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空間を作るため
のルール・制度

「えき≈まち空間」
実現に向けた
取り組み

公共事業の
計画・実施

⺠間事業の
計画・実施

空間の利活⽤
管理運営

神⼾の都⼼の未来の姿
[将来ビジョン]

三宮周辺地区の
『再整備基本構想』

神⼾三宮
「えき≈まち空間」

基本計画

平成27年９⽉ 平成30年９⽉ 今後の取り組み

神⼾の都⼼の未来の姿[将来ビジョン]

年 ⽉ ⽇ 概 要
平成28年12⽉ 計画作成に着⼿

平成29年７⽉27⽇ 第１回 都⼼三宮再整備推進会議 基本計画素案公表
平成29年11⽉27⽇ 第２回 都⼼三宮再整備推進会議 基本計画(案)公表
平成29年12⽉27⽇
〜平成30年２⽉９⽇

市⺠意⾒募集 実施

平成30年３⽉30⽇ 第３回 都⼼三宮再整備推進会議 市⺠意⾒募集結果報告
平成30年9⽉18⽇ 第４回 都⼼三宮再整備推進会議 基本計画公表

神⼾三宮「えき≈まち空間」基本計画について

＜神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画対象エリア＞

３．策定スケジュール

新神⼾から三宮、元町を経て神⼾･
ハーバーランドまでの範囲を対象と
し、今後、神⼾の都⼼が⽬指すべき
姿を取りまとめたもの。

三宮周辺地区の『再整備基本構想』

三宮駅を中⼼に半径約500ｍのエリ
アを対象として、まちづくりの⽅針
をとりまとめたもの。
三宮周辺地区は［将来ビジョン］の
⽅向性や考え⽅を具現化するリー
ディングエリアとして位置づけてい
る。
この中で、「三宮クロススクエア」
を核とする「えき≈まち空間」を位
置づけた。

２．これまでの経緯

１．基本計画作成の⽬的
「三宮クロススクエア」をはじめとする公共施設の計画や、⺠間施設に期待される機能や設えなどにつ
いて、官⺠共通の具体的な⽬標像及びその実現に必要な取り組みを⽰すことを⽬的に作成しました。

1

210061
テキストボックス
資料　１-１



神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画 

【背 景】 

平成27年９月に世界に貢献できる都市として発展していく

ことを目指し、神戸の都心の未来の姿[将来ビジョン]及び三

宮周辺地区の『再整備基本構想』を策定しました。  

『再整備基本構想』において、目指すべき将来像として

「美しき港町・神戸の玄関口“三宮”」を掲げ、「えき」（６

つの駅とバス乗降場）と「まち」をつなぐ神戸の象徴となる

新しい駅前空間として「えき≈まち空間」を創出することを

示しました。 

【目 的】 

公共施設の計画や、民間施設に期待される機能や設えなど

について、官民共通の具体的な目標像及びその実現に必要な

取り組みを示すことを目的に作成しました。 

＜基本計画対象エリア＞ 
■基本計画策定の背景と目的

【概要版】 平成30年9月 神戸市 

① 三宮の６つの駅があたかも一つの大きな「えき」となるような空間

② 「えき」と「まち」が行き来しやすく、より便利で回遊性を高める空間

③ 美しき港町・神戸の玄関口にふさわしい象徴となる空間

「えき≈まち空間」の目標像 

■「えき≈まち空間」の構成と特性

① 駅 と 駅 を つ な ぐ

③ 神 戸 の 玄 関 口 を つ く る

②「えき」と「まち」をつなぐ

＜ 駅と駅をつなぐイメージ＞ 

各駅の改札口からの乗換動線をわかりやすく、移動しやすくするとともに、新たなバスターミナルや駅前

広場を整備することで、バス乗降場を集約しわかりやすさを向上させます。 

「えき≈まち空間」の核である「三宮クロススクエア」を創出することで、現在、道路によって分断され

ている「えき」と「まち」をつなぎます。

「三宮クロススクエア」と三宮交差点を囲む４つの街区の民間開発が、互いに向き合うデザインとするこ

とで、神戸の玄関口にふさわしい空間を創出します。 

＜「えき」と「まち」をつなぐイメージ＞ 

混在 

商業・娯楽 

にぎわい 

歴史・文化 

商業・業務 

中央幹線 
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＜交通の考え方 計画図＞ 

＜官民連携による一体的な空間整備イメージ＞ ＜公共施設の配置イメージ＞ 

公共空間 

新たなバスターミナル

の新設 

JR南駅前広場の

再編 

JR北駅前広場の

拡充 

JR東駅前広場の

新設 

「三宮クロススクエア」の創出  

阪急北駅前広場の

拡充 

阪急西駅前広場の

新設 

民間施設の 
公共的な空間 

（ピロティや公共的な通路等） 

公共施設 
（道路や広場等） 

基本的な考え方 
【空 間】 

■「えき≈まち空間」の基本的な考え方 

「えき≈まち空間」では、行政が中心となって整備する道路や広場等の「公共施設」と、周辺の「民間施

設の公共的な空間」をあわせて「公共空間」とし、官民の連携によって一体的な空間を整備します。 

【交 通】 

●移動しやすい動線の確保による、駅から駅への乗換動線の改善 

●歩行者空間の充実による、「えき」から「まち」への回遊性の向上 

●バスやタクシーの乗降場の集約等による、公共交通の利便性の向上 

●駅前広場の再編、拡充、新設等による、自動車等の駅やまちなかへのアクセスの向上 

基本的な考え方 

至 元町 

至 生田川 

至 ウォーターフロント 

至 新神戸 

地下鉄海岸線 

阪神 
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１）公共空間と 

「まち」のつながり 

２）開放感とゆとりを 

感じる空間 

４）新しい神戸の玄関口 

３）高質で穏やかなデザイン 

＜エリアマネジメントのイメージ＞ 

【景 観】 

●沿道の「まち」の個性を踏まえた、ゾーンごとの公共空間デザイン 

＜「三宮クロススクエア」での景観形成イメージ（案）＞ 

●海や山、空への見通し景観

に配慮したまちなみづくり 

●壁面線の統一と軒線の設定による 

一体感のあるまちなみづくり 

●高層部のセットバックによる圧迫

感の軽減や空間的な広がりの確保 

●遠景、中景、近景に配慮し

た建築物のデザイン 

●公共空間と沿道建築物

で構成するにぎわい 

●都市と自然が調和する景観 ●神戸らしさを感じる“まちなみ形成” ●温かみのある“夜間景観” 

【「えき≈まち空間」を活かす協働の仕組み】 

＜玄関口としての顔づくり＞ 

＜景観デザインコードの設定＞ 

・景観形成方針：基準やガイドライン等の前提となるコンセプト 

・景観形成基準：法令に基づく行為の制限事項等（主に行政による運用を想定） 

・ガイドライン：基準化になじまない誘導事項等（地元協議会と行政の連携による運用を想定）  

基本的な考え方 

エリアマネジメント 

組織 

まちづくり 
協議会 

経済活動 
団体 

市 民 

まちづくり 

協議会 

専門家 神戸市 

民間事業者 

公共空間の 

利活用・ 

管理運営 

ルール 

づくり 
環境 
防災 
防犯 

広報 

にぎわい 

(利用) 

公共空間 

管理 

交通 

  

景観 

多様な関係者の協働 提供される活動の種類 

「えき≈まち空間」を神戸の玄関口にふさわしいにぎわいのある空間とするために、多様な関係者の協

働によって、 公共空間の利活用、管理運営を行う「エリアマネジメント」に取り組みます。 

景観形成の基本的な考え方に基づき、官民が連携して、建築物と公共空間が一体となった魅力的な景観を

創出していくために景観形成に求める要素を明らかにし、景観デザインコードの設定に取り組みます。 

景観デザインコードは、「公共空間」、「建築物」、「夜間景観」、「屋外広告物」の４つの視点のも

と、「景観形成方針」、「景観形成基準」、「ガイドライン」により構成します。 

景観形成に求める要素 

※「三宮クロススクエア」の中心である 

三宮交差点のイメージ 

■「えき≈まち空間」の実現に向けた今後の取り組み 
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＜「三宮クロススクエア」の段階整備のイメージ＞ 

  自動車交通マネジメント 

  歩行環境の向上 

  
公共交通など多様な 
交通手段の確保 

［第１段階］〔2025年頃〕 ［第２段階］〔2030年頃〕 ［将来像］ 

●都心を通過する交通の円滑な処理 

●都心へのアクセスの向上 

●自動車交通から公共交通への転換 

●道路空間の再配分等による歩行者動線の強化 

●憩いとにぎわい創出に資するたまり空間の整備 

●多様な交通手段の確保 

●公共交通の乗り換え利便性の向上 

●自動車交通から公共交通への転換 

「三宮クロススクエア」東側の車線減少 「三宮クロススクエア」東側の完成 「三宮クロススクエア」完成 

※必要な対策を実施し、交通状況を見据えながら、段階的に進めます。 

＜都心の自動車交通ネットワーク＞ 

新神戸・北野・元町・ウォーターフロント等を含む都心において、歩行者が中心のまちの実現に向け

た交通体系の見直しを行うため、以下の3つの視点を踏まえた総合的な交通体系とします。 

【都心における交通体系の考え方】 

自動車交通から 

公共交通への転換 

通過交通の 

円滑な処理 

都心への 

アクセス向上 

神戸 

国道２号 

「えき≈まち空間」整備イメージ 

阪神 

地下鉄 

至 ウォーターフロント 

至 新神戸 

至 生田川 至 

元
町 

JR南駅前広場 
ミント神戸 

バスターミナル 

新たな 
バスターミナル 

「三宮クロススクエア」 
東側 

阪神 

地下鉄 

至 ウォーターフロント 

至 新神戸 

至 生田川 至 

元
町 

JR南駅前広場 
ミント神戸 

バスターミナル 

新たな 
バスターミナル 

「三宮クロススクエア」 
東側 

地下鉄 

至 ウォーターフロント 

至 新神戸 

至 生田川 至 

元
町 

JR南駅前広場 
ミント神戸 

バスターミナル 

新たな 
バスターミナル 

「三宮クロススクエア」 

JR東駅前広場 
JR北駅前広場 

阪急北 
駅前広場 

阪急西 
駅前広場 
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「えき≈まち空間」 

通過交通を担う路線の確保 

阪神 



近 畿 地 方 整 備 局
兵 庫 国 道 事 務 所 配布日時 平成３０年 ８月 １４日

１４：００
資 料 配 布

（神戸市 同時発表）

国道２号等 神戸三宮駅前空間の整備方針について
～ひと・モノ・交通が行き交う新たな“港”=未来型駅前空間の創出～

三宮駅周辺は、「中長距離バスの乗降場が６つに分散している」「駅か

らまちへのつながりが弱い」などといった課題を抱えています。

このたび、国土交通省と神戸市は、ひと・モノ・交通が行き交う新たな

未来型の駅前空間の創出に向け､国道２号等 神戸三宮駅前空間の整備方針

を取りまとめました。

今後、本方針に基づき、民間事業者等の知見を広く取り入れながら、官

民連携で事業計画等の具体化を進めてまいります。

■整備方針の概要

○中長距離バスターミナル整備によるモーダルコネクト(交通結節機能)の
強化
分散するバス乗降場を集約するとともに利便性等を高め、交通結節機能を強化

○国道２号周辺の交通円滑化
デッキによる歩車分離や交差点改良等によりバスターミナル前の国道２号の交通を
円滑化

○魅力的な駅前空間の整備及びまちの回遊性向上
三宮クロススクエアの整備や駅前広場の再編等により、魅力的かつ行き来しやすい
駅前空間を創出

○まちの防災性能の向上
非常時に待機・避難場所等として機能する屋外空間など、まちの防災性能を向上

○未来志向の移動支援導入
自動運転やパーソナルモビリティなど、新たな技術導入を見据えた空間を整備

配 布 場 所 兵庫県政記者クラブ、神戸市政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 副所長 村田 直磯 ０７８－３３４－１６００(代表)
むら た なお き

神戸市 住宅都市局 都心再整備本部 事業推進担当課長 鷲尾 真弓 ０７８ー３２２－０２４７(直通)
わし お ま ゆみ

国土交通省近畿地方整備局 
Kinki Regional Development Bureau  

  Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
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国道２号等 神戸三宮駅前空間の整備方針 

ひと・モノ・交通が行き交う新たな“港”=未来型駅前空間の創出 

国土交通省 

神 戸 市 

兵庫・神戸の玄関口である三宮駅周辺は、阪神・淡路大震災以降の機能更新が進ん

でおらず、「中長距離バスの乗降場が６つに分散している」「駅からまちへのつなが

りが弱い」といった課題 を抱えています。そこで市民、事業者、行政が将来像を共

有し、その実現に向けて官民連携で取り組むため、平成 27 年９月に三宮周辺地区

の『再整備基本構想』を策定し、まちや経済の活性化、国際競争力の向上を目指し

ています。 

 このたび、国土交通省と神戸市は、ひと・モノ・交通が行き交う新たな未来型の

駅前空間の創出に向け、以下のとおり「国道２号等 神戸三宮駅前空間の整備方針」

を取りまとめました。 

○中長距離バスターミナル整備によるモーダルコネクト(交通結節機能)の強化
駅周辺の限られた空間を有効活用する方策として「立体道路制度」を活用しな

がら、分散するバス乗降場を集約した西日本最大級の中長距離バスターミナルを

整備 することで、都心における先駆的な空間活用を図りながら、バス利用者の安

全性・利便性を高めるとともに、駅とまちを有機的につなぐ「えき≈まち空間」

との連携 により、多様な交通手段が選択可能で利用しやすい環境をつくります。 

○国道２号周辺の交通円滑化
デッキ等の整備によって歩行者とバス・自動車とを安全に分離するとともに、

併せて交差点改良等を行うことによって、慢性的な交差点等での混雑を緩和し、

交通の円滑化 を図ります。 

○魅力的な駅前空間の整備及びまちの回遊性向上
道路を人と公共交通優先の空間に転換する“三宮クロススクエア”の整備 によ

り、山と海が近接する豊かな自然と都心の活力が共存する神戸独自の魅力・神戸

らしさを身近に感じられる 魅力的な駅前空間を創出 するとともに、民間施設も活

用しながらデッキや地下の歩行者空間の再構築を行うことで、駅と駅、駅とまち

が行き来しやすい回遊性の高い空間 をつくります。 

○まちの防災性能の向上
阪神・淡路大震災の経験等を生かし、バスターミナルビル等においては、災害

時における帰宅困難者の安全確保や事業継続性の確保など防災機能を有するとと

もに、非常時の待機・避難場所等として三宮クロススクエアをはじめとする屋外

空間の活用を図ります。 

○未来志向の移動支援導入
自動運転化への対応やパーソナルモビリティの拠点設置など 、今後の新たな技

術導入を見据えながら、誰もが使いやすいユニバーサルデザインに配慮した 未来

志向の移動支援の導入に向けたターミナル及び道路空間の整備 を行います。 



国道２号等神戸三宮駅前空間の整備方針

ひと・モノ・交通が行き交う新たな“港”＝未来型駅前空間の創出
駅及び国道に直結する中長距離バスターミナル、「えき≈まち空間」及び「三宮クロススクエア」の整備により
ひと・モノ・交通が行き交う新たな“港”となる未来型駅前空間が誕生。駅・みち・まちが一体的に生まれ変わります。

魅⼒的な駅前空間の整備
及びまちの回遊性向上

中⻑距離バスターミナル整備
によるモーダルコネクト
（交通結節機能）の強化

まちの防災性能の向上

⾮常時に待機・避難場所等として機能する
屋外空間など、まちの防災性能を向上

⾃動運転やパーソナルモビリティなど、
新たな技術導⼊を⾒据えた空間を整備

デッキによる歩⾞分離や交差点改良等により
バスターミナル前の国道2号の交通を円滑化

分散するバス乗降場を集約するとともに
利便性等を⾼め、交通結節機能を強化

三宮クロススクエアの整備や駅前広場
の再編等により、魅⼒的かつ⾏き来し
やすい駅前空間を創出

未来志向の移動⽀援導⼊

三宮の６つの駅とバス乗降場を
あたかも１つの「えき」とみなし、

周辺の「まち」と一体的につなが
ることで、乗り換えや「まち」への
行き来がしやすい空間。

えき≈まち空間

国道２号周辺の交通円滑化



神戸三宮・中長距離バスターミナルの整備方針

神戸三宮駅周辺が抱えるさまざまな課題

新たな中長距離バスターミナルの整備

まちの課題

バス交通

都市交通の課題

道路（国道等）の交通

復興優先で更新が進んでいない三宮駅前 歩行者や自動車で混雑する三宮東交差点 ６つに分散する中長距離バス停

・兵庫・神戸の玄関口である三宮
駅前の更新が進んでいない。

・駅からまちへのつながりが弱く
乗り換え動線がわかりにくい。

三宮駅付近の国道２号上交差点
において、交通混雑が慢性的に
発生している

中長距離バス停が６つに分散し
ているためにわかりにくく、利
便性や安全性に欠けている

神戸の玄関口にふ
さわしい公共空間
を官民連携で創出
しながら、駅とま
ちを有機的につな
ぐ「えき≈まち空
間」を実現

立体道路制度を活
用して、分散する
６箇所のバス停を
集約し、安全でわ
かりやすいターミ
ナルを整備

国・市の連携のもと、国道２号と一体となった新たなバスターミナルを整備
「えき≈まち空間」との相乗効果により、モーダルコネクト（交通結節機能）を強化

JR南駅前広場
の再編

JR北駅前広場
の拡充

JR東駅前広場
の新設

えき≈まち空間

阪急北駅前広場
の拡充

阪急⻄駅前広場
の新設

「えき≈まち空間」の創出

三宮クロススクエア
⇒⼈と公共交通優先の空間

国道２号等神戸三宮駅前空間の整備方針

神戸三宮駅が抱えるさまざまな課題



記者資料提供（平成 30年 9月 11日） 

雲井通５丁目再開発株式会社  

雲井通５丁目地区再整備にかかる事業協力者の 

優先交渉権者及び次点交渉権者の決定について 

雲井通５丁目再開発株式会社（以下、「再開発会社」という。）では、雲井通５丁目再整備に向け

て市街地再開発事業としての事業化を検討するにあたり、サポートをいただく事業協力者の公募を

行ったところ、２グループより応募申込書の提出がありました。 

学識経験者等で構成する選定委員会において、提案内容に対する審査を行い、その結果をもとに

優先交渉権者及び次点交渉権者を決定しましたのでお知らせします。 

１．優先交渉権者 

代表事業者 

三菱地所株式会社 

構成事業者 

三菱倉庫株式会社 

神鋼不動産株式会社 

株式会社東畑建築事務所 

株式会社再開発評価 

総合評価点数 

（150 点満点中） 

122.8 点 

1.事業計画  55.8 点 

2.実施体制  25.4 点 

3.事業成立性等 41.6 点

提案概要書は添付資料のとおり 

※提案の内容は、募集要項に基づき応募者が作成したものであり、そのまま実現されると決ま

ったものではありません。

２．次点交渉権者 

代表事業者 

森ビル都市企画株式会社 

構成事業者 

株式会社隈研吾建築都市設計事務所 

株式会社アール・アイ・エー 

株式会社竹中工務店 神戸支店 

関電不動産開発株式会社 

株式会社神戸ポートピアホテル 

東急不動産株式会社 

総合評価点数 

（150 点満点中） 

116.2 点 

1.事業計画  57.2 点 

2.実施体制  22.8 点 

3.事業成立性等 36.2 点

３．選定に関する委員会 

委員構成 

区分 氏名 所属・役職 

委員（委員長） 小谷 通泰 神戸大学 名誉教授（交通計画） 

委員 嘉名 光市 大阪市立大学大学院 教授（都市計画） 

委員 栗山 尚子 神戸大学大学院 准教授（景観計画・建築計画） 

委員 細川 明子 公認会計士・税理士（会計） 

委員 安田 義秀 神戸商工会議所 常務理事（経済） 

委員 鳥居 聡 雲井通５丁目再開発株式会社 代表取締役社長（地権者） 

※氏名順不同、敬称略
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４．優先交渉権者にさらなる検討を求める主な事項 

今後、以下の事項等についてさらなる検討を求めながら、事業計画の策定を進めていき

ます。  

・神戸の歴史や風土を意識しながら、他都市にはない神戸の顔となるようなシンボルかつ

ランドマーク性の高いデザインとなるようにすること。

・1階など低層階を通行する人の上層階や周辺への移動をさらに促すような回遊性を高め

る工夫を行うこと。

・オフィスについては、市内企業の移転ではなく市外・海外からの企業誘致を基本とする

とともに、ホテルについては提案にある上質なブランドの誘致を行うこと。

・管理費低減などの負担軽減や権利床の配置など権利者の意向を十分反映しながら、事業

計画等の策定を進めること。

※参考：募集と選定の経緯

平成30年 6月 25日～7月 6日 募集要項の公表・配布 

7月 26日 エントリー表明、質問受付の締切 

8月 26日 応募受付の締切 

8月 24日 選定委員会（ヒアリング） 

9月 11日 選定結果の公表 



神戸を代表するフラッグシップオフィス

「つなぐ」～ 神戸を世界とつなぐ、未来へつなぐ、次世代の都心創造プロジェクト～
港を介して世界とつながり、多様な文化の融合から新たな価値を生み出してきた国際都市神戸。

神戸と全国各地をつなぐバスターミナルのポテンシャルを活かし、神戸のさらなる｢国際化｣と｢成長｣を牽引するまちづくりにチャレンジします。

事業協力者として責任を持ってⅠ期事業の推
進に取り組むとともに、ビルとエリアの価値を
長期的に維持・発展させる一体的なマネジメン
トに取り組みます。

価値を「つなぐ」

バスターミナル待合空間を核とした賑わい拠点「ばす≈まち空間」

賑わいを引き込む立体回遊創出都市のアクティビティを表現するデザイン 万全の協力体制で事業化を支援

世界的建築家・坂  茂（ばん　しげる）と共に、培わ
れてきたまちと賑わい、風景をつなぎ、リーディ
ングプロジェクトにふさわしい品格と永続性の
ある景観形成を図ります。

歴史を未来へ「つなぐ」 まちの賑わいを「つなぐ」多様な都市機能を「つなぐ」
働くこと（Work）と暮らすこと（Life）が融合した恵
まれた都市環境と、多様なコミュニティの存在
という神戸の魅力を強化し、国内外から企業・人
材を神戸に呼び込む都市機能集積を図ります。

・三菱地所･三菱倉庫・神鋼不動産のデベロッパー３
社に再開発評価･東畑建築事務所のコンサルタント
２社を加えた万全の体制で事業協力に取り組みます。
・事業協力期間中に必要な人材及び資金を提供し、将
来の事業参画・保留床取得を見据えた事業性・実現
性の高い計画を立案します。

権利床・保留床の一体的な企画・運用
・豊富な開発・運営実績とテナントネットワークにより、
権利者様の資産価値を最大化する企画を実現します。
・将来的に自ら保留床を取得し、集客力・収益力・エリ
アブランド力を最大化する保留床を実現します。
・権利床・保留床を一体運用し、再整備ビルの魅力を
中・長期にわたり維持・向上します。

震災復興にも関わらせていただ
いた神戸に建つ本プロジェクト
では、表層的でなく、そこでのア
クティビティを表すことで、新し
い神戸のシンボルを創りたいと
考えています。

・再整備ビルの取り組みを基に、三宮周辺地区全体で
のエリアマネジメントの実現に向けて、関係者との協
働により積極的に取り組みます。

再整備ビルの魅力を周辺につなぐエリアマネジメント

権利床・保留床の一体運用イメージ

国道２号沿いの賑わい あじさい通り沿いの賑わい

北東から見る建物外観

バーティカルパサージュスカイライブラリー

バスターミナル

「ばす≈まち空間」

知のリビング

バーティカル
パサージュ

都市のジャンクション

山の手
コミュニティ

坂の
街並み

みなと

立体街路「バーティカルパサージュ」が、「都市の
ジャンクション」に集まる人の流れを「知のリビン
グ」につなぎ、神戸のまちの特徴を表現した立
体回遊のしかけを創出します。

一体的に運用（販売促進・プロモーション等）

権利床

権利床

権利床 テナント E

テナント D

テナント C

テナント B

テナント A

自営･個別運用

一体運用
組織

保留床

景観・
公共空間 交通テーマ 観光 環境・防災文化・交流

再整備
ビル

三宮東
地区

三宮周辺
地区

・再整備ビルでの取り組みを基に、三宮周辺地区全体
でのエリアマネジメントの実現に向けて、関係者との
協働により積極的に取り組みます。

エリアマネジメント取り組みイメージ“神戸ライフ” の魅力が詰まった旅の出発地「ばす≈まち空間」イメージ

ビル基壇部の屋上庭園を中心に、
スカイライブラリーやビジネス支援
機能、ホテルラウンジ等を集約
施設内の多様なアクティビティに
触れながら、施設上部に人の流れを
誘う空間

バスターミナル機能を核に、観光機能、
商業機能を複合した賑わい拠点

「知のリビング」で生まれるコミュニティを介して、
多様な人々や活動がつながり、

神戸の成長を牽引する都心発のイノベーションを創出

Community

LifeWork
“神戸ライフ”
の魅力発信

多文化
の交流・体験

国内外の
高感度なビジター

大企業

スタートアップ企業

多文化・多世代が出会う
多様なコミュニティ

起業家
ワーカー

ツーリスト
市民
ファミリー

ビジネス・企業
の成長・発展

知のリビング

コワーキングスペース

サービス系オフィス

小・中規模オフィス

大規模オフィス

ホテル

異業種・異分野
の共創

一般テナント

「雲井通５丁目地区再整備事業  事業協力者募集」提案概要
( 提案事業者グループ）代表事業者 : 三菱地所㈱　構成事業者 : 三菱倉庫㈱、神鋼不動産㈱、㈱東畑建築事務所、㈱再開発評価

(※提案内容は、募集要項に基づき応募者が作成したものであり、そのまま実現されると決まったものではありません。）

ライブラリー待合 ワークスタイル待合

ラウンジスタイル待合

ショッピングゾーン

充実したアメニティ施設
チケットカウンター

テラススタイル待合飲食スタイル待合

コンシェルジュ

スタジアムスタイル待合

デッキレベル
通路

オフィス・ホテル
エントランス

あじさい通り

敷地内デッキ

プロモーションスペース

出典:東京駅周辺
        防災隣組HP



 
 

 
 
 
 
 
 
 

新中央区総合庁舎整備基本計画（抜粋版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０年７月 

神戸市 
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１．新中央区総合庁舎の整備に向けて

（１）中央区の行政施設・文化施設

中央区は、昭和 55 年 12 月に、葺合区と生田区が合区して誕生し、中央区庁舎が

現在地に開設された。

これにより、旧葺合区庁舎（昭和 40 年築）及び隣接する葺合公会堂（昭和 34 年

築）を全面改修し、昭和 57 年 7 月に葺合文化センターの本館・別館として開設した。

本館については耐震性能不足等により平成 28 年度からその機能を近隣の民間ビル

（神戸芸術センター）に暫定移転し、平成 29 年度に解体撤去された。 
旧生田区庁舎（昭和 38 年築）は現在、兵庫県神戸総合庁舎として使用されてい

る。この旧生田区庁舎の北側にあった旧勤労会館（昭和 27 年築）は昭和 55 年 4 月

に現在の中央区庁舎の西隣に建替えられた。また、旧勤労会館と旧生田公会堂の跡

地には新たに生田文化会館が整備され、昭和 58 年 2 月に開設されている。 
これらの施設については築後 30 数年を経過し、多数の不具合が発生するなど全

般的に老朽化が見られるようになっている。

中央区庁舎 勤労会館

葺合文化センター 生田文化会館

※現在の状況
（フェンス内にあった旧本館は

平成 29 年 8 月末に解体撤去）

1



（２）三宮周辺地区の再整備

 神戸の玄関口である三宮周辺地区は様々な課題を抱えており、その再整備は神戸全

体のまちや経済の活性化を考えていく上で不可欠であり、魅力的で風格ある都市空間

を実現するべく、三宮周辺地区の「再整備基本構想」を平成 27 年 9 月に策定してい

る。 

この「再整備基本構想」において、既存道路空間を活用して三宮に存在する６つの

駅をつなぎ、人と公共交通優先の空間に再編する「三宮クロススクエア」と、三宮駅

周辺に分散している中・長距離バス乗降場を集約した新たなバスターミナルを雲井通

５・６丁目の街区とミント神戸を一体的に利用して整備することが位置づけられてい

る。これらにより、交通結節点としての機能強化を図ることで、国際都市神戸を象徴

する新たな玄関口の創出を目指すとしている。

 一方で三宮周辺地区の「再整備基本構想」のエリアに含まれている市役所本庁舎に

おいては、本庁舎２号館は築 60 年、３号館は築 51 年を迎え老朽化が進み、さらに

先の阪神・淡路大震災で被害を受けていることもあり建て替えを検討する時期にきて

いる。そのため特に本庁舎２号館においては、三宮周辺地区の「再整備基本構想」や

「神戸市役所本庁舎のあり方に関する報告書」を踏まえ、目指すべき姿について検討

を行い、平成 30 年 2 月に「本庁舎２号館再整備基本構想（案）」を策定した。 

 これらのように、三宮

周辺地区の行政施設につ

いては、「再整備基本構想」

の実現に向け、各施設が

持つ機能や規模などを

様々に考え合わせ、全体

としてどのように配置し、

機能を持たせることが最

適かという観点で全庁的

な検討を進めた。

三宮周辺地区の『再整備基本構想』におけるまちづくりの方針図
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（３）新中央区総合庁舎の整備方針

区庁舎は乳幼児連れの方から高齢の方まで様々な方が多数来庁される区民サービ

スの拠点である。また、勤労会館は市内勤労者のみならず、多くの一般市民も利用す

る施設であるため必要なサービスの安定した提供と利便性の確保を引き続き行って

いくことが重要である。そのため中央区庁舎のあり方、勤労会館のあり方については、

区民・市民の意見をいただきながら検討を進めてきた。

中央区庁舎のあり方（機能・規模・設置場所など）については「中央区区民まちづ

くり会議」でご意見を頂くとともに、会議での資料や議事要旨を公開し、区民への意

見募集を行った。勤労会館のあり方についても「勤労者福祉事業懇話会」でご意見を

頂くとともに、その後市民への意見募集を行った。

  中央区庁舎の機能について頂いたご意見では、行政サービス向上のためのワンスト

ップ窓口の設置や、誰もが使いやすい庁舎となることを望む意見等があった。設置場

所については、全体として現在の本庁舎３号館跡への建替え移転を望む声が多くあっ

た。勤労会館についても本庁舎３号館あるいは市役所周辺での整備を望む意見が多か

った。また、中央区庁舎と勤労会館などの文化施設との一体整備を望む声が多く、さ

らに葺合文化センターや生田文化会館の機能も併せて一体化することを望む意見も

多かった。

 なお、これらの意見をいただく際には、区庁舎の整備にあわせて文化施設も一体的

に整備する場合に考えられることや、新中央区総合庁舎内に必要な機能が十分に確保

できるかなどを検討する必要があるという留意事項をお示ししたが、やはり一体整備

を望む意見が多かった。

このような中央区区民まちづくり会議や勤労者福祉事業懇話会での議論、その後の

区民・市民意見募集の結果を踏まえ、本庁舎３号館を解体し、その跡地に中央区庁舎

と勤労会館の機能を「新中央区総合庁舎」として一体整備し、併せて葺合文化センタ

ーや生田文化会館の機能も確保することとした。また、必要な機能すべてを総合庁舎

内で確保することは難しいことが想定されたため、確保できない機能については都

心・三宮再整備のエリア及びその周辺で確保することとした。

その後、新中央区総合庁舎内に配置すべき新たな文化施設の機能について、引き続

き中央区区民まちづくり会議や勤労者福祉事業懇話会でご意見をいただくとともに、

区民・市民に意見募集を行った結果、新中央区総合庁舎には会議室等を中心に整備し、

体育館・体育室やホールについては、周辺で確保する案が望ましいとする意見が多数
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であった。 
それらの意見を踏まえ検討した結果、新たな文化施設に必要な機能のうち、会議室

や美術室・音楽室等の特定目的室は新中央区総合庁舎内に、また、体育館・体育室は

磯上公園に、ホールはバスターミナルビル内に、それぞれ配置することとした。 
 

このような経緯から、新中央区総合庁舎は、中央区役所と新たな文化施設の会議室

や特定目的室等から構成される施設として整備することとした。その具体化に向けて

基本的な事項について検討を行い「新中央区総合庁舎整備基本計画（案）」を作成し、

平成 30 年４月 16 日から５月 15 日まで市民意見募集（パブリックコメント）を実施

した上で、基本計画を策定した。 
  今後、これに基づき、設計等を進め、多くの区民・市民に利用され長く親しまれる

新中央区総合庁舎の実現に向け取り組んでいく。 
 

 
【新中央区総合庁舎外に整備する新たな文化施設の機能ついて】 

・体育館・体育室機能については、磯上公園内で外国人のスポーツ交流施設とあわ

せて整備検討を進める。これにより周辺地域の活性化や賑わいの創出、さらには

都心・三宮再整備のエリアに位置する施設として、まちの回遊性や新しい人の流

れの創出を図っていく。 
・ホール機能については、新たなバスターミナルビル内に移転が計画されている神

戸文化ホールの整備検討にあわせ、ホール間の相互連携や相乗効果を考慮しなが

ら検討を進めていく。 
 
     ※「都心・三宮再整備における行政施設」については次頁のとおり 
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※新文化ホール（大ホール）、新文化ホー 
ル（中ホール）、三宮図書館については、 
今回の計画の対象外となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新中央区総合庁舎】 

・新中央区役所 

・新たな文化施設 

（会議室、特定目的室） 

【磯上公園】 

体育館・体育室 

【バスターミナルビル】 

・新たな文化施設（ホール） 

  ・新文化ホール（大ホール） 

  ・三宮図書館 

【新２号館】 

・新文化ホール（中ホール） 

三宮周辺地区の 
『再整備基本構想』エリア 

（三宮駅を中心とした半径 500m 程度） 

●都心・三宮再整備における行政施設について 

Ⅰ期 
Ⅱ期 
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２．新中央区総合庁舎の概要                           

 

（１）建設位置の概要                              

   
【建設位置】 

   中央区東町 114・115 番地 
     （市役所本庁舎３号館跡地） 
 
 
 
 
 
 
 

①交通機関 

    鉄道６路線や多くのバス路線が集中す

る三宮中心部から南へ徒歩数分の場所に

位置している。敷地は東町線に面し、一本

東側には都心の骨格を形成するメインス

トリートとも言えるフラワーロードがあ

り、その地下には三宮中心部の地下街であ

るさんちかを経由する地下道がある。 
 
 
 

②周辺施設 

建設地がある旧居留地は、市内でも有数

の業務機能集積地であり、有名ブランドの

店舗が立ち並ぶショッピングエリアとして、

賑わいとともに洗練された街となっている。

建設位置の東側道路向かいには市役所本庁

舎の１・２号館があり、西側には隣接して

市役所本庁舎４号館がある。建設位置の南

側には都心における市民の憩いの場所とな

っている都市公園である東遊園地がある。 
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③景観 

 旧居留地は、業務機能集積地であるとと

もに大正から昭和初期の近代洋風建築が現

在も残る、歴史的環境と調和した重厚な街

並みを形成している地区である。歴史的景

観を有した都心にふさわしい風格ある都市

環境の形成のため、地区計画（旧居留地地

区）や景観法に基づく景観計画区域（旧居

留地都市景観形成地域）に指定されており、

積極的なまちづくり活動が行われている。 
 

④防災 

   近い将来、発生が想定される南海トラフ巨大地震に伴う津波に対し、兵庫県

が発表した浸水想定図では三宮都心南部は浸水が想定される区域に含まれてい

る。そのため市では市民の安全・安心の確保のため総合的な津波対策を実施し

ている。防潮堤等の補強については、平成 31 年度の完了予定時期を 1 年前倒

しすることを目標に工事を進めており、整備完了後は三宮都心部をはじめ浸水

想定区域は大幅に減少する。また防潮扉等を迅速・確実かつ安全に閉鎖するた

め、閉鎖訓練の継続実施とともに遠隔操作化にも取り組んでいく。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「南海トラフ巨大地震に伴う津波対策計画」 
神戸市（平成 27 年 9 月） 

 ※前提条件 
  ・防潮堤等をねばり強い構造に補強 
  ・津波が防潮堤等を越流した場合、破堤なし 
  ・防潮堤等の沈下を考慮 
  ・全ての鉄扉が閉鎖 

「南海トラフ巨大地震津波浸水想定図」 
兵庫県（平成 26 年 2 月） 

 ※前提条件 
  ・津波が防潮堤等を越流した場合、破堤あり 
  ・防潮堤等の沈下を考慮 
  ・全ての鉄扉が開放 
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（２）施設計画                                 

 
これまでの検討を踏まえ、新中央区総合庁舎の施設計画の概要は以下の通りとする。

詳細については今後設計時において検討を進めていく。 
 

①規模・機能配置 
 

【建築面積】 約 1,800 ㎡   
【延床面積】 約 18,000 ㎡  
（内訳）  
 ・中央区役所 約 9,000～10,000 ㎡ 
 ・新たな文化施設 約 5,000～6,000 ㎡ 
 ・その他 約 3,000 ㎡ 

（駐車場、機械室等） 
【階数】 地上 10 階・地下 1 階程度 

 
・容積率や高さ制限などの基準から現在の市役所本庁舎３号館とほぼ同規模の建物

が建設可能である。 
・区役所については、窓口や待合スペースの充実、多目的トイレや授乳室の設置な

ど、来庁者の利便性や行政サービスの向上を目指して近年建替えられている区庁

舎と概ね同程度の規模とする。 
・新たな文化施設については、現在の勤労会館、葺合文化センター、生田文化会館

の利用状況等を踏まえ、会議室や美術室・音楽室等の特定目的室など十分な部屋

数を確保できる規模とする。 
・低層部に区役所を、高層部に新たな文化施設を配置する。また、景観計画（旧居

留地都市景観形成地域）の基準に配慮し、新たな文化施設の多目的ホールを１階

に配置する。 
・地下１階及び１階の一部に来庁者用の駐車場や駐輪場を設けて、附置義務として

定められた必要台数を確保する。 
 
②動線計画 

 ・敷地の形状により不整形な建物となるが、北側と南側に階段・エレベーター等を

配置し、その間を廊下で結ぶ分かりやすい動線を基本とする。 
  ・エレベーターは、区役所と新たな文化施設の共用とすることで、効率化や両施設

の連携を図る。また両施設の開庁時間・開館時間が異なる点にも配慮した施設計

画・管理計画を行う。 
 

8



 ・フラワーロードや地下道に面している市役所本庁舎２号館の建て替え検討にあわ

せて、新２号館側とのアクセスをどのような形で分かりやすく確保できるかにつ

いても検討する。 
 
③外観デザイン 

・地区計画（旧居留地地区）、景観計画（旧居留地都市景観形成地域）の基準に適

合するように壁面線を整えるとともに、周辺地域の建物・景観に配慮した意匠（形

態・材料・色彩等）とし、街並みの連続性を図ることとする。 
・三宮周辺地区の『再整備基本構想』が掲げる「神戸の歴史や文化の薫りが漂う風

格ある街並み」を目指すとともに、区民に親しみを感じていただけるような外観

デザインを検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設計画イメージ図 

２号館側とのアクセス 
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３．新中央区総合庁舎の整備にあたっての視点                    

 
  新中央区総合庁舎の詳細な設計を行うにあたっては、以下の事項に配慮する。平常

時は行政サービスや文化活動・地域活動の拠点として誰もが利用しやすい施設、災害

時は区民の安全・安心を守る防災拠点の役割を担う施設の実現に取り組んでいく。 
 
（１）災害に強く、安全・安心の庁舎                      

 
  総合庁舎は大規模災害時においても建物自体の安全性を確保するとともに、災害対

応・危機管理の中枢としての機能を維持できる施設とする。 
 
  ・大地震が発生した後も、建物及び建物内部の被害を低減するため、「免震構造」

の採用を中心に技術面・費用対効果等の観点から検討を行い構造方式を選定する。 
  ・大規模災害時にライフラインからの供給がストップした場合でも災害対応・危機

管理業務の維持が可能となるよう、非常用自家発電機の設置や受水槽を設置する。 
  ・地震時の津波などによる浸水被害に配慮して、機械室を最上階に、重要室などを

上層部に配置する計画とし、地上面の開口部への止水板の設置などの対策を検討

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

※「免震構造」 
基礎と建物の間に積層ゴム等の免震部材

を設置して地震エネルギーを吸収させるこ
とで、建物の揺れを低減させる工法。大地震
後も建物構造体の損傷は軽微で、室内の家
具・什器の転倒も軽減される。 
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（２）省エネルギーで環境にやさしい庁舎                      

  
  自然エネルギー等の活用や省エネルギー効果の高い建築資材や設備機器の採用な

ど、環境性能の高い施設計画とする。 
   

・断熱性の高い建築資材の採用、高効率の設備機器や各種センサーによる制御シス

テムの導入など、エネルギー消費の削減を図る。 
・太陽光発電の設置や雨水・地下水を雑用水として利用することを検討する。 

  ・建築物の環境性能を評価するＣＡＳＢＥＥ神戸や建築物の省エネルギー性能表示

制度（ＢＥＬＳ）において高ランクの評価取得を目指す。 
  ・配管や設備のスペースを十分に確保し、メンテナンスや更新が行いやすい計画と

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 

※照明器具による省エネ 
高効率・長寿命のＬＥＤ照明器具を

採用するとともに、日中の昼光の明る
さに応じた自動調光や、人がいる時だ
け点灯する人感センサーの設置によ
り、余分な電気消費をカットすること
ができる。 

 

※ＣＡＳＢＥＥ（キャス

ビー）神戸 
建築物を環境性能で

評価し格付けする手法。
省エネルギーや環境負
荷の少ない資機材の使
用といった環境配慮は
もとより、室内の快適性
や景観への配慮なども
含めた建築物の品質を
総合的に評価すること
ができる。 
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（３）誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの庁舎                                      
 
  総合庁舎は乳幼児連れの方から高齢の方まで様々な方が多数来庁される施設であ

り、ユニバーサルデザインの考え方に基づいて、全ての方が分かりやすく利用しやす

い庁舎を目指す。 
 
  ・来庁者が迷わずに目的地にたどりつけるよう、分かりやすい平面計画・動線計画

とし、表示や配置を工夫した分かりやすいサイン計画を行う。 
  ・車椅子利用者、オストメイト、オムツ替え等に対応し、誰でも快適に使用できる

多目的トイレを設置する。 
  ・授乳室やキッズスペースの設置を始め、子育て世代の利便性向上を図る機能につ

いて検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 

※窓口案内サインの例 

※トイレ案内サインの例 

※多目的トイレの例 

※キッズコーナーの例 
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４．新中央区役所の基本的な機能と施設内容                    
 

区役所は多くの区民が日常生活上の様々な申請・届出・相談に訪れる行政サービ

ス拠点であり、すべての来庁者にとって快適で、中央区在住の外国人の方にも安心

して利用していただけるような窓口環境を目指す。また区民の地域活動や交流の拠

点として、地域の活性化につながる施設の設置を検討するとともに、今後の社会変

化等にも柔軟に対応し、区行政の拠点としての機能を長く維持できる庁舎を目指す。 
 
（１）区民への行政サービス拠点                                 

 
①便利な窓口サービス 

来庁者の負担軽減のために、現区役所では別フロアにある市民課と保険年金医

療課を同じフロアに配置し、引越しに関する手続きを中心にワンストップで手続

きが可能な「総合窓口」を設置する。 
    
②快適な待合スペース 

    来庁者が快適に安心して過ごせるよう、十分な待合席や通路を確保する。また、

手続きの流れを考慮した配置、あるいは案内サインを絵文字や多言語で表記する

ことなどにより、誰にでも分かりやすくスムーズな手続きの実現を図る。 
 
③プライバシーへの配慮 

    窓口カウンター間を仕切るパネルスクリーンの設置や個室の相談室を設ける

など、プライバシーに配慮した窓口とする。 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 

※東灘区役所の総合窓口 
引越しの際に、これまで別々の窓口で

行ってきた複数の手続きを原則として
１つの窓口で取り扱います。これにより
手続きの漏れの防止や各窓口に移動し
て並び直す負担を軽減することができ
る。 
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（２）区民の地域活動・交流の拠点                      
 

・区内の地域団体等の活動拠点として、打合せや簡単な事務作業を行えるミーテ

ィングスペースやチラシ・ポスターを設置できる情報交流スペースからなる

「地域活動コーナー」の設置を検討する。 
・区内の各地域や地域団体等の活動の紹介、イベント情報等の発信を行う展示ス

ペースなどの設置を検討する。また１階の多目的ホールなど新たな文化施設と

連携した活用について検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）区行政の拠点                             
 
  ・フロアの中央に執務空間を、周辺に倉庫・書庫などの重荷重の諸室を配置し明確

なゾーン分けを行い、また、ＯＡフロア（フリーアクセスフロア）を採用するな

ど、将来の改修やレイアウト変更に対応しやすい計画とする。 
 ・ＩＣＴ技術の高度化やそれに伴う行政サービスの変更にも対応可能とするととも

に、情報セキュリティにも配慮する。 
・サーバー室や災害対応拠点となる重要室は、非常用自家発電機等により災害時で

も機能を維持できるようにし、災害対応要員用を含めた非常用物資を保管するス

ペースを確保する。 
  
   
 
 

※須磨区役所の地域活動支援センター 
区民の地域活動を支援するため、活動

打ち合わせや簡単な事務作業ができる
「ミーティングコーナー」やチラシ・ポ
スターを設置することができる「情報交
流コーナー」を設けている。 

参考 
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５．新たな文化施設の基本的な機能と施設内容               

   
中央区庁舎と一体的に整備する新たな文化施設は、勤労会館、葺合文化センター及

び生田文化会館の機能を合せたものであり、中央区民・市民の文化活動・地域活動等の

拠点として、多くの区民・市民に利用され、親しまれる施設の実現に取り組んでいく。 
ＩＣＴ関連設備を充実させるほか、今後の社会変化に対応できるよう柔軟で利用しやす

い施設の整備を目指す。 

 

（１）主な機能                                 

 

① 区民の文化活動・地域活動・生涯学習活動等の拠点                 

  ・ 区民の主体的な文化活動・地域活動が促進されるよう、勤労会館、葺合文化セ

ンター及び生田文化会館の利用状況等を踏まえ、様々な規模の会議室、美術室・

音楽室等の特定目的室を十分に配置する。 
  ・ 区の文化的個性を活かした事業を実施することにより、多様な文化芸術に触れ

参加できる機会を区民に提供する。 
  ・ 様々な芸術や生活文化に関する講座等を開講し、区民の生涯学習活動・文化活

動への動機付けや、いきがいづくり・仲間づくりの機会を創出し、生活の質の向

上につなげていく。 
    また、介護予防や健康増進に役立つ講座事業の実施にも取り組む。 
 

② 勤労市民の福祉向上のための拠点                           

・ 勤労者や労働団体が勤労市民の福祉向上を目指して実施する大会、研修会、講習

会などの多様な会合に対応できるよう、多様な大きさの会議室等を整備する。 

・ 就職や転職、再就職の際に役立つ資格取得を支援する講座や各種セミナーなど、

就業を支援するプログラムの実施にも対応可能な施設とする。 

・ 勤労者福祉向上のための労働団体に対する施設利用料金の減免や施設の優先使用

の制度は、今後も区民・市民の利用との調整を図りながら制度を維持するとともに、

市内の勤労者全体の福祉向上に資する団体の活動拠点を確保する。 
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（２）主な施設内容                               

 
現在の勤労会館、葺合文化センター、生田文化会館の利用状況等を踏まえ、以下の

とおり配置する。 
 
 ① 会議室 

大・中・小の会議室を 20～30 室程度配置する。（現行：３館合計で 32 室） 
高い利用ニーズが見込まれる小会議室を充実させるとともに、可動間仕切り等を

活用し、フレキシブルに規模を変えることができる工夫をするなど施設の有効活用

を図る。 
また、パソコンやスマートフォン等のモバイル機器の利用に対応し、インターネ

ット環境を整備するほか、プロジェクター・スクリーン等の貸出し備品を充実する。 
 
② 特定目的室 

様々な文化芸術活動への参加ニーズに対応できるよう、美術室、音楽室、視聴覚

室、陶工芸室、和室、料理教室、衣服文化室を各 1～2 室配置する。 
 
 ③ 多目的ホール等 

1 階には集会や講演会、イベントや運動など様々な用途に使用できる収容人数

200 人～300 人規模の「多目的ホール」を配置するほか、文化施設のエントランス

付近には明るく気軽に訪れやすい雰囲気のロビーやフリースペースを設けるなど、

区民・市民の多様な交流や憩いの場を創出する。 
    
【新中央区総合庁舎外に整備する新たな体育館・体育室及びホール】 
① 体育館・体育室等 

   現在の勤労会館の体育館（トレーニング室を含む）及び生田文化会館の体育室は

非常に利用率が高いことから、少なくとも現在と同等規模の体育館と体育室を整備

する。 
 
 ② ホール 

近年整備した他の区民センターのホール機能と同様に、収容人数 500 人程度を目

安とし、舞台機構、照明設備、音響設備等を備えた一定の本格的な芸術文化活動に

も対応できるホールを整備する。 
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６．事業計画                                 

 

（１）事業手法                                

   
新中央区総合庁舎の整備にあたっては、従来の「設計・施工分離発注方式」だけで

なく、「設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）」を検討するなど、工期やコ

スト、市内業者育成等、様々な観点から検討を行い、事業手法を選択することとする。 
 
 
 
「設計・施工一括発注方式」 

・事業者の選定にあたっては技術面も含めた提案を募り、最も評価の高いものを事業

者とする。 

・解体工事から設計・建設工事を一括で行うため、施工条件や免震構造の採用に対し

て、事業者が持つ高度な技術やノウハウを活かしやすい。 

・事業者決定から建設工事着手までの期間が長いため、建設工事の準備作業（施工計

画検討、資材調達、人手の確保）を早い段階で行うことが可能。 

 
 
（２）概算事業費                                

    
約９５億円（調査設計費等、本庁舎３号館解体工事費、新中央区総合庁舎建設費） 

※新中央区総合庁舎外に整備する体育館・体育室及びホールに関する費用は含

まれていない。 
※金額については、今後、出来るだけコストの削減に努めながら詳細な検討を

進めていく。 
 

（３）事業スケジュール（予定）                        

   
平成 30 年度   基本設計等 

   平成 31 年度   
   平成 32 年度 

平成 33 年度 
    ※今後、事業手法の選択に加え、都心三宮再整備の動きを注視しながら詳細な

スケジュールについて検討を進めていく。 
  

参考 

実施設計、本庁舎３号館解体工事 

新中央区総合庁舎建設工事 
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１．現状 

H29 

新

２
号

館

再

整

備 

基本計画 

検討業務 

再
整
備
基
本
計
画
（
案
） 

H30 H31～Ｈ32 H33～Ｈ34 

事業者募集要綱 

事業者選定 

H35～Ｈ37以降 

エネルギー 

センター 

建て替え 

基本計画 

検討業務 

 

エネルギーセンター

建て替え 

設計業務 

再
整
備
基
本
構
想
策
定 

２号館解体 

エネルギーセンター

建設 

新2号館建設 

本庁舎2号館再整備の進捗状況について 

 平成30年3月に「本庁舎２号館再整備基本構想」を策定しており、現在はそれに基づき 
「本庁舎２号館再整備基本計画」の策定作業を今年度末の完成を目指して行っている。 
 また、本庁舎３号館の解体に伴い、３号館屋上にあるクーリングタワー（空調用冷却塔）を 
現在の「こうべ花時計」の場所に機能移転することとし、「こうべ花時計」については、東遊
園地内に暫定移転することとしている。 

２．目標スケジュール 

エネルギーセンター 

２号館 

１号館 

３号館 

４号館 
３号館解体後 
中央区総合庁舎 

花時計の暫定移転 

２号館再整備 
エネルギーセンター
建て替え 
現地にて建て替え 

３．本庁舎周辺配置図 ４．こうべ花時計の暫定移転 

資料１-６ 
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新・神戸文化ホール整備基本計画策定の進捗状況について 
 

１．検討委員会（委員長：清水 裕之 名古屋大学名誉教授ほか 12名）の開催状況 

第１回 平成３０年６月６日（水）   基本計画の構成案について 

                             整備する場所・規模・機能・仕様等について 

第２回 平成３０年７月１１日（水）   基本計画（素案）について 

第３回 平成３０年８月２２日（水）  基本計画（素案）について 

第４回    調整中              基本計画（案）について 

※各委員会終了ごとに、任意の意見募集を実施。 

 
２．基本計画（素案）の概要 

＜目次＞ 

 
＜新・神戸文化ホールが目指す機能・役割＞ 

① 市民の誇りとなる、神戸らしい芸術文化の発信 
② 市民主体の芸術文化活動の促進、更なる高度化の支援 
③ 芸術文化を担う創造的人材の育成 
④ 多様な人材が交流し、まちのにぎわいを生み出す空間と経済波及効果の創出 
⑤ 神戸の個性を発揮することによる「選ばれるまち」の実現 
⑥ 芸術文化の普及啓発拠点として誰もが芸術文化に触れる機会を提供 

 

＜施設計画＞ 

・三宮バスターミナル内に大ホールと中央区の

新たな文化施設のホール機能を兼ね備えた施

設を整備し、市役所新２号館には、現・神戸

文化ホールには備えられていなかった機能と

して、クラシック音楽の生音の響きを活かせ

る特徴ある音楽専用ホールを整備する。 
  
※ホールの規模・機能・仕様等の具体的な事項

については、様々なご意見を踏まえ引き続き

検討。 

 
１．新・神戸文化ホールの整備方針 
（１）基本計画の位置付け 
（２）新・神戸文化ホールが目指す機能・役割 
２．事業の考え方 
（１）事業展開の基本方針 
（２）事業内容 
３．管理運営の考え方 
（１）管理運営の基本方針 
（２）組織体制の基本方針 
（３）収支計画の考え方 

 
４．施設計画 
（１）基本性能の整理 
（２）主たる機能諸室の検討・整理 
（３）留意事項 
５．整備手法及び整備予定地 
６．整備スケジュール（予定） 
７．今後の検討課題 

資料１-７ 
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平成 30年 10月 29日 

企 画 調 整 局 未 来 都 市 推 進 課 

 

税関前歩道橋 設計競技（コンペ） 

 

１ 趣旨 

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

関前交差点における「税関前歩道橋」の架け替えを前提に、

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』をテーマとした設計競技（コンペ）

を実施します。 

本コンペでは、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

提案を求めます。 

 

２ コンペの仕組み 

（１）市が設置する審査委員会において、１次及び２次の２段階で審査を実施し、最優秀作品お

よび次点を決定いたします。 

（２）１次審査では、都心・ウォーターフロントにおける税関前交差点の意味合いや、新たに架

け替えを行う税関前歩道橋のデザインコンセプト（基本的な考え方）を踏まえた平面線形・

橋梁形式について提案を求めます。 

    ２次審査では、１次審査で提案したデザインコンセプトや歩道橋の考え方を深度化した上

で、その安全性、信頼性についても提案を求め、提案者によるプレゼンテーションは、公

開で実施します。 

 

３ スケジュール 

  ○募集要項の配布    平成 30年 9月 6日(木)～9月 20日(木) 

  ○１次提案審査会    平成 30年 10月下旬 

  ○２次提案審査会    平成 30年 12月中旬 → 最優秀作品の決定 

  〇予備設計業務     平成 30年度 

 〇詳細設計業務・工事  平成 31年度以降～ 

資料１-８ 



連節バスに乗って神戸のウォーターフロントを楽しもう！ 

～平成 30 年度 連節バス運行の社会実験～ 

（１）目 的：三宮～ウォーターフロント間のアクセス性向上・本格運行の可能性検討のため

エリアを周遊する連節バス運行の社会実験を実施します

（２）日 程：平成 30 年 10 月 6 日（土）～8 日（月・祝）、13 日（土）、14 日（日）、

20 日（土）、21 日（日）、27 日（土）、28 日（日）の 9 日間 

（３）区 間：三宮～ハーバーランド umie 前～中突堤～新港町～神戸ポートオアシス前

（４）車 両：連節バス 1 台（定員 123 名）※期間限定でラッピング実施

その他バス 1 台（毎週土曜日はスカイバス神戸の車両） 

※事前のご予約等は受け付けておりません。

※定員に達した場合は、お乗りいただけない場合がございます。

スカイバス神戸

連節バス 路線バス 

（５）運 賃：1 回 大人 100 円、小人 50 円（乗車時支払い）

※乗車時に沿線企業・施設の特典付きチケットをお配りします（裏面参照）

※IC カードもご利用いただけます（スカイバス神戸は現金のみ）。

※シティー・ループの 1 日乗車券をお持ちの方は、乗務員にご提示いただくと無料でご利

用いただけます。

（６）運行ダイヤ：

○…連節バス （到着/発車） 

便 三 宮 ⇒
ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ
umie 前

⇒ 中 突 堤 ⇒ 新 港 町 ⇒
神 戸

ﾎﾟｰﾄｵｱｼｽ前
⇒ 三 宮

1 10:20 ⇒ 10:30 ⇒ 10:39/10:45 ⇒ 10:52 ⇒ 10:53 ⇒ 11:06

2 11:10 ⇒ 11:20 ⇒ 11:30 ⇒ 11:37 ⇒ 11:38 ⇒ 11:51

③ 11:40 ⇒ 11:50 ⇒ 12:00 ⇒ 12:07 ⇒ 12:08 ⇒ 12:21

4 11:55 ⇒ 12:05/12:21 ⇒ 12:30 ⇒ 12:37 ⇒ 12:38 ⇒ 12:51

⑤ 12:25 ⇒ 12:35/12:51 ⇒ 13:00 ⇒ 13:07 ⇒ 13:08 ⇒ 13:21

6 12:55 ⇒ 13:05

⑦ 13:25 ⇒ 13:35 ⇒ 13:45 ⇒ 13:52 ⇒ 13:53 ⇒ 14:06

⑧ 14:10 ⇒ 14:20

9 14:45 ⇒ 14:55 ⇒ 15:05 ⇒ 15:12 ⇒ 15:13 ⇒ 15:26

10 15:30 ⇒ 15:40 ⇒ 15:50 ⇒ 15:57 ⇒ 15:58 ⇒ 16:11

⑪ 16:00 ⇒ 16:10/16:21 ⇒ 16:30 ⇒ 16:37 ⇒ 16:38 ⇒ 16:51

12 16:20 ⇒ 16:30/16:51 ⇒ 17:00 ⇒ 17:07 ⇒ 17:08 ⇒ 17:21

⑬ 16:55 ⇒ 17:05/17:11 ⇒ 17:20 ⇒ 17:27 ⇒ 17:28 ⇒ 17:41

14 17:25 ⇒ 17:35 ⇒ 17:45 ⇒ 17:52 ⇒ 17:53 ⇒ 18:06

⑮ 17:45 ⇒ 17:55/18:06 ⇒ 18:15 ⇒ 18:22 ⇒ 18:23 ⇒ 18:36

ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie前止まり

ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie前止まり

神戸市住宅都市局公共交通課 
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＜運行ルート・特典付きチケット＞ ※乗車時配布 

※①特典オリジナルグッズ：オリジナルペーパークラフト or ボールペン（各運行日先着 100 名）

＜バス停マップ＞ 

【三宮】 【ハーバーランド umie 前】 【中突堤】 

【新港町・神戸ﾎﾟｰﾄｵｱｼｽ前】 

神戸市住宅都市局公共交通課 
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