者等

三輪 康一 神戸大学 名誉教授（委員長）

福田 知弘 大阪大学大学院工学研究科 准教授

長町 志穂 ㈱ＬＥＭ空間工房 代表取締役

関口 幸明 神戸商工会議所 理事・地域政策部長

地域団体等

谷守 正康 フラワーロード沿道まちづくり協議会

向井 彰彦 フラワーロード美緑花推進協議会

西金 秀記 旧居留地連絡協議会 都心づくり委員会 委員長

施 蓮棠 南京町景観形成協議会 会長

谷澤 広 みなと元町タウン協議会 神戸元町商店街まちなみ委員会

渡辺 真二 メリケンパーク協議会 会長

国則 晋一郎 ハーバーランド運営協議会 来街促進委員会 代表

事 業 者 等

山崎 英樹 阪神高速道路株式会社 環境景観室 道路環境・景観課 課長

近崎 雄一 ＪＡＴＡ関西支部兵庫地区委員会 委員長

今井 和尚 三宮駅南・光のデッキ回廊委員会 代表幹事

（オブザーバー） （敬称略・順不同）

氏 名 備 考

田中 智彦 関西電力㈱ 地域エネルギー本部 地域エネルギー開発グループ マネジャー

土谷 穣 国土交通省 神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 課長

（幹 事） （敬称略・順不同）

氏 名 備 考

山本 亮子 企画調整局 政策企画部 産学連携課 創造都市担当課長

安藤 義治 行財政局 総務部 庁舎管理課 課長

星島 淳一 経済観光局 観光ＭＩＣＥ部 観光企画課 課長

小松 恵一 建設局 道路部 工務課 課長

原田 充 建設局 公園部 整備課 課長

山根 正利 住宅都市局 建築技術部 技術管理課 課長

白波瀬 浩司 みなと総局 計画部 ウォーターフロント計画課 課長

近藤 仁憲 中央区 総務部 まちづくり推進課 課長

塚口 明寿 一般財団法人 神戸観光局 観光部 担当部長

西 修 住宅都市局 計画部 景観政策課 担当部長 （事務局）
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議題（１）  

地域団体等からの情報提供について 

  



 

 

２０１９年２月  

                      

 

 

神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 冬のメインイベント 

神戸ハーバーランドアイススケートリンク 

「ｕｍｉｅアイスマリーナ」の件 
2018 年 11 月 30 日（金）～2019 年 2 月 17 日（日） 

 

神戸ハーバーランドｕｍｉｅ（以下、「ｕｍｉｅ」）では、神戸ハーバーランドアイススケートリンク   

「ｕｍｉｅアイスマリーナ」を今年もモザイク海側の高浜岸壁にて下記の通り開催いたしました。 

 

記 

 

■神戸ハーバーランドアイススケートリンク「ｕｍｉｅアイスマリーナ」 

期  間：２０１８年１１月３０日（金）～２０１９年２月１７日（日） 

時  間：平日  １６：３０～２０：３０ 

       土日・祝日 １１：００～２０：３０ 

会 場：ｕｍｉｅモザイク海側の高浜岸壁 

 リンク面積：４００㎡ 

 来場者数：期間中 約２０，０００人（前年比１２０％） 

 

■実施時の様子 

 別紙の通り 

 

以 上 
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議題（２）  

各局取り組みおよび進捗状況の報告について 

  



資料 2-1 

旧居留地の電球色（ＬＥＤ化）への球替えによる 

落ち着いた風格ある光の演出 

 

１．概要 

    必要な明るさは確保しつつ、『光のコンセプト』に従いながら、路線毎に照明の色味の統一を

図っていく。 

 

２．整備方法 

    照明灯の電球の更新時期に併せて、 

電球色（ＬＥＤ化）への統一を行う。 

 

３．実績 

電球色（ＬＥＤ化）への球替えによる落ち着いた風格ある光の演出（旧居留地及び乙仲通） 

 

１．整備方法 

    照明灯の電球の更新時期に併せて、電球色（ＬＥＤ化）への統一を行う。 

 

２．実績 

◆旧居留地 

   ○平成２７～２９年度実績 

： 伊藤町筋歩道改良工事による球替え    ２４基 

： 維持補修による球替え         １１５基 明石町筋・仲町線・浪花町線他 

： 平成２９年度施工            １２基 北町線の一部 

（維持補修による球替えにて随時更新） 

    実績計              １５１基 

 ○平成３０年度～   残基数              ２４６基 

： 平成３０年度施工予定         内９１基 前池線他 

 

○下記の着色部のとおり 

乙仲通 旧居留地 



さざんか白 だいだい バラ色 萌黄色 露草色 ﾍﾟﾁｭﾆｱ 
ﾋﾟﾝｸ 

あじさいカラー
薄紫 

あじさいカラー
薄ピンク 

●「KOBEライトアップDAY」 
  にあわせた色の光を演出 

●「KOBEライトアップDAY」 
  には、時間とともに色が変化 
     (H27.10より実施） 

毎時00分～11分、30分～41分に色の変化が訪れます。 

フラワーロードのシンボルである「花」「緑」「彫刻」など
の資源をLED照明により効果的にライトアップ 

1分間かけて、その時期に応じた花色カラーに変化します。 
                     （毎時00～01分、30～31分） 

同じように1分間かけて通常の電球色へ戻ります。 
                     （毎時10～11分、40～41分） 

歩道照明の演出プログラムの実施 

フラワーロード 光のミュージアム 

完成：花時計前 完成：東遊園地前 
完成：JR高架下 

イメージ図：布引交差点～国体通 

イメージ図：阪急高架下 

完成：阪神高速北側桁側面 

完成：布引交差点～国体通 

完成：国道174号 

完成：阪急・ＪＲ高架下 

完成：布引交差点～国体通 



資料 2-2 

記者資料提供（平成 30年 12月 28日） 

神戸市みなと総局計画部内陸・臨海計画課 平岡・谷口 

 TEL：078-322-5720（内線 5576） FAX：078-322-6127 

 
ポーアイしおさい公園における新たなモニュメントの 

設計・制作・設置を行う優先交渉者の決定 

 

１. ◆趣旨◆ 

ポーアイしおさい公園は、ポートアイランドの西側にウォーターフロントの親水空間

として、平成 19年 4月に供用した公園であり、市街地の景色を海側から望むことができ

る市内有数のビューポイントです。また、ポーアイしおさい公園は「神戸港将来構想」

において、個性やロケーションを活かしつつ、日常的ににぎわいと高質な空間、多彩な

機能を有する空間として、「世界から人を惹きつける神戸ウォーターフロントの形成」を

目指すエリアの一つとして位置づけられ、賑わいと交流の拠点となることを目指してい

ます。 

本年 5 月には、ポーアイしおさい公園の優れたロケーションを最大限活用した飲食店

の出店が決定し、この度、その飲食店の出店にあわせて、ポーアイしおさい公園に多く

の人が訪れ、魅力的なウォーターフロントの親水空間であることを内外に発信していく

ことを目的として「BE KOBE」のロゴを取入れた新たなモニュメントの設置について、設

計・制作・設置までを一括して担う事業者の公募を行い、応募事業者の中から、株式会

社陶額堂（本社：京都府京都市 代表取締役：宮廻正広、長澤和仁）を優先交渉者に決

定しましたので、以下のとおりお知らせします。 

 

２. ◆公募概要◆ 

＜業務名称＞ 

ポーアイしおさい公園「BE KOBE」モニュメント 設計・制作・設置業務 

     

＜公募の経緯＞ 

  登録申込：平成 30年 10月 30日～12月 5日 

質疑受付： 10月 30日～11月 9日（登録申込事業者に限る） 

応募受付： 10月 30日～12月 5日 

選  定：      12月 25日 

 

＜公募結果＞ 

事前登録件数：20件 

応 募 件 数：17件（応募者所在地：神戸、大阪、京都、東京） 

選 定 基 準：選定委員会において、学識経験者等のご意見も踏まえながら、募集

要項に示す選定基準及び評価の視点に従って評価を行い、優先交渉

者を選定しました。 



 

３. ◆優先交渉者◆ 

社 名 株式会社陶
トウ

額堂
ガクドウ

 

所 在 地 京都府京都市中京区御池通柳馬場南西角柳八幡町 65 

会社設立 昭和 52年（1977年）6月 8日 

代 表 代表取締役 宮廻 正広 

  代表取締役 長澤 和仁 



 

 

４. ◆提案内容◆ 

＜コンセプト＞ 

「私と KOBEが一緒になる.モニュメント」 

見るだけでなく、身体的に関わることのできる彫刻とし、神戸っ子の想いを日本・世

界に広め、長く親しまれるモニュメントとなることを意図（提案書より抜粋） 

 

＜位置図・モニュメントイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置位置 



 

 
 

 

５. ◆講評◆ 

  メリケンパークに設置された既存のモニュメントと対のデザインとなっており、一体

的でありながら異なる体験を提供するデザインであるとともに、対岸の港の風景が切り

抜き部分を通して見え、その切り取られた風景と一緒に撮影ができるなど、既存モニュ

メントとの回遊性も期待できる。 

  夜間景観においても、切り抜き部分の内側をライトアップすることによって、落ち着

いた夜間景観を創出しつつ、カラーLED による場面転換の演出も行っている点が評価で

きる。 

 

６. ◆スケジュール◆ 

設   計：平成 31年 1月上旬～下旬 

制作・設置：平成 31年 2月～3月末 

※スケジュールは予定であり、関係者との調整等により変更する場合があります。また、

提案内容については、関係者協議により一部変更になる場合があります。 

   

７. ◆問合せ先◆ 

〒650-8570神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号（市役所 1号館 21階） 

神戸市みなと総局 計画部 内陸・臨海計画課 平岡・谷口 

TEL：078-322-5720 
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議題（３）  

普及啓発 
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議題（４）  

夜間景観形成支援制度 

  



神戸市夜間景観形成支援制度 平成 30 年度実績報告 

１．夜間景観形成アドバイザーの派遣 

申請件数・・・1件 

申請者 フラワーロード沿道まちづくり協議会 会長 小田 倶義 

場所 税関線沿道地区 

派遣回数 4 回（10月 1 日，11月 1 日，12月 6 日，2月 14 日） 

派遣内容 夜間景観形成ガイドライン作成に向けた検討会開催支援 

 

 
検討会風景 

 
まちのあかりのガイドライン 

（フラワーロード沿道北地区）（草案） 

 

 

２．夜間景観形成整備等への助成 

申請件数・・・0件 
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その他  



資料 5-1 

 

 

神戸市立博物館ナイトタイムミュージアム 

 

夜間開館の実施とライトアップの魅力化を進め、旧居留地のランドマー

クとし、都心のナイトタイムエコノミー進展に寄与します。 

(1)夜間開館 

・通年、毎週土曜日、午後 9時まで開館します。 

・1階ホールで、クラッシクコンサートを開催します。 

(2)ライトアップの魅力化 

博物館正面の夜間照明をカラーＬＥＤ化し、季節やイベントに合わせ

たライトアップを行います。 

 

 

 現状                       ライトアップ魅力化後(イメージ) 

 

 

 

 

  



資料 5-2 

税関前歩道橋 設計競技（コンペ）最優秀作品の決定 

 

三宮周辺地区の再整備やウォーターフロントの再開

発が進む中、以前にも増して国道２号による分断感の

緩和が課題となっており、南北軸の回遊性向上に向け

た取り組みが必要となっています。 

 これらを踏まえ、国道２号とフラワーロードが交差

する税関前交差点において、三宮周辺地区と新港突堤

西地区・みなとのもり公園をつなぐ『渡りたくなる歩

道橋』をテーマに、斬新で高いデザイン性を持ちなが

ら、構造面及び施工面においても実現性の高い、優れ

た歩道橋の設計提案を募集し、昨年 12月に、応募作品

の中から、最優秀作品を決定いたしました。 

 

 

税関線沿道地区 

◆最優秀作品パース 

 

 

税関前交差点 
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