
1 

                 関西3空港一体運営に向けた神戸市の取り組み                                

神戸市みなと総局 空港事業担当局長 香川 賢次 

神戸空港開港10周年記念 
平成27年度 第1回 関西全体の航空需要拡大について考えるセミナー 

 ～関西３空港の一体運営の実現に向けて～ 



神戸空港の概要 

●開港日 

●設置管理者 

●運用時間 

●アクセス 

 

●滑走路 

●全体面積 

 

●駐車場 
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平成18年2月16日 

神戸市 

7時～22時（15時間） 

三宮から約８km 

（ポートライナーで約18分） 

2,500m×1本 

約272ha 

 (告示面積約154ha） 

収容台数：1,250台 

搭乗者割引料金： 

   24時間まで無料 

 24時間超150円／時間 

 以降、24時間毎の上限1,000円  



 都心に近接した良好なアクセス 

三宮から約８㎞，ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰで約18分 
日本の空港では屈指の好アクセス 
空港利用者の６割強がﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰを利用 3 
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就航路線ネットワーク 

全国８都市へ、30往復便が就航!!  
 札幌（新千歳）・茨城・仙台・東京（羽田） 
 米子・長崎・鹿児島・沖縄（那覇） 

茨城 

長崎 

鹿児島 

東京 

札幌 

沖縄 

   

長
崎 

沖縄（那覇） 

鹿児島 

札幌（新千歳） 

石垣 宮古 

乗継 
乗継 

長崎(4往復) 

所要時間 約60分 

新千歳(5往復) 

所要時間 約2時間 

茨城(２往復) 

所要時間 約75分 

那覇(5往復) 

神戸～那覇 

所要時間 約2時間 

那覇～宮古 

所要時間 約50分 

那覇～石垣 

所要時間 約50分 

神戸 

鹿児島(1往復) 

所要時間 約65分 

羽田(10往復) 
所要時間 約70分 

東京（羽田） 
茨城 

米子(１往復) 

所要時間 約40分 

仙台(2往復) 

所要時間 約85分 

仙台 

仙台 

米子 

            3月29日 

～ 8月31日 

9月1日 

～10月24日 

札 幌     5     5 
仙 台     2 2   
茨 城 ２ 2 
羽 田 10     10 
米 子 1 △1       0 
長 崎 4 4 
鹿児島 1             1 
沖 縄   5 ＋1   6 
合 計   30 ±0     30 

（単位：便/日） 
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全国の空港旅客数ランキング（国内線） 

◎神戸空港の旅客数は全国97空港中、１5位！ 
 地方自治体が管理する65空港の中では1位！ 

順位 空港 旅客数 

１ 羽田 ６２，６６１ 

２ 札幌（新千歳） １７，８２９ 

３ 福岡 １６，３３２ 

４ 那覇 １５，８９７ 

５ 伊丹 １４，６２１ 

６ 関西国際 ６，５２５ 

７ 成田国際 ６，００３ 

８ 中部国際 ５，３９９ 

９ 鹿児島 ５，０４１ 

１０ 仙台 ３，０６２ 

１１ 熊本 ３，０５５ 

１２ 長崎 ２，９３２ 

１３ 松山 ２，８０４ 

１４ 宮崎 ２，７８１ 

１５ 神戸（＊） ２，４４６ 

順位 空港 旅客数 

１６ 広島 ２，４３８ 

１７ 石垣（＊） ２，３０２ 

１８ 小松 ２，１２６ 

１９ 大分 １，７３４ 

２０ 高松 １，６３４ 

２１ 函館 １，５４６ 

２２ 高知 １，３３５ 

２３ 宮古（＊） １，３２１ 

２４ 北九州 １，２５２ 

２５ 秋田（＊） １，１９９ 

２６ 岡山（＊） １，１９７ 

２７ 徳島 １，０１４ 

２８ 旭川（＊） ９５０ 

２９ 青森（＊） ９０１ 

３０ 富山（＊） ８８５ 

＊は地方管理空港 

（2014年度） 
（単位：千人） 

(出典：平成26年度 空港の利用状況概況集計表(速報値)） 
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神戸空港整備事業費          

計画 実績（Ｈ27予算まで） うち、起債 

①空港整備事業 594億円 事業完了 584億円 267億円 

②臨海部土地造成事業 2,780億円 事業継続 2,616億円 1,982億円 

③港湾整備事業 126億円 事業完了 119億円 54億円 

用地費（①と②の重複） △361億円     △388億円 － 

計 3,140億円     2,931億円 2,303億円 

空港整備事業に係る残債（Ｈ27年度末予定）：220億円 
なお、地方交付税相当額・県補助金・航空機燃料譲与税を返済財源として充当     
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神戸空港の収支状況について 

（単位：百万円）

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

着陸料等収入　　① 1,028 957 792 747 662 819 832 792

着　 陸　 料 899 899 738 675 606 732 736 698

停　 留　 料 10 12 9 10 8 8 9 8

そ　の　他 119 46 45 62 48 79 87 86

465 583 658 765 864 873 1,025 1,130

1,493 1,540 1,450 1,512 1,526 1,692 1,857 1,922

管理経費等　　　④ 727 754 694 655 595 616 624 638

管理経費等 727 754 650 630 573 595 600 606

消   費   税 0 0 44 25 22 21 24 32

市債償還 　　　⑤ 288 501 732 1,072 1,369 1,567 1,759 1,861

1,015 1,255 1,426 1,727 1,964 2,183 2,383 2,499

301 203 98 92 67 203 208 154

（空港着陸料等から維持管理費を除く）

0 14 149 215 438 491 526 577

478 299 173 0 0 0 0 0管 理 収 支 ③－⑥+⑦

基金・他会計借入金等 ⑦

交付税・補助金等 ②

収入合計  ③（①+②）

支出合計 ⑥（④+⑤）

ランニング収支 ①－④
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 （関西3空港懇談会（国・関係自治体等）) 

関西３空港の在り方について 

(平成17年11月） 
神戸空港は150万都市神戸及びその周辺の国内航空需要に対応する地方空
港。運用時間は15時間。3空港間の役割分担を踏まえつつ、安全かつ円滑
な航空機の運航の観点から、1日の発着回数は60回、年間の発着回数は2
万回程度が上限となる。 

(平成22年４月） 
一元管理により関西3空港を戦略的に広域に最適活用 
既存インフラの有効活用により関西3空港の航空需要の拡大と利便性の向
上を図るための中期戦略として、関西空港、伊丹空港、神戸空港それぞれ
の強みを生かした最適活用を一元管理の中で実現すべきである。 
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 ★運用時間の延長 

現 状 延長  延長 

22:00 7:00 

利用者本位の視点に立ち、 

使いやすい柔軟なダイヤ設定を！ 

現状 30往復便(６０回発着)／日が上限(２万回程度／年) 

航空利用者の利便性向上のため、 

発着枠の拡大を要望 

★発着枠の拡大 

さらなる利便性向上に向けて 



関西３空港 

大
阪
湾 

大阪国際空港 
（伊丹） 

兵庫県 

京都府 

大阪府 

奈良県 

和歌山県. 

関西国際空港 
（関空） 

神戸空港 

西日本を中心とする国際拠点空港であり、
関西圏の国内線の基幹空港 

国内線の基幹空港 

環境と調和した都市型空港 

１５０万都市神戸及び
その周辺の国内航空需
要に対応する地方空港 約24km 
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ベイ・シャトル 
で約30分 



関空・伊丹の経営統合と関西３空港のあり方 
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＜関西国際空港（関空）＞ 
〔開港日〕平成6年９月４日 
〔滑走路〕２本（3,500m、 
        4,000m） 
〔旅客数〕2,004万人（国際1,352万人、国内  652万人） 
（平成26年度）  

＜大阪国際空港（伊丹）＞ 
〔開港日〕昭和33年３月18日 
〔滑走路〕２本（1,828m、 
        3,000m） 
〔旅客数〕1,462万人 
（平成26年度） 

平成24年７月１日  関空・伊丹が経営統合し、新関西国際空港株式会社の下での運営開始 
平成26年７月２５日  関空・伊丹の運営権売却について、実施方針の公表 
平成28年３月末   事業移管 

・利用者の立場にたった利便性向上の観点 

・関西経済の発展の観点 

 

 

関空・伊丹だけでなく、神戸空港も含めた関西３空港それぞれの
能力を最大限活用することが重要！ 

◎関西３空港の今後のあり方 

〔就航都市・便数〕 
  海外72都市（943便/週） 
  国内16都市（72便/日） 

〔就航都市・便数〕 
  国内26都市（185便/日） 
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関空・伊丹のコンセッション          

関空・伊丹の任意事業として 

「運営権者は、神戸空港の管理者が神戸空港の運営を他者に行わせようと 

 する場合には、運営権者の下で同空港を一元的に運営することにより、 

 関西国際空港の国際拠点空港としての再生・強化及び関西全体の航空輸送 

 需要の拡大を図る目的から、神戸空港の管理者と交渉を行うことができる」 

神戸空港に関する記述 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

関空・伊丹の今後のスケジュール 

平成2７年２月16日：参加意思表明の提出期限 

    ～             ：競争的対話 

同年５月22日        ：第一次審査書類提出期限 

同年９月1８日       ：第二次審査書類提出期限 

平成27年11月頃：優先交渉権者の決定 

平成27年12月頃：実施契約の締結 

平成28年３月末：事業移管 

 

 オリックス㈱、ヴァンシ・エアポート 

第一次審査通過企業 
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関空・伊丹のコンセッションスケジュール         

※新関西国際空港株式会社HPＨより抜粋 

変更前スケジュール 

現行スケジュール 
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神戸空港のコンセッションの準備 

 
 
 
 
 
 
 

神 戸 

平成27年度 
 神戸空港のコンセッションの準備 

 

＜神戸空港＞ 
 
 
 
 
 
 
 

協 議 

関西３空港の一体運営  

 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運営権者  

平成28年3月末 
    事 業 移 管 

 

＜関西国際空港＞ ＜大阪国際空港 
  （伊丹空港）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

関空・伊丹 

http://1.bp.blogspot.com/-iA2dJIFOvRg/UzALCFEXqwI/AAAAAAAAec4/tXSfCGzAP0I/s800/kumo.png
http://3.bp.blogspot.com/-y3Z2YmSBo7c/UWyk2oEAvtI/AAAAAAAAQnQ/tsiRPYg6jMA/s1600/kuukou.png
http://1.bp.blogspot.com/-iA2dJIFOvRg/UzALCFEXqwI/AAAAAAAAec4/tXSfCGzAP0I/s800/kumo.png
http://1.bp.blogspot.com/-iA2dJIFOvRg/UzALCFEXqwI/AAAAAAAAec4/tXSfCGzAP0I/s800/kumo.png
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“神戸空港コンセッションの準備 

「神戸空港の運営等について、選定事業者（民間事業者）に  

 公共施設等運営権を設定することができる。」の規定を追加 

                                        (参考）委託事業者：新日本有限責任監査法人 
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神戸空港を取り巻く現況について 

 スカイマーク関係 

H27.4.24 国土交通省に10月25日から仙台空港からの路線廃止を届出 
                （仙台―神戸便 1日2往復運航(10月24日まで）） 

 ※ 2往復の発着枠については、他路線に振り向け神戸便21便を維持する意向 
 
Ｈ27.5.26 スカイマークの会長にインテグラル佐山代表取締役の就任で最終調整 
 (出資比率:インテグラル50.1％・ANA16.5％・日本政策投資銀行と三井住友銀行がファンド経由で33.4％） 
 

Ｈ27.6.15  最大債権者である米リース会社、イントレピッド・アビエーションは東京地裁にスカイマー    
                 ク再生計画の修正案を提出し、東京地裁は、ANAホールディングスによる支援を盛り込んだ 
       スカイマーク案との両案ともに債権者集会に付議することを決定。 
 
H27.8.5  東京地裁にて、債権者集会を開催      

 関空・伊丹のコンセッション関係 

H27.5. 1  オリックスとフランスの空港運営会社「バンシ・エアポート」（フランス・ ポルトガル 
      で20を越える空港運営の実績）と連合を組み、入札に参加することで基本合意 
                  
Ｈ27.6.12 新関西国際空港㈱が、関空・伊丹のコンセッションの１次入札をオリックス、ヴァンシ・エ 
       アポートコンソーシアムが通過したと発表。 
                 ヴァンシ・エアポートは、仏建設大手ヴァンシの子会社で、ポルトガルのリスボン空港、カ   
       ンボジアのシエムレアプ空港など３か国24空港の運営実績がある。       

（新聞記事より抜粋） 
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開港１０周年に向けて 

日  程 事 業 内 容 

平成27年４月21日～ Kawasaki  ニューモデル Ninja H２展示  

     ４月26日 ホンダジェット ワールドツアー in神戸 
（ホンダジェットのデモンストレーション）(ヒラタ学園)) 

       ７月４日・５日 全日本モトクロス選手権in神戸空港（主催：サンテレビジョン） 

      7月９日 関西全体の航空需要拡大について考えるセミナー 
                              （神戸国際会館） 

      7月17日～ ＦDAチャーター便の就航 
(神戸→中標津、稚内、青森（計7回）)(丘珠→神戸（計5回）) 

      7月24日 神戸空港利用推進協議会総会＆開港10周年記念講演 

      ８月6日 神戸空港の利活用促進セミナー   （パレスホテル東京） 

      秋～冬 神戸空港体験ツアー、ベイシャトルとの連携ツアー 
空の日イベントなど 

平成28年1月頃      搭乗者2,500万人達成 

平成28年２月16日 開港10周年イベント＆記念式典 
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空港開港による企業進出 

至 三宮 

神戸大橋 

港島トンネル 

神戸スカイブリッジ 

ポ 
｜ 
ト 
ラ 
イ 
ナ 
｜ 

ポートアイランド１期・2期 

神戸空港島 

医療産業関連
施設集積 

国際コンテナ戦略港湾 

神戸医療産業都市 

 ポートアイランド（第２期）を中心に、高
度医療技術の研究・開発拠点を整備し、
医療関連産業の集積を図ることで、より
健やかで活力ある神戸にしていくための
プロジェクト 

国際コンテナ戦略港湾 

 国土交通省は、アジアのハブ（拠
点）港湾を目指し、特に重点整備す
る「国際コンテナ戦略港湾」として、京
浜港、阪神港の２港湾を選定した。 

神戸市立中央市民病院移転 

神戸学院大学（14.4ha) 
2007年4月開校 

兵庫医療大学・神戸夙川学院
大学(7.6ha)2007年4月開校 

上組 物流倉庫（3.4ha） 
2005年8月操業開始 

USSｶｰｵｰｸｼｮﾝ（6.6ha） 
2005年9月操業開始 

ニトリ（5.2ha） 
2004年10月操業開始 

ﾔﾝﾏｰ物流ｻｰﾋﾞｽ（2.1ha） 
2008年4月操業開始 

ＢＭＷジャパン（0.15ha） 
2007年1月操業開始 

バンドー化学（1.5ha） 
2007年10月操業開始 

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ（0.7ha） 
2008年11月操業開始 

甲南大学（1.0ha） 
2009年4月開校 

レンタカー３社（0.3ha） 
2006年2月操業開始 

ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ神戸（1.3ha） 
2008年11月操業開始 

学校法人ヒラタ学園（1.8ha） 
2009年7月操業開始 

上組（1.6ha） 
2009年12月操業開始 

アスビオファーマ（1.0ha） 
2010年10月操業開始 

京速コンピュータ「京」 
2012年9月本格稼動開始 

ｴｱﾊﾞｽ･ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ (1.4ha) 

2012年4月操業開始 

カツヤマキカイ（1.8ha） 
2013年9月操業開始 
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空港島への進出企業 

小型航空機機能用地 輸送用機械器具製造業用地 

小型航空機 

機能用地 

航空機関連機能用地 

航空機 

サービス 

機能用地 

鉄
軌
道
車
庫
用
地 

駐車場 駐車場 

旅客ターミナルビル 

ローディングエプロン 
貨物 

ターミナル 
給油施設 

滑走路(2,500m×60m) 

空港施設用地 

ふ頭用地 

ふ頭用地 

ヒラタ学園 

ラヴィマーナ神戸 

上組 

レンタカー３社 

総合物流
施設用地 

エアバス・ヘリコプターズ・
ジャパン 

スカイマーク格納庫 

カツヤマ 

キカイ 
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空港島への進出企業 

ヒラタ学園 
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観光入込客数の増加・ホテル稼働率 

神戸市の観光入込客数 

市内ホテルの稼働率 

（万人） 
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“空の防災拠点”としての神戸空港 

◎災害派遣医療チーム（通称：DMAT）の受入訓練 

 近畿２府７県による合同防災訓練の一環
として、広域医療搬送及び物資搬送等の訓
練を実施 

・平成23年10月 神戸市総合防災訓練 

 神戸市総合防災訓練の実働訓練として、
広域医療搬送に重点を置いた実践的な
訓練を実施 

ヘリコプターで被災者（患者）
を搬送 

・平成24年10月 近畿府県総合防災訓練 

大型輸送機やヘリコプ
ターで被災者（患者）を
搬送 
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“空の防災拠点”としての神戸空港 

阪神・淡路大震災を経験した神戸市 

⇒防災訓練、災害救援活動、救援物資の輸送、災害医療派遣チームの搬送な
ど、神戸空港を防災拠点として最大限に活用  

◎東日本大震災（平成23年3月11日発生）の初動要員をヘリで現地派遣 

 発生の翌日（平成23年3月12日）に、神戸空港から
先遣隊をヘリコプターで仙台へ直ちに派遣 
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西緑地・環境に配慮 
した人工海浜 

階段式の親水空間 

ターミナルビル４階の展望レストランや 
展望デッキからは絶景夜景を堪能 

明石海峡大橋に沈む夕日 

神戸－関空ベイ・シャトル 

“観光スポット”としての神戸空港 

1000万ドルの夜景を見ながらの食事 


