


兵庫の港は、奈良時代の昔より大輪田泊（おおわだのとまり）と呼ばれ、瀬戸内海の交通の要衝でした。平安
末期には、平清盛により改修され、日宋貿易の拠点となり、治承4年（1180）6月から11月までの僅か半年とい
う短い間でしたが福原に都がおかれ、政治の中心にもなりました。
室町時代以降「兵庫津」を中心に豪商が建ち並び、海運の要所としてのみならず、一大経済都市として発展、
明治元年（1868）には切戸町に兵庫県庁が置かれました。
そんな歴史を背景に、昭和6年（1931）神戸市に区制が敷かれ（灘・葺合・神戸・湊東・湊・湊西・林田・須磨
の８区）、昭和８年（1933）湊西区を兵庫区と改称し兵庫区が誕生しました。

昭和８年（1933） 湊西区を兵庫区と改称
臨港鉄道兵庫港駅開設

昭和９年（1934） 神戸市アイススケート場開場（聚楽館）
昭和10年（1935） 湊川公園に楠公の銅像完成

（大楠公600年祭記念）
昭和12年（1937） 和田岬防波堤完成

湊川勧業館改装工事完成
神戸ガスビル落成（新開地）

昭和13年（1938） 阪神大水害
昭和17年（1942） 東山保健所を開設
昭和20年（1945） 戦時行政強化のため８区を６区に再編成、

湊区を合併、湊東区と林田区の一部を
兵庫区に編入
市庁舎、橘通より松本通に移転
神戸大空襲

兵庫区誕生～戦前～

昭和10年（1935）　湊川公園に楠公の銅像完成

昭和13年（1938）　阪神大水害・福原遊郭付近

昭和20年（1945）　神戸大空襲

昭和9年（1934）頃　新開地南から聚楽館望む

昭和10年（1935）頃の兵庫運河
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戦後から高度経済成長期
昭和23年（1948） 兵庫消防署開設
昭和24年（1949） 兵庫区役所新庁舎落成（下沢通２）
昭和25年（1950） 神戸博覧会　王子・湊川両公園で開催
昭和28年（1953） 阪神上水道引水トンネル完成、兵庫区へ送水始まる
昭和32年（1957） 市庁舎（松本通）、生田区加納町へ移転
昭和33年（1958） 兵庫区役所新庁舎完成（勧業館を改装）
昭和37年（1962） 交通公園開園（御崎町）　
昭和38年（1963） 湊川公園駐車場開設
昭和40年（1965） 兵庫第３突堤完成

兵庫区保健所落成（荒田町１）
昭和42年（1967） 昭和42年大水害

兵庫区浜手幹線地下道完成
昭和43年（1968） 神戸高速鉄道開通、山陽電気鉄道 電鉄兵庫駅 廃駅

「メトロ神戸」オープン
神戸タワー解体・湊川公園の整備

昭和44年（1969） 御崎公園球技場完成
昭和46年（1971） 第１回神戸まつり、兵庫はっぴいひろば開催

神戸市電全面廃止
昭和47年（1972） 兵庫区総合庁舎新築完成（旧庁舎）
昭和48年（1973） 兵庫駅前ビル完成、兵庫勤労市民センター

オープン
北区誕生（兵庫区から分区）
第１回区民大運動会開催（湊川公園）

昭和20年代後半の東山商店街

昭和30年代　人で溢れる新開地本通

昭和30年代　聚楽館3階スケート場 昭和43年（1968）　神戸高速鉄道開通

昭和46年（1971）　さよなら市電（平野停留所付近） 昭和48年（1973）　兵庫駅前ビル完成
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平成5年（1993）　新川運河キャナルプロムナード供用開始

平成7年（1995）　阪神・淡路大震災 三菱銀行兵庫支店ビル

平成3年（1991）　能福寺「兵庫の大仏」再建式典

平成7年（1995）　阪神・淡路大震災 松本通6丁目から7丁目付近

昭和から阪神淡路大震災
昭和52年（1977） 会下山公園開園、水と森の回遊路完成

（烏原貯水池）
昭和53年（1978） ｢兵庫区民寄席｣始まる

聚楽館閉館
昭和54年（1979） ひよどり展望公園オープン
昭和56年（1981） 奥平野市民の森オープン
昭和57年（1982） 新湊川緑道開通
昭和58年（1983） 市営地下鉄新長田～大倉山間開通
昭和59年（1984） 平野展望公園オープン
昭和61年（1986） 区の花をパンジー（三色すみれ）に決定
昭和62年（1987） 中央卸売市場新本場完成
平成元年（1989） 水の科学博物館オープン
平成３年（1991） 歴史の道の愛称「兵庫津の道」に

能福寺「兵庫の大仏」再建式典
平成５年（1993） 新川運河キャナルプロムナード供用開始
平成７年（1995） 阪神・淡路大震災

昭和50年代の兵庫運河

昭和62年（1987）　JR和田岬駅
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平成8年（1996）
神戸アートビレッジセンター完成

平成9年（1997）
キャナルタウン兵庫 街びらき

平成13年（2001）　地下鉄海岸線開通

平成13年（2001） 
神戸ウイングスタジアム完成

平成24年（2012） 
KOBE de 清盛観光キャンペーン

令和元年（2019） 
兵庫区役所新庁舎完成

平成30年（2018）　神戸新開地・喜楽館オープン

令和4年（2022）　
兵庫津ミュージアムオープン

（写真：初代県庁館）
令和4年（2022）
NATURE STUDIO グランドオープン

平成８年（1996） 神戸アートビレッジセンター完成
平成９年（1997） 「キャナルタウン兵庫」街びらき
平成10年（1998） 健康ライフプラザオープン

新湊川水害（台風７号）
平成13年（2001） 地下鉄海岸線営業開始

神戸ウイングスタジアム完成
平成14年（2002） 2002FIFAワールドカップ開催
平成15年（2003） 御崎公園再整備完成
平成16年（2004） 区のシンボルキャラクター「ハートン」誕生
平成17年（2005） 第１回兵庫キャナルレガッタ大会開催
平成20年（2008） 新和田岬ポンプ場稼動

防潮堤水族園完成（今出在家町）
平成21年（2009） 中央卸売市場本場リニューアル
平成22年（2010） 湊川公園の再整備完成
平成23年（2011） 浜山キャナルプロムナード完成

第１回神戸マラソン
平成24年（2012） NHK大河ドラマ「平清盛」放映にあわせて 

「KOBE de清盛観光キャンペーン」開催
平成26年（2014） 史跡和田岬砲台　平成の大修理完了
平成30年（2018） 上方落語寄席「神戸新開地・喜楽館」オープン
令和元年（2019） 兵庫区役所新庁舎完成

ラグビーワールドカップ開催
令和３年（2021） 兵庫消防署新庁舎が完成、

兵庫区総合庁舎グランドオープン
令和４年（2022） 湊山小学校跡地に「NATURE STUDIO」

グランドオープン
兵庫県立兵庫津ミュージアムグランドオープン

令和５年（2023） 兵庫区制90周年

平成から令和へ
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明治40年（1907）　湊川新開地誕生 明治42年（1909）　日本初のマラソン大会

大正10年（1921）　神戸港開港50周年初代聚楽館

大正14年（1925）頃　新開地本通り

昭和3年（1928）頃　山電・電鉄兵庫駅

大正末期の湊川公園

昭和初期の兵庫運河

兵庫区誕生以前  ～懐かしの風景～
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昭和６年創設の行政区
面積4.0㎢

戦時下の行政区再編（昭和20年）
面積13.94㎢

昭和33年の行政区
面積260.22㎢

昭和48年創設の行政区（至現在）
面積14.56㎢

兵庫区の区域の変遷

人口の推移
シンボルキャラクター
ハートン

兵庫区の花
パンジー
（三色すみれ）

昭和8年1月1日

湊西区を
兵庫区に改称

昭和20年5月1日

戦後措置のため
湊区を合弁、
湊東区、林田区
の一部を編入

昭和22年3月1日

山田村・有野村・
有馬町を編入

昭和26年7月1日

道場村・八多村・
大沢村を編入

昭和30年10月15日

長尾村を編入

昭和33年2月1日

淡河村を編入

昭和48年8月1日

北区分区
（現在の行政区）

【参考文献】	 兵庫区制80周年記念誌
【写真提供】	 神戸アーカイブ写真館　神戸市広報戦略部
【発　　行】	 令和5年2月　兵庫区役所総務部まちづくり課
	 〒652-8570　神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号
	 ☎（078）511-2111
	 URL：https://www.city.kobe.lg.jp/kuyakusho/hyogoku/index.html
【おことわり】	 記事の内容・年代・日付・場所などにつきましては、できる限り確認をしておりますが
	 万一誤り・漏れなどがございましたらご容赦ください。
【表紙写真】	 上：神戸港上空から⻄を望む　中左：烏原貯水池　中右：湊川隧道
	 下左：大輪田水門　下右：柳原蛭子神社

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

昭和 8年
湊西区から
兵庫区へ
改称

昭和 20年
戦時下

昭和 33年
編入により
区域面積最大

昭和 48年
北区分区

平成 7年
阪神・淡路大震災

令和 5年
区制 90周年

兵庫区のすがた

（令和5年1月現在 面積14.68㎢)

（令和5年1月1日現在 109,702人）
昭和61年（1986）制定

平成16年（2004）制定
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〜デザインに込めた作者の思い〜
港を表すいかりマークをモチーフに笑顔に見えるロゴを作りました。
上向きの矢印は 兵庫区のこれからの発展・向上をイメージしています。
港＝海なので⻘をベースに、兵庫区の花であるパンジーがアクセントの
鮮やかなカラーに仕上げました。


