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Ⅰ 文化スポーツ局の概要 

 
１．局長 

 

宮道 成彦 

２．局の職員数 

 

237 人（令和５年４月 20 日現在） 

３．令和５年度予算の概要 

 （単位：千円）  

歳入 歳出 

款 金額 款 金額 

17 使用料及手数料 471,360 ３ 市民費 18,081,388 

18 国庫支出金 432,917   

19 県支出金 6,560   

20 財産収入 166,124   

21 寄附金 131,491   

22 繰入金 1,497,435   

24 諸収入 786,458   

歳入合計 3,492,345 歳出合計 18,081,388 
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Ⅱ 組織と事務分掌 
 

スポーツ企画課 

⑴局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 

⑵スポーツ及びレクリエーションの振興に関する諸施策の企

画、調査研究及び連絡調整に関すること。 

⑶スポーツ施設等に関すること（他の所管に属するものを除

く。）。 
 

国際スポーツ室 

⑴国際的なスポーツイベントの誘致、調査及び調整に関する

こと。 
 

文化交流課 

⑴文化事業の企画、振興及び連絡調整に関すること。 

⑵文化施設に関すること（他の所管に属するものを除く。）。 
 

文化財課 

⑴文化財保護に関する諸施策の企画、調査、研究、連絡及び

調整に関すること。 

⑵文化財関連施設に関すること。 
 

博物館 

管理課 

⑴博物館の管理及び運営に関すること。 

学芸課 

⑴特別展、企画展、講演会、講座その他事業の計画及び実施に

関すること。 

⑵神戸市立博物館資料の収集、保管、調査研究及び普及啓発

に関すること。 

小磯記念美術館 

⑴博物館小磯記念美術館及び神戸ゆかりの美術館の管理及び

運営に関すること。 

⑵特別展、企画展、講演会、講座その他事業の計画及び実施に

関すること。 

⑶神戸市立小磯記念美術館及び神戸ゆかりの美術館の資料の

収集、保管、調査研究及び普及啓発に関すること。  
＜神戸ゆかりの美術館＞（３） 
⑴神戸ゆかりの美術館の管理及び運営に関すること。（他の所

管に属するものを除く。） 

⑵特別展、企画展、講演会、講座その他事業の計画及び実施に

関すること。（他の所管に属するものを除く。） 

⑶神戸ゆかりの美術館資料の収集、保管、調査研究及び普及

啓発に関すること。（他の所管に属するものを除く。） 

中央図書館 

総務課 

⑴東灘図書館、灘図書館、三宮図書館、兵庫図書館、北図書

館、北神図書館、新長田図書館、須磨図書館、名谷図書館、

垂水図書館及び西図書館に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。 

⑵図書館に係る施策の企画立案及び調整に関すること。 
⑶図書館情報ネットワークシステムの運用に関すること。 
⑷地域連携の推進に関すること。 
利用サービス課 

⑴図書館資料（電子図書等を含む）の収集、提供、管理及び利

用促進に関すること。 

⑵自動車図書館に関すること。 

⑶書誌の編集及び管理に関すること。 
⑷郷土及び行政資料等に関すること。 

⑸子どもの読書活動推進に関すること。 

⑹調査相談事務に関すること。 
 

公民館 

【住之江・葺合・清風・長田・南須磨・東垂水・玉津南】 

⑴公民館の管理及び運営に関すること。 

⑵教室、講座、講演会、展示会その他事業に関すること。 
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Ⅲ 令和５年度 主要事業 

 

 

１ スポーツの振興       （スポーツ企画課） 

（１）神戸マラソン 2023 の開催 

「感謝と友情」をテーマに神戸マラソン 2023 を開催する。 

また、「神戸マラソン将来構想検討委員会」を開催し、これまでの実績や課題、

取り巻く環境の変化等を踏まえ、県民・市民スポーツの振興とともに兵庫・神戸

の活性化に寄与する特色ある都市型市民マラソンとして、さらに進化させていく

ための将来構想を検討する。 

【神戸マラソン 2023 の概要】 

・開催時期：令和５年 11 月 19 日（日） 

・コ ー ス：神戸市役所前をスタートし、明石海峡大橋の西方（垂水区西舞

子）を折り返し、ポートアイランド（市民広場付近）をフィニ

ッシュとするコース 

・募集人数：20,000 人 

（２）王子公園の再整備 

本格的な競技から体力づくりまで幅広い運動ニーズに対応できる施設づくり

をめざす。 

令和５年度は、王子公園再整備基本計画の策定に向けたスポーツゾーンの検討

等を進める。 

（３）ポートアイランドスポーツセンターの再整備 

老朽化が進むポートアイランドスポーツセンターを、水泳・スケート競技及び

市民のスポーツ振興の新たな拠点とするため、令和９年度の供用開始に向けて、

移転・整備を行う。 

令和５年度は、PFI 事業者の選定を行う。 

・場 所：中央区港島中町５丁目１－17（現所在地の西側隣接地） 

（４）自然の家のリニューアル 

これまで、学校や団体のみを対象として運営してきた施設について、老朽化や

学校利用の減少等といった課題を踏まえ、令和６年４月のリニューアルオープン

に向けて改修工事を行う。これにより、学校・団体利用に加えて家族単位等の利

用も新たに受け入れることや、摩耶山の自然を活かした野外体験活動を充実させ

ることをめざす。 

（５）市民スポーツの振興 

市民が日常的にスポーツに親しむ機会を提供するとともに、各種大会の開催や

本市を拠点とするトップスポーツチームと連携した交流事業等を行う。 

・各種大会（主なもの） 

  全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

  兵庫リレーカーニバル 
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２ 大規模国際スポーツイベントの開催準備       （国際スポーツ室） 

（１）神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会の開催準備 

令和６年（2024 年）５月の大会開催に向け、４月に実施したリハーサル大会

（日本パラ陸上競技選手権大会）も踏まえ、運営の準備を進めるとともに、宿泊

施設・輸送車両の手配やボランティア募集など、各国選手団の受け入れ準備を進

める。 

あわせて、学校をはじめ市民にむけた体験型授業・交流活動の推進、節目イベ

ントの実施等により、一層の機運醸成と障害・多様性への理解促進を図っていく。 

【神戸 2024 世界パラ陸上競技選手権大会の概要】 

・競技日程：令和６年５月 17 日（金）～25 日（土） 

・競技会場：神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

・参加者数：約 100 の国と地域から合計 約 2,300 人 

 

３ 文化芸術の振興             （文化交流課） 

（１）神戸ジャズ 100 周年事業の開催 

新たな音楽イベントの開催や「新開地音楽祭」の拡大等、神戸ジャズ 100 周年

を契機とした事業を年間通じて実施するとともに、兵庫デスティネーションキャ

ンペーンとも連動し、市内外からの誘客につなげる。あわせて、学校等へジャズ

ミュージシャンを派遣するなど、ジャズの街神戸の魅力を広く発信する。 

・ハーバージャズナイト：令和５年９月 11 日（月）～17 日（日） 

・「Kobe Jazz Centennial」（まちなかジャズフェス）：令和５年 10 月 22 日（日） 

（２）ストリートパフォーマンスの推進 

三宮エリア等のまちなかにおいて、アーティストが屋外で行うパフォーマンス

を支援する新たな制度を創設するとともに、市内全域において、まちなかアート

事業を継続実施する。 

・ストリートパフォーマンス支援制度 

三宮エリア等のまちなかにおいて、一定の審査を経て事前登録を行ったパ

フォーマーが、市が設定した場所において、自主的、日常的にパフォーマン

ス活動を行うことができる仕組みづくりを行う。 

・まちなかアート事業 

神戸のプロのアーティストを起用したまちなかでの演奏会・パフォーマン

ス・アート展示等、新たに企画される無料イベントについて、経費の一部を

補助する。 

（３）ライブハウス等と連携したまちのにぎわい創出 

ライブハウスが屋内外で開催する有力アーティストを招へいしたライブイベ

ントを支援し、市民及び観光客に良質な音楽を提供するとともに、市外からの誘

客及びナイトタイムエコノミーの推進・滞在型観光の促進を図る。 

また、大手レコード会社との連携等により、若者向け音楽イベントを開催・充

実させる。 
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（４）第 50 回神戸まつりの開催 

新型コロナウイルス感染症の影響により３年連続延期となっていた第 50 回神

戸まつりを開催する。 

・開催時期：令和５年５月 28 日（日） 

・開催場所：三宮フラワーロード周辺など 

（５）「六甲ミーツ・アート芸術散歩」の拡大・発展への支援 

2025 年大阪万博の開催や神戸空港の国際化に向けて拡大・発展を目指す「六甲

ミーツ・アート芸術散歩」に対して、支援を拡充する。 

・開催時期：令和５年８月 26 日（土）～11 月 23 日（木・祝） 

・拡大内容：参加アーティスト数の増や著名アーティストの招へい等によるク

オリティの向上、展示エリアの拡大、自然の中でこどもがさらに

アートに触れられる機会の創出などを予定。 

（６）新・神戸文化ホール整備 

都心・三宮再整備の一環として整備する新たなバスターミナルビルⅠ期内に、

神戸らしい芸術文化の創造と発信を通じて神戸の魅力を高める機能として新・神

戸文化ホール大ホールを整備する。 

具体的には、新・神戸文化ホール整備基本計画（令和３年８月改定）に基づき、

令和９年度頃の工事完了に向けて、区民ホールとして利用可能な多目的スペース

等を備えた大ホール（1,800 席）の整備を進める。また、舞台芸術・運営企画の

専門人材を活用した管理運営計画の検討を進める。 

（７）新北区文化センターの整備 

旧北区役所跡に、体育施設を備えた新北区文化センターや新北図書館を整備す

る。令和７年度中の供用開始に向けて、令和５年度は実施設計や旧北区役所の解

体工事等を行う。 

[スケジュール] 

令和５年度：実施設計・旧北区役所解体工事着手 

令和６年度：整備工事着手 

令和７年度：供用開始 

（８）青少年科学館のリニューアル 

開館約 40 年が経過し、展示物の老朽化・陳腐化が目立つようになっているこ

とから、最新のデジタル技術（AR・VR）等を導入する等、ハード・ソフト両面か

ら、幅広い世代が科学の面白さを体験できるよう大規模リニューアルに着手する。 

令和５年度は、第１展示室及び第６展示室のリニューアルや、トイレのバリア

フリー化などに取り組む。 

（９）自然歩道「太陽と緑の道」の安全対策総点検 

市民が身近に自然を満喫できるハイキングコースである「太陽と緑の道」につ

いて、安全対策の観点から総点検を行いコースの整備や再編を検討するとともに、

ホームページの充実による魅力発信を行う。 
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４ 文化財の保存・活用                   （文化財課） 

（１）北野町山本通重要伝統的建造物群保存地区の活性化 

和風の伝統的建造物（旧山口邸）を取得し、まちなみを保存するとともに、国

指定重要文化財「旧ハンター住宅」を解体・再建による耐震工事にあわせて移築

できるよう具体化を図る。 

さらに、国指定重要文化財「旧トーマス住宅（風見鶏の館）」の耐震改修（令和

５年 10 月～令和７年３月末）や歴史的建築物の活用事業者に対する賃料補助を

実施することでさらなる北野の活性化を図る。 

（２）五色塚古墳の整備 

史跡五色塚古墳整備活用基本計画に基づき、古墳外濠跡の保存やガイダンス施

設、公園等の整備について実施設計を行う。 

（３）「神戸歴史遺産」の保存と活用 

法・条例によって指定等されているものに加えて神戸市が認定した未指定文化

財（令和５年４月現在：10 件）を神戸歴史遺産として位置付ける。積極的な周知

に努め、ふるさと納税を利用した助成を行い、安定的な保護を目指す。 

（４）文化財保護・文化財調査等 

国・県・市指定等文化財や市認定伝統的建造物保存のため、令和５年度は「若

王子神社本殿」「シュウエケ邸」等の修理助成を行う。 

また、市内に残る古文書をはじめとする文化財の現状調査や、記録保存のため

の垂水日向遺跡等の埋蔵文化財発掘調査を行う。 

（５）埋蔵文化財センター管理・運営 

出土遺物の復元・修復作業や調査等を行うとともに、企画展や講演会・公開講

座等の開催及び市内小中学校への出張考古学講座等を実施する。 

 

５ 博物館・美術館の魅力向上                 （博物館） 

（１）博物館 特別展の開催 

博物館が所蔵するコレクションを広く公開するとともに、国内外の著名な美術

館・博物館が所蔵する名品の数々を紹介するなど、多様な特別展を開催する。 

＜令和５年度特別展＞ 

「ジブリパークとジブリ展」 

【令和５年４月 15 日～６月 25 日】 

「神戸の文化財展Ⅲ ～今伝えたい私たちの宝、街、心、技～」 

【令和５年７月 22 日～９月 10 日】 

「コレクション展 De luxe（仮称）」 

【令和６年２月 10 日～３月 17 日（予定）】 

  

6



 

（２）小磯記念美術館 特別展の開催 

小磯良平氏の作品や同氏にゆかりのある作品を中心に市民に親しまれる特徴

ある展示を行う。 

＜令和５年度特別展＞ 

「画業 60 周年記念 青池保子―華麗なる美術・歴史絵巻」 

【令和５年７月 15 日～ ９月 24 日】 

「小磯良平生誕 120 年 働く人びと」 

【令和５年 10 月７日～12 月 17 日】 

（３）神戸ゆかりの美術館 特別展の開催 

神戸にゆかりのある芸術文化に加えて、多様な現代日本を代表する文化も取り

上げ、幅広い世代を集客できるような展覧会を行う。 

＜令和５年度特別展＞ 

「ながれ・いろどる 墨の世界 安東聖空、深山龍洞と山下摩起展」 

【令和５年 ７月１日～９月３日】 

「さくら ももこ展」 

【令和５年９月 16 日～12 月 28 日】 

「日展・神戸展」 ※神戸ファッション美術館合同開催 

【令和６年２月 17 日～３月 24 日】 

 

６ 図書館サービスの充実                 （中央図書館） 

（１）新垂水図書館の整備 

垂水駅周辺の活性化プランの一環として垂水駅前東広場に整備する新垂水図

書館の建設工事に着手する。 

・開 館：令和７年７月頃 

・蔵書数：約 12 万冊 

・面 積：約 2,200 ㎡ 

（２）新北図書館の整備 

旧北区役所跡に、体育施設を備えた新北区文化センターや新北図書館を整備す

る。令和７年度中の供用開始に向けて、令和５年度は実施設計や旧北区役所の解

体工事等を行う。 

・開 館：令和７年度中 

・蔵書数：約 12 万冊 

・面 積：約 1,500 ㎡（共用部を含む） 

（３）新三宮図書館の整備 

都心・三宮再整備の一環として整備する新たなバスターミナルビルⅠ期内に本

移転する新三宮図書館の内装・書架等の設計を行う。 

・開 館：令和９年度頃 

・蔵書数：10 万冊以上 

・面 積：約 2,000 ㎡ 
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７ 公民館の管理運営                      （公民館） 

 市内７箇所の公民館において、講座事業や貸館事業など多様な事業を実施する

ことで、市民の学習活動の推進を図る。 
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