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文化スポーツ局の概要 

 
１．局長 

 

加藤 久雄 

２．局の職員数 

 

228 人（令和３年４月 20 日現在） 

３．令和３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 361,629 ３ 市民費 15,118,026 

18 国庫支出金 305,650 13 教育費 164,259 

19 県支出金 59,610   

20 財産収入 157,733   

21 寄附金 57,000   

22 繰入金 598,960   

24 諸収入 979,215   

歳入合計 2,519,797 歳出合計 15,282,285 
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文化スポーツ局 
 

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＞ 
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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令和３年度 主要事業 

 

 

１ スポーツの振興       （スポーツ企画課） 

（１）新垂水体育館の整備 

「リノベーション・神戸（第２弾）」の一環として、老朽化が進む垂水体育館及

び垂水区文化センター体育施設機能を一体化した新体育館を垂水スポーツガー

デン敷地内に整備する。 

【令和４年４月 供用開始】 

（２）磯上公園内新体育館の整備 

都心・三宮再整備において、磯上公園内に、勤労会館と生田文化会館の体育施

設機能を一体化した新体育館を整備するとともに、ポートアイランドに新グラウ

ンドを整備する。 

・新体育館【令和４年夏 供用開始予定】 

・ポートアイランド新グラウンド【令和４年度 供用開始予定】 

（３）ポートアイランドスポーツセンターの再整備 

老朽化・陳腐化が進むポートアイランドスポーツセンターを移転・新設し、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。 

【令和３年度 基本計画策定】 

（４）自然の家のあり方検討に向けた調査等の実施 

施設の老朽化や学校利用の減少等といった課題を踏まえ、野外活動施設として、

より幅広い層に利用されるよう、民間事業者の知見やノウハウ等のさらなる活用

も視野に入れ、サウンディング型市場調査等を行う。 

（５）（仮称）スポーツミュージアムＷＥＢの構築 

市のスポーツイベント情報等を集約したポータルサイト「KOBE SPORTS WEB」

を活用し、神戸ゆかりのスポーツ関連スポットや、プロスポーツチーム等の歴史・

功績を、写真や動画等で紹介するページを作成する。 

（６）第 10 回神戸マラソンの開催 

「感謝と友情」をテーマに第 10 回神戸マラソンを開催する。新型コロナウイル

ス感染症予防対策を講じ、安全・安心な大会の開催を目指す。 

・開催時期：令和３年 11 月 21 日（日） 

・定員：20,000 人 
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２ 大規模国際スポーツイベントの開催等    （国際スポーツ室） 

（１）東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連事業 

フランス体操チーム、オーストラリアパラリンピックチーム、ネパールパラ水

泳チームの事前合宿の受入れ及び各種交流事業、ニュージーランド水泳（競泳）

チームの各種交流事業について感染症対策を徹底したうえで行う。 

また、オリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火フェスティバルを行う

ほか、引き続き、大会の機運醸成に取り組む。 

（２）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の神戸開催準備 

2022 年(令和４年)５月の開催を目指して、本市で開催する６競技の開催準備

に引き続き取り組むとともに、大会参加エントリーの促進等プロモーション活動

を積極的に行う。 

・日程：2022 年５月 13 日(金)～５月 29 日(日) 

（３）神戸 2022 世界パラ陸上競技選手権大会の開催準備 

2022 年(令和４年)８月の開催を目指して、会場・競技運営や出入国・宿泊・交

通輸送、ボランティア募集などの各種計画を策定するとともに、これらの計画に

基づく準備を進める。 

また、大会の認知度向上・機運醸成のため、イベント開催や SNS での情報発信

などプロモーション活動に取り組む。 

・日程：2022 年８月 26 日(金)～９月４日(日) 

 

 

３ 文化芸術の振興             （文化交流課） 

（１）with コロナ時代におけるアーティスト支援 

神戸のアーティストを支援するため、市内ホールを活用した有料 WEB 配信にか

かる経費及び会場費等を補助する。 

また、アーティストを起用した、まちなかでのイベント開催を支援する。 

（２）フルートをはじめとした「音楽のまち神戸」の発信 

世界の有望な若手フルーティストの登竜門である「第 10 回神戸国際フルート

コンクール」を開催する。 

また、フルートコンクールを核とした「神戸国際フルート音楽祭」の開催を通

じて、音楽を起点とした国際交流、都市ブランドの創造・発信、市民参画の推進、

まちの賑わい創出等を図る。 

・コンクール日程：第１次審査    2021 年８月 26 日(木)～９月５日(日) 

     第２次審査～本選 2022 年３月 22 日(火)～３月 28 日(月) 
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（３）音楽やアートを活用したまちの活性化 

駅や空港等で誰でも気軽に弾くことができるストリートピアノを活用し、音楽

にあふれるまちづくりを行う。 

また、まちの魅力を向上させるため、公共空間に新たなアート作品を設置・展

示する。 

（４）六甲ミーツ・アートへの支援 

「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」への支援を通じて、アートによる六甲山の

ブランド価値向上と現代アートの振興を図る。 

（５）「こども本の森 神戸」の開館準備 

建築家・安藤忠雄氏より寄付申し出のあった「こども本の森 神戸」について、

こどもたちが命の大切さを学び、豊かな感性と創造力を育む場とすることを目的

とした公の施設として設置するため、開館準備に取り組む。 

【令和４年春 供用開始】 

（６）新・神戸文化ホール整備 

新たなホールの整備に向けた検討や専門人材の確保に取り組むとともに、開館

に向けたプレイベントを実施する。 

（７）神戸アートビレッジセンターの活性化検討 

若手アーティストの作品を展示・販売できる場を試行的に設けるなど、アーテ

ィストの支援拠点としての機能を維持、発展させるとともに、市民が日常的に訪

れ利用できる新たな機能を付加するなど、センターの活性化策を検討する。 

 

 

４ 文化財の保存・活用                     （文化財課） 

（１）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、古墳外壕跡周辺公園整備の基本設

計を行うとともに、古墳へのアクセスサインの整備や、管理事務所内展示コーナ

ーの更新等を行う。 

（２）「神戸歴史遺産」の保存と活用 

地域の歴史遺産について、「神戸歴史遺産」への認定を行うとともに、助成の

財源となる、ふるさと納税等の積極的なＰＲを行う。また、「神戸市文化財保存

活用地域計画」を策定し、市内文化財の悉皆・追跡調査を行う。 

（３）文化財保護 

国・県・市指定等文化財や市認定伝統的建造物保存のため、「性海寺八幡神社」

「性海寺本堂」「押部谷住吉神社」他６件について修理助成を行う。 
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（４）文化財啓発 

市民が文化財に触れ、親しむ機会を提供するため、「おおとし山まつり」や「五

色塚古墳まつり」等の啓発事業を実施する。 

（５）文化財調査 

埋蔵文化財発掘調査や古文書に関する調査を実施する。 

（６）埋蔵文化財センターの管理・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 

「東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展」 

              【令和３年４月 24 日～６月６日】 

「伊能図上呈 200 年記念 伊能図の精華」 

              【令和３年７月 10 日～８月 29 日】 

「大英博物館古代エジプト展 古代の命―新たな発見」 

              【令和４年２月上旬～５月上旬】（予定） 

（２）小磯記念美術館 特別展の開催 

「住友コレクション名品選 －フランスと日本近代洋画― 

                それはモネからはじまった」 

              【令和３年９月４日～11 月 14 日】 

「貝殻旅行 －三岸好太郎・節子展－」 

              【令和３年 11 月 20 日～令和４年２月 13 日】 

（３）神戸ゆかりの美術館 特別展の開催 

「ＧＩＧＡ・ＭＡＮＧＡ 江戸戯画から近代漫画へ」 

              【令和３年４月 24 日～７月４日】 

「ミロコマチコ いきものたちはわたしのかがみ」 

              【令和３年 10 月２日～12 月 19 日】 

「海を渡った版画家たち」 

              【令和４年１月 15 日～３月 27 日】 
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６ 図書館サービスの充実                   （中央図書館） 

（１）新西図書館の整備 

西神中央駅周辺の活性化策「西神中央活性化プラン」の一環として、新たに文

化・芸術ホールと一体的に整備する新西図書館の書架設計等を行うとともに、図

書を購入する。 

・開 館：令和４年９月頃 

・蔵書数：約 30 万冊（当初 約 20 万冊） 

・面 積：約 3,000 ㎡（現西図書館 703 ㎡） 

（２）新垂水図書館の整備 

垂水駅周辺の活性化策「垂水活性化プラン」の一環として整備する新垂水図書

館の実施設計及び文化財調査の先行工事を実施する。 

・開 館：令和５年度～６年度 

・蔵書数：10 万冊以上 

・面 積：約 1,500 ㎡（現垂水図書館 686 ㎡） 

（３）三宮図書館の仮移転 

都心・三宮再整備の中で計画されている新三宮図書館の整備に向け、現三宮図

書館を KIITO へ仮移転するため、内装及び書架の設計や工事を行う。 

・仮移転：令和４年夏頃 

・蔵書数：約７万冊 

・面 積：約 980 ㎡（現三宮図書館 606 ㎡） 

（４）図書館サービス自動化の推進 

市民サービスの向上や窓口混雑緩和を目的として、図書館サービスの一部自動

化（マイナンバーカード連携、自動返却機、予約図書セルフ受取棚等）を実現す

るため、現図書館システムの更新・新システムの開発に着手する。 

 

 

７ 公民館の管理・運営                      （公民館） 

 幅広いテーマの講座等を行うとともに、貸館事業を実施するなど、多様な事業

を実施し、市民の学習活動を推進する。 
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