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神戸市長 

神戸市政の推進にあたり、平素より格別のご理解とご協力を賜り、深く

感謝申し上げます。 

今般、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染拡大防止や市民の生

活、市内事業者への支援に全力で取り組んできました。今後も、感染拡大

に備えた息の長い持続的な対策が必要であり「新しい生活様式」の定着を

図りながら、市民生活・経済活動を回復させていく必要があります。 

阪神・淡路大震災から 25 年が経過し、新しいステージに立つ神戸は、

これまで先人が築き上げてきた歴史や営みを受け継ぎながら、変革の扉の

先にある輝かしい未来に向かって、確かな歩みを進めています。また、テ

クノロジーの進化を大胆に取り入れながら、人間中心の目線で、

「Human×Smart」な都市づくりを目指して「Be Smart KOBE」プロジェク

トを推進するなど、持続可能な大都市経営を行ってまいります。令和２年

度は、子育てしたい街、学びたい街、働きたい街、住み続けたい街として

選ばれるよう、神戸の「再生」に向けた新たな政策展開に、積極果敢に挑

戦しています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止策、新長田合同庁舎等の新長田活性化、

観光・スポーツ施策など、これまでも様々な県市協調施策に取り組んでき

たところであり、引き続きその姿勢でより良い施策を展開していきたいと

考えております。本書には、本市が大都市としての役割と責任を果たすた

めに必要な事項を厳選して掲げておりますので、特段のご支援・ご協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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Ⅰ . 感染拡大防止策の強化 

 »企画県民部、健康福祉部、県土整備部 

１）医療提供体制の確保 

 新型コロナウイルス感染症患者の受入体制の確保 

・中程度や軽症の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる専用病院の整備等病 

床の適切な確保を行い、医療提供体制の安定的確保に努めること 

・医療・介護従事者の安全やモチベーションを確保するため、十分な財政的支援を 

行うこと 

・感染者を受け入れる医療機関の安定的運営や軽症・無症状者の療養施設の運営等、 

医療提供体制の構築に必要な財政的支援を十分に行うこと 
 

（参考） 

        【兵庫県対処方針（８月 28 日改定）におけるフェーズに応じた本市の入院医療体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染した妊産婦を受け入れる産科医療機関の適切な確保 

・分娩前の妊婦に対する検査を実施する際の課題である検査実施医療機関や検査結 

果が陽性となった場合の入院先医療機関の確保に向け、すべての妊婦が安心して 

出産できるよう、新型コロナウイルス禍における周産期医療提供体制の構築を早 

急に行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

  感染小康期 感染警戒期 感染増加期 感染拡大期 1 感染拡大期 2 

県 

新規感染者数 

過去 1 週間 

の 1 日平均 

10 人未満 10 人以上 20 人以上 30 人以上 40 人以上 

運用病床数 

うち重症 

200 床 

（40 床） 

300 床 

（50 床） 

400 床 

（70 床） 

500 床 

（90 床） 

650 床程度 

(120 床程度) 

市 
市内運用病床数 

うち重症 

50 床 

（16 床） 

70 床 

（16 床） 

100 床 

（34 床） 

120 床 

（39 床） 

160 床 

（51 床） 
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２）心の健康対策の充実 

 差別・偏見・誹謗中傷等の防止や自殺対策事業のさらなる充実 

・新型コロナウイルス禍の長期化に伴う感染者・医療従事者・その家族等への心の 

ケアや風評被害の防止への対策及び自殺対策事業の推進について、県においても 

充実を図ること。また、事業の充実に向けて国への働きかけを行うこと 

 

３）「新しい生活様式」への移行に伴う様々な課題への対応  

 緊急避難場所・避難所における感染拡大防止策に対する財政支援 

・避難所等での感染拡大防止策を実施し、避難者を安全に受け入れる環境を整備す 

るための衛生資材（手指消毒用アルコール、マスク等）や間仕切り等の物資の整 

備にかかる財政支援を引き続き行うこと 

 

 マイナンバーを積極的に活用するなど行政手続きスマート化の推進 

・３密回避のため、県としても、行政手続きにおいてマイナンバーを積極的に活用 

し、電子申請・郵送申請・データ活用による提出書類を削減するなどスマート化 

を推進すること 

・県営住宅への入居申請等を行う場合に課税証明書等の添付が必要となっているが、

市民・職員両方の負担軽減のためにもマイナンバーによる情報連携を早急に開始 

すること 

 

 熱中症予防の取組みの推進 

・マスク着用時に熱中症が多発する恐れがあることから、県が所管する公共施設に 

おいてもミスト機器を整備するなど熱中症予防の取組みを推進すること 

・県庁周辺地域の再整備事業において、緑陰・ミスト・保水性舗装等の屋外公共空 

間における異常高温対策に配慮した再整備を推進すること 
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Ⅱ. 神戸経済への影響を踏まえた支援策の充実  

 »産業労働部、県土整備部 

１）地域の雇用維持と事業継続及び地域経済の活性化に対する支援 

 経済活動の維持・回復に向けた総合的な支援の強化 

・中小企業融資のさらなる拡充をはじめとした継続した資金繰り対策、各種給付金 

 や助成金等の中小企業等の雇用維持と事業継続を下支えし、地域経済等への影響 

を最小限に抑えるための支援策をより一層充実・強化すること 

・事業者が必要な支援策を迅速に活用することが出来るよう事務手続きの簡素化や 

電話等での相談に確実に対応できるよう窓口体制を強化すること 

・休業要請等の感染拡大防止策を講じる必要が再度生じた場合は、社会経済活動維 

持との両立を十分に考慮し、市内事業者への影響を踏まえた市への早期の情報提 

供・企業への事前周知を徹底するとともに、事業者が行う感染拡大防止策への支 

援を継続して行うこと 

・テレワーク環境や感染拡大防止策に必要な整備に対する補助制度の拡充等、「新し 

 い生活様式」を実践するための支援策をより一層充実・強化すること 

 

 設備投資等、生産性向上、販路開拓・拡大等に対する支援の強化 

・生産拠点の国内回帰や多元化を目指した設備投資等、生産性向上、販路開拓・拡  

大等により国際競争力強化につながる財政支援やオンラインを活用したマッチン 

グ機会を拡充すること 

 

 神戸港における国内外の物流機能の維持に対する支援 

・with コロナ時代における港湾機能の維持・拡充に必要な物資の購入や施設改修等 

への財政支援を行うこと 



 消費喚起策の実施及び商店街・小売市場等への財政支援の拡充 

・新型コロナウイルス禍による消費低迷により大きな影響を受けている飲食店・物 

販店・サービス業等を支援するため、キャッシュレスポイント還元等の消費喚起 

策を実施すること 

・空き店舗対策や共同施設建設など、商店街・小売市場が実施する活性化の取組み 

への支援の充実を図ること 
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２）観光振興への支援 

 県内各自治体や事業者等との連携による広域プロモーションの強化 

・ひょうごゴールデンルートをはじめとする県内の観光資源を活用した「面」とし 

ての効果的な広域プロモーションの積極的な展開支援を行うこと 

 

 観光関連事業者への支援強化  

・ Go To トラベルキャンペーン終了後においても、「Welcome to Hyogo キャンペ 

ーン」を実施するなど宿泊事業者・土産物店等への息の長い支援を行うこと 

・移動自粛等により甚大な影響を受けている観光施設・フェリー・遊覧船等への集 

客を図るため、利用機会の増進に繋がる支援を行うこと 

・感染拡大防止策に加え、３密を避けながら事業を実施する場合等における事業継 

続に向けた財政支援を行うこと 

 

３）文化芸術に対する支援の拡大 

 with コロナ時代における新たな活動への継続的な支援 

・アーティストや関係者が with コロナ時代における新たな文化芸術活動（リアル 

 ×WEB の融合や屋外での活動等）へ転換していく創意工夫の取組みを促進するた 

めの支援を行うこと 
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Ⅰ-１. 地方創生・人口減少社会への対応 

 »企画県民部 

１）県市協調及び近隣市町との地域間連携による地方創生効果の拡大 

 地方版総合戦略の具体的効果を高める県市協調の取組みの推進 

・少子高齢化及び人口減少といった課題に対応し周辺都市も含めた圏域全体の活性 

化を目指し、先進的・先駆的な取組みを加速させるための県市協調の取組みを推 

進すること 

 

 ひょうご地域創生交付金にかかる予算の確保 

・令和 2 年度と同額もしくはそれ以上の事業費を引き続き確保すること 
 

（参考）ひょうご地域創生交付金 

・平成 30 年度に県が創設した交付金制度で、県下の市町村等が取り組む地域活性

化事業に対して支援を行うもの 

・令和２年度 県予算：40 億円 ※事業費ベース 

 

 近隣市町との地域間連携の取組みの推進に向けた支援 

・地方創生の実現のために必要な近隣市町村との地域間連携を推進するため、県に 

よる近隣市町との関連事業のマッチング支援等を行うこと 
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Ⅱ- 1. 都心・三宮再整備の推進 

 »企画県民部、県土整備部、県警本部 

１）三宮周辺地区の再整備にかかる支援 

 新たなバスターミナルの整備に対する財政支援 

・国の直轄道路事業として事業化された新たなバスターミナル整備を含む雲井通 5 

丁目地区において、引き続き事業を遅滞なく安定的に進めていくための財政支援 

を行うこと 

 

 官民が行う公共空間整備に対する支援 

・三宮にある６つの駅と周辺のまちを一体的につなぎ、交通拠点としての機能や回 

 遊性を高める「えき≈まち空間」の実現に向け、官民が行う公共空間の整備に対 

 する財政支援を行うこと 

・「えき≈まち空間」の核となる「三宮クロススクエア」の段階整備等に向け、引き 

続き県警との協議に対する協力を行うこと 

 

２）三宮再整備と県庁舎等再整備とのさらなる連携 

 魅力と活力あるまちづくりの実現に向けた連携 

・都心エリア全体を一体的に捉えたまちづくりを行うため、「都心エリアの再整備計 

画に関する検討会議」等を活用して、引き続き積極的な意見交換と施策に対する 

適切な役割分担を行いながら、三宮再整備と県庁舎等再整備が相乗効果を発揮す 

るようさらなる連携を図ること 

 

 生田文化会館の機能移転に伴う県庁舎等再整備との調整 

・県庁舎等の再整備エリアにある生田文化会館の機能移転後の跡地活用に関する協 

議・連携を図ること 

・生田文化会館内にある山手地域福祉センターの移転先について県庁舎等再整備基 

本構想の中で配慮を行うこと 
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３）新神戸駅周辺の活性化に向けた取組みの推進 

 新神戸駅前広場の再整備に対する財政支援 

・本市を含めた広域的な玄関口である新神戸駅において、玄関口としてふさわしい 

空間の創出や一般車と公共交通の分離による交通処理の円滑化、地下鉄や周辺施 

設への歩行者動線の見直し等を目的とした、駅前広場の再整備に対する財政支援 

を行うこと 
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Ⅱ-２. 神戸医療産業都市の推進 

 »健康福祉部 

１）革新的医療技術の早期実用化の推進 

 次世代医療開発センターにおける新たな研究に対する財政支援の継続 

・同センター内で実施される自己免疫疾患治療の新たな研究開発に対し、引き続き 

財政支援を行うこと 
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Ⅱ-３. 新長田駅南地区の活性化 

 »健康福祉部、県土整備部、神戸県民センター 

１）新長田駅の拠点性向上に向けた取組みの推進 

 JR 新長田駅の快速停車及び東口の設置に向けた JR 西日本への働きかけ 

・本市では JR 新長田駅前のバスロータリー整備の検討を進めているところであり、 

 JR 新長田駅の拠点性を向上させ、さらなるまちの活性化を図るため、JR 新長田駅 

の快速停車及び東口の設置について、引き続き県市一体となって JR 西日本に対す 

る働きかけを行うこと 

 

２）にぎわいの創出に資する取組みの推進 

 県立総合衛生学院の整備及び「新長田合同庁舎地域連携会議」を通じた 

まちの活性化の推進 

・県立総合衛生学院の整備を着実に進めること 

・県立総合衛生学院や大学サテライト（兵庫県立大学・兵庫教育大学）の移転等によ 

る学生等を取り込んだ地域のさらなるにぎわい創出のために、引き続き「新長田 

合同庁舎地域連携会議」を活用した、県市一体となったまちの活性化を推進する 

こと 
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Ⅱ-４. 神戸空港の利便性向上 

 »県土整備部 

１）事業助成の継続・利用促進に対する支援 

 神戸空港事業助成の継続実施 

・空港整備事業費の地方負担に対して措置されている助成金の継続実施及び所要額 

の確保を行うこと 

 

 神戸空港の利用促進に向けた PR 活動等への支援 

・航空機や空港の安全性を発信し利用者の不安感の払しょくに向けた広報を行うこ 

 と 

・神戸空港のさらなる利用促進に向けた PR 活動等の実施及び支援を行うこと 

 

 県内各地から神戸空港への広域的な公共交通手段の充実に対する支援 

・神戸空港のさらなる利便性の向上のため、既存のバス路線等の利用促進に向けた 

PR 活動やバス路線の充実・新設等に向けた運行会社への働きかけ及び支援を行う 

こと 
 

２）機能充実の実現に向けた取組みの推進 

 神戸空港の機能充実の実現に向けた関係機関への積極的な働きかけ 

・プライベートジェットの受入推進のため CIQ（税関・出入国管理・検疫）体制の  

充実及び諸手続きの緩和の実現に向けた関係機関への積極的な働きかけを行うこ 

と 
 

（参考）現在の神戸空港のプライベートジェットの受入状況 

〔受入時間〕入国時：平日の 8 時 30 分～17 時 00 分（土日祝不可） 

出国時：8 時 30 分～17 時 00 分  

〔フライトプランの届出〕入国時：入国日の 14 日前まで  

出国時：出国日の３日前まで 
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Ⅱ-５. 広域幹線道路ネットワークの機能強化 
 »県土整備部 

１）大阪湾岸道路西伸部の事業促進に向けた国、阪神高速道路㈱への働 

きかけ 

 早期供用に向けた事業費の確保 

・概ね 10 年での供用に向けた十分な事業費の確保を行うこと 

 

 事業実施における沿道地域や港湾活動等への配慮 

・沿道地域の方々に対する丁寧な対応を行うこと 

・海上部での航行の安全確保等をはじめとする港湾活動への配慮を行うこと 

 

「みなと神戸」にふさわしい景観の創出 

・海上長大橋を新たなランドマークとして、みなと神戸にふさわしく、神戸さらに 

は関西を代表する景観を創出すること 

 

 整備加速に向けた財政投融資の活用及び直轄高規格幹線道路並みの地方 

財政措置の導入に向けた国への働きかけ 

・大阪湾岸道路西伸部への財政投融資の活用を行うこと 

・直轄負担金の起債に対する直轄高規格幹線道路並みの交付税措置を行うこと 

 

２）神戸西バイパスの事業促進に向けた国、西日本高速道路㈱への働き 

かけ 

 自動車専用部及び一般道路部の早期・同時供用に向けた事業費の確保 

・自動車専用部と共に、一般道路部の早期供用を実現するために必要な事業費を確 

保すること 
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３）都市活動を支える幹線道路の事業促進に向けた国への働きかけ 

 国道 175 号（神出バイパス）の早期供用に向けた事業費の確保 

・暫定 2 車線及び未整備区間の早期供用に向けた事業費を確保すること 

 

４）高速道路を賢く使うための料金体系の実現に向けた国への働きかけ 

 幹線道路沿道の環境改善や都心迂回促進等に資する戦略的な料金の導入 

・都心を通過する交通についても、ルートに関わらない同一料金の対象とするなど 

高速道路を賢く使うための料金を実現すること 
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Ⅱ-６. 六甲山を活用した賑わいの創出 

 »企画県民部、産業労働部、農政環境部、県土整備部 

１）遊休施設利活用の推進 

 県市協調による遊休施設利活用促進補助の継続 

 六甲山上スマートシティ構想の実現に向けた県市協調による都市型創造 

産業に資するオフィス等の立地促進補助の継続 

 

２）瀬戸内海国立公園（六甲地域）の活性化に向けた管理運営の実現 

 国立公園内の各種行為に対する許可基準の緩和に向けた国への働きかけ 

・自然公園法施行規則第 11 条に定められている「建築物の高さ基準 13ｍ以下」、「建 

築面積 2,000 ㎡以下」、「主要道路からの壁面後退距離 20ｍ以上」の許可基準の改 

訂について、国への働きかけを行うこと 

 

 国立公園六甲山の実情に応じた管理運営計画の改訂に向けた国への働き 

かけ 

・国立公園六甲山の建築物の意匠等（屋根の形態、壁面の色彩等）を定める管理運 

営計画（地方環境事務所長作成）の改訂について、国への働きかけを行うこと 
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Ⅱ-７. 大規模国際スポーツイベント開催等の推進 

 »健康福祉部、教育委員会、警察本部 

１）東京 2020 オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火フェステ 

ィバル実施に向けた支援 

 東京 2020 オリンピック聖火リレー実施に向けた支援 

・沿道警備にかかる警察協議や組織委員会との調整及び財政支援を行うこと 

 

 パラリンピック聖火フェスティバル実施に向けた支援

・各種イベントの成功に向けたさらなる協力体制の強化及び連携を行うこと 
 

２）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開催に向けた連携 

 大会運営の準備及び機運醸成にかかる連携 

・大会運営等の準備にかかる一層の支援及び協力を行うこと 

 

３）神戸2022世界パラ陸上競技選手権大会の開催に向けた支援 

 大会運営の準備及び機運醸成に対する支援 

・ワールドマスターズゲームズ 2021 関西と東京 2020 パラリンピックのレガシー 

を継承する本大会の開催を県市一体で成功させ、インクルーシブなまちづくりを 

一層進めるため、大会組織委員会への県職員の派遣や開催経費の支援、広報への 

協力を行うこと 
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Ⅲ-１. 防災対策の推進 
 »農政環境部、県土整備部 

１）総合的な土砂災害対策の積極的な推進 

 土砂災害特別警戒区域等の指定更新及び移転支援事業の拡充 

・土砂災害防止法では５年毎に基礎調査を行うものとしており、平成 28 年度指定箇 

所は５年を迎えることから、必要な調査及び指定の更新を行うこと 

・土砂災害特別警戒区域からのさらなる移転促進を図るため、県の移転支援制度（住 

宅・建築物土砂災害対策支援事業）について、移転先住宅の建設購入費助成の要 

件緩和や借家への移転支援等、助成対象を拡充すること 

・移転跡地の管理保全の手法がない状況であるため、移転跡地を防災上、公的に管 

理できる制度を新たに設計すること 
 

（参考）住宅・建築物土砂災害対策支援事業（県） 

土砂災害特別警戒区域から移転する場合の費用支援 

・対象：区域内にある構造基準に適合していない住宅（既存不適格住宅）を 

移転し代替家屋の建設を行う者 

・内容：①既存住宅の除去等に要する費用 

②既存住宅に代わる住宅の建設に要する費用を借入れた場合における 

利息に相当する額 

 

 

 砂防・急傾斜地崩壊対策・治山事業の積極的な推進及び採択要件の緩和 

・砂防堰堤等の砂防施設整備、がけ崩れ対策である急傾斜地崩壊対策事業、及び山 

腹崩壊対策である治山事業をより一層推進すること 

・砂防事業・急傾斜地崩壊対策事業における戸数要件の緩和や県単独補助治山事業 

における予防対策への適用拡大を行うこと 
 

（参考）県単独砂防施設改良事業の採択要件 

〇砂防事業  

・砂防指定地内 

・国補助事業以外で優先度の高い堰堤 

〇急傾斜地崩壊対策事業 

 ・がけ地の傾斜度30度以上 

・高さ５ｍ以上 

・保全対象人家５戸以上 
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 六甲山系グリーンベルト整備事業の計画的な推進 

・現在事業中である中尾谷ブロックの早期完了、塩屋谷ブロックの本格着手、及び 

未着手である追谷ブロックの早期事業化を行うこと 

 

 六甲山系等における森林整備の推進 

・現在第３期である県民緑税を活用した「災害に強い森づくり事業」を第４期事業 

として継続するとともに「都市山防災林整備事業」等の財政支援の拡充を行うこ 

と 

・林野庁所管の補助事業の採択及び事業費確保については県の支援協力が必要であ 

るため、林野庁事業の採択に向け継続的な国への働きかけを行うこと 

・森林環境譲与税を活用した森林整備等事業や発生材の有効活用、市内事業者の育 

成等の事業に関する専門的・技術的支援を行うこと 

 

２）河川の治水安全向上及び住民の迅速な避難のための取組みの推進 

 都市基盤河川改修事業費の確保 

・河川の氾濫防止や地域住民に密着した都市河川の整備を引き続き促進し災害に強 

い安全なまちづくりを実現していくため、二級河川（妙法寺川・伊川・櫨谷川）に 

おける都市基盤河川改修事業にかかる事業費を確保すること 

 

 浸水が想定されている河川の河道改修や流域対策の推進 

・洪水浸水想定区域（計画規模）において浸水が想定されている 35 河川のうち、事 

業中３河川及び事業予定１河川を除く 31 河川で、「河川整備基本方針」及び「河 

川整備計画」が未策定である表六甲河川等について、これらを早期に策定し治水 

安全度を速やかに向上させること 

 

 表六甲河川における高潮対策の早期実施 

・平成 30 年の台風 21 号による高潮での浸水被害を受けて対策工事を進めている 

高橋川における高潮対策事業を早期に完了させること 
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 水位周知河川の指定の拡大 

・市内で水位周知河川に指定されている 15 河川以外で表六甲河川など流域に人口 

や資産が集中する河川において、周辺住民の円滑な避難や、より迅速な水防活動 

のため、水位周知河川の指定拡大を行うこと 

 

３）ため池の防災対策の推進 

 ため池整備事業の推進に向けた支援 

・耐震化・老朽化対策事業等のため池保全に必要な事業費の確保を行うこと 

・ため池の小規模整備事業を県事業として実施可能となるよう要件を緩和するとと 

もに事業拡大を行うこと 
 

（参考）県が実施主体となるため池整備事業の要件 

・地震対策・豪雨対策ため池防災工事 

かんがい受益面積 2ha 以上かつ、 

防災受益 7ha 以上または農外想定被害額 4 千万円以上 

総事業費 800 万円以上、関係農家戸数 2 戸以上 

・ため池整備工事 

かんがい受益面積 2ha 以上 

総事業費 800 万円以上、関係農家戸数 2 戸以上 
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Ⅲ-２. 地域の安全・安心の確保 

 »企画県民部、農政環境部、教育委員会、県警本部 

１）犯罪被害防止に向けた取組みの推進 

 警察官による通学路を中心とした巡回警備等の継続実施 

・登下校時や校外での活動中における犯罪の抑止や交通事故の防止による児童生徒

の安全の確保や地域の不安解消のため、引き続き通学路の安全点検等において抽

出される重点箇所を中心とした警察官による巡回警備等を行うこと 

 

 防犯カメラ設置支援の継続 

・本市においては、防犯カメラの直営設置等の安全対策に取り組むこととしている 

が、併せて地域団体による主体的な防犯活動も重要であり、市と地域が一体とな 

り地域の安全・安心の確保を図るため、引き続き防犯カメラの設置支援を行う 

こと 

 

２）暴力団対策の推進 

 暴力団事務所等の周辺地域のパトロール等による安全確保 

・市民の安全確保のため、引き続き暴力団事務所等の周辺地域のパトロール等の警 

戒を行うこと 

 

３）ニホンジカ対策の強化 

 六甲山へのニホンジカの侵入防止対策の実施 

・六甲山系の生態系保全や災害防止のため、周辺の自治体（兵庫県・芦屋市・西宮 

市・宝塚市・三田市）及び国等の関係機関をメンバーとする情報共有の場を設け 

ること 

・ニホンジカの生息域拡大防止及び六甲山系への侵入防止を目的とする阪神地域 

への侵入ルート把握のための広域調査を実施すること 
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Ⅲ-３. 誰もが利用しやすい交通環境の形成 

 »健康福祉部、県土整備部 

１）鉄道駅におけるバリアフリー化の推進 

 エレベーター等の設置にかかる補助制度の拡充 

・鉄道駅におけるバリアフリー化を一層促進するため、駅舎のバリアフリー化にか 

かる県の財政支援制度（公共交通バリアフリー化促進事業）について、エレベー 

ター等の設置補助に関する要件の緩和を行うこと 
 

（参考）公共交通バリアフリー化促進事業（鉄道駅舎）の補助要件 

・３千人／日未満駅 

３千人／日以上駅と同程度の高齢者等の利用が見込まれる駅 

・３千人／日以上駅（２経路目の整備） 

最低限のバリアフリー化済みであるが、高齢者等の利用時に、一般乗降客と比

べて著しく長い距離（ホームの長さ以上）の迂回を要し不便を強いられる駅 

 

 ホーム柵の設置にかかる財政支援の拡充 

・ホーム柵の設置補助に関して政令市内にある駅に対しても他の市町同様の補助率 

を適用すること 
 

（参考）鉄道駅舎ホームドア設置促進事業の補助率 

・通常  …国 1/3：県 1/6 ：市 1/6：事業者 1/3 

・政令市 …国 1/3：県 1/12：市 1/6：事業者 5/12 

※政令市内にある駅に限り「市補助額×1/2」又は「補助対象事業費×1/9」の 

低い方が県の補助上限となり、事業者の負担が大きい 
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Ⅳ-１. 子育て環境の充実 

 »企画県民部、健康福祉部 

１）待機児童対策 

 企業主導型保育事業の推進 

・事業期間が令和２年度末までとなっている現在の県補助制度（企業主導型保育事 

業促進事業）を継続すること 

・地域枠・従業員枠いずれの定員枠も保育ニーズに応えるものであり待機児童対策 

に資することから、地域枠の新設のみを補助要件とするのではなく従業員枠も含

めた定員全体の人数に応じた補助要件の緩和を行うこと 
 
 

    （参考）企業主導型保育事業促進事業 

・内容…企業主導型保育事業が、地域の保育が必要な子どもを受入れるための 

地域枠定員を新たに２人以上設ける場合に必要な保育用品の購入に要 

する経費の一部を補助する 

・対象…以下の条件をいずれも満たす企業主導型保育事業を行う者 

①企業主導型保育事業の所在地が各実施主体の管内であること 

②地域枠定員を新たに２人以上設けること（新規・拡充を含む） 

③新たに設ける地域枠定員を２年間以上維持すること 

・補助基準額…定員１人当たり200千円（10人を上限とする） 

・費用負担…上記補助基準額に対し、県2/5：市町2/5：事業者1/5 

・事業期間…令和２年度末まで 

地域枠…従業員枠以外の児童（地域の住民の監護する児童等） 

          従業員枠…事業実施者に雇用されている者の監護する児童及び事業の実施 

者と連携した企業に雇用されている者の監護する児童 
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 保育士・幼稚園教諭等の就業及び定着の促進を図るための処遇改善 

・質の高い教育・保育を提供するためのさらなる処遇改善策に向けた財政支援を拡

充すること 

・私学助成幼稚園の幼稚園教諭や認定こども園に勤務する保育士資格未取得の幼稚

園教諭への財政支援を拡充すること 
 
 

（参考）保育士等の処遇改善にかかる取組み（本市独自の取組み） 

〇民間児童福祉施設職員給与改善費 

民間保育所、幼保連携型認定こども園の正規雇用職員に対し、勤続年数に 

応じた補助金を支給 

〇保育人材の確保・定着促進にかかる一時金支給 

・新卒保育士・潜在保育士（正規雇用）への一時金支給  

支給額：［１年目］30 万円、［２年目］30 万円 

      ・採用後３～７年目の保育士への一時金支給  

支給額：年 20 万円 

      ※長時間預かりを実施する幼稚園の幼稚園教諭も対象 

〇潜在保育士等職場復帰支援一時金 

 潜在保育士が朝・夕・休日の時間帯でパート勤務として雇用された場合に 

10 万円を支給 
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２）こども医療費助成制度に対する支援 

 外来及び入院の一部負担金の軽減措置に対する財政支援 

・制度を安定して持続可能なものとして維持していくため、本市が単独で拡充して 

いる軽減措置について財政支援を行うこと 
 
 

       （参考）本市のこども医療費助成制度（県市協調事業により実施） 

 外  来 入  院 

神戸市 兵庫県 神戸市 兵庫県 

０歳児～３歳未満児 無料 上限 800 円

/日 

（上限 600

円/日） 

月２回まで 

※１医療機

関等ごと 

無料 

１割負担・ 

上限 3,200 円/月 

（2,400 円/

月） 

３歳児～小学３年生 

上限 400 円

/日 

月２回まで 

※１医療機

関等ごと 

小学４年生～中学３年生 ２割負担 ２割負担 

（）は低所得者の場合     
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Ⅴ-１．医療・介護サービスのさらなる充実 

 »健康福祉部 

１）地域医療構想推進に向けた地域医療介護総合確保基金の活用 

 地域医療介護総合確保基金における市への配分枠の設定 

・大都市が早期に地域包括ケアシステムを構築できるよう政令市への配分枠を設定 

するなど政令市が主体的に事業に取り組むことのできる財政支援の仕組みを構築 

すること 
 

 

（参考）地域医療介護総合確保基⾦ 

〇対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施 

設又は設備の整備に関する事業 

②居宅等における医療の提供に関する事業 

③介護施設等の整備に関する事業（地域密着 

型サービス等） 

④医療従事者の確保に関する事業 

⑤介護従事者の確保に関する事業 

 

〇地域医療介護総合確保基⾦のスキーム（県） 

        基⾦事業のうち医療分については、平成 

30 年度要求分から事業提案の仕組みが変更 

され、地域固有の課題解決のために市や地域単位の団体から提案する「地

域事業」が設けられ、本市でも事業を把握できるようになった。しかし、

基⾦の事業計画及び配分額を決定するのは都道府県であり、政令市の意見

が反映される仕組みとなっていない。 

 

〇配分額 

 

 

 

 

 

 

 要求額 査定額 対象事業 県予算 

令和元年 48,664 千円  11,100 千円 10 事業 38.7 億円 
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２）介護人材の受入れ促進 

 外国人を含む介護人材の確保にかかる住宅確保促進事業の拡充 

・地域医療介護総合確保基金を活用した県の住宅確保促進事業は、国の方針に基づ 

き対象を過疎地域等に限定し、本市は対象外となっているため、同基金の適用地 

域の拡大を国に対して要望するとともに、対象地域を本市を含む県全域へ拡大す 

ること 

・県社会福祉協議会が受け入れ調整監理団体となった外国人介護技能実習生以外の 

 技能実習生、および特定技能・在留資格「介護」・EPA等による外国人介護従事者 

 へ補助対象を拡大すること 
 

（参考） 

〇住宅確保促進事業の補助要件 

圏域外（県民局単位）から地方部（北播磨・西播磨・但馬・丹波・淡路地域） 

に新たに採用された正規職員（外国人含む） 

   

〇外国人介護人材に対する住宅確保促進事業の補助要件 

県社会福祉協議会を監理団体として新たに採用した介護技能実習生（全県対象） 

 

 外国人介護人材に対する相談員設置支援事業の拡充 

・事業の介護事業者への周知促進及び相談体制の強化を図ること 

・技能実習生のみならず特定技能・在留資格「介護」・EPA等による介護従事者も支 

援対象とすること 

 
（参考） 

〇相談員設置支援事業 

外国人技能実習生（介護）を対象に相談員による支援を実施 
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Ⅴ-２. 医療保険制度の安定的な運営 

 »健康福祉部 

１）国⺠健康保険制度の安定化 

 保険給付費等交付⾦（特別交付⾦）における必要な事業費の確保及び各 

市町の実情を踏まえた算定 

・県が各市町に交付する保険給付費等交付⾦のうち県繰入⾦を財源とする特別交付 

 ⾦の事業費を確保し、各市町の実情や意見を踏まえた算定による交付を行うこと 

 



 

Ⅵ．権限移譲の推進 
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Ⅵ-１. 権限移譲の推進 

 »企画県民部、健康福祉部 

１）事務・権限及び税財源の移譲 

 県から市への事務・権限及び税財源の適切な移譲 

・基礎自治体の「現場力」と大都市の「総合力」を併せ持つ指定都市に対し、事務・ 

権限の移譲を進めること 

・事務・権限の移譲にあたってはそれに応じた税財源の移譲や事務処理に必要なノ 

ウハウ・情報の提供を行うこと 

・地域の実情に応じた創意工夫が生かせるよう地方分権の推進を行うこと 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴 

う、薬局の機能に関する認定制度の創設にかかる事務の移譲に際して協議を行う 

とともに、本市が実施する場合は必要な財政支援を行うこと 

 





 

 

                                         

その他項目 
兵庫県予算に対する提案･要望 

令 和 ３ 年 度  神 戸 市 
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Ⅰ. まちの活力の創出 

 »企画県民部、産業労働部、農政環境部、県土整備部、神戸県民センター、教育委員会 

１）市街地西部地域（神戸市営地下鉄海岸線沿線周辺地域）の活性化へ   

の支援 

 県立兵庫津ミュージアム（仮称）一帯の観光拠点化を目指した地下鉄海 

岸線沿線施設や企業との一層の連携 

・地下鉄海岸線沿線における県関係機関や集客施設等の立地促進及びノエビアスタ 

 ジアム・兵庫運河等を活用したイベント開催、支援の推進を行うこと 

 

２）公共交通の維持・充実 

 西北神地域の主要な基幹鉄道である神戸電鉄に対する支援 

・国の採択条件に合わせた鉄道施設の改良、更新にかかる事業費を確保すること 

・粟生線の利用促進策に対して財政支援を行うとともに今後のあり方に関して調整 

を進めること 
 

３）総合的な空家空地対策に関する財政支援 

 略式代執行による除却等費用に対する財政支援 

・所有者が確知できない管理不全の建築物によって市民の生命、身体又は財産に著 

しい危険が切迫している場合に実施する略式代執行費用に対する財政支援を行う 

こと 

 

 応急的危険回避措置にかかる費用に対する財政支援

・所有者が確知できない管理不全の空家又は空地のうち、市民の生命、身体又は財 

産へ危害が及ぶことを防止するため、条例に基づき実施する緊急措置に対する財 

政支援を行うこと 
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 財産管理人選任申立予納金に対する財政支援

・所有者不明土地の財産管理人選任申立てにかかる予納金に対する財政支援を行う 

こと 

 

 管理不全空家の発生予防策に対する財政支援

・市場性が低く管理が放置される可能性が高い空家等を早期に除却するための新た 

な財政支援を行うこと 
 

４）市街地整備の推進 

 まちなかの再整備（湊川公園北・水道筋）にかかる事業費の確保 

 民間市街地再開発事業（北鈴蘭台駅前・垂水中央東）にかかる事業費の 

確保

 

５）「神戸マラソン」の開催にかかる取組みの強化 

 神戸マラソンの開催等に伴う財政措置及び人員配置の強化 

・記念事業の実施や感染症予防に配慮した安全・安心な大会運営に加え、コース変 

更の検討等の取組みの強化が必要となるため、県：市＝１：１の開催経費負担及 

び人員配置とすること 

 

６）文化芸術に対する支援の拡大 

 「神戸国際フルート音楽祭」の事業展開にかかる財政支援及び積極的な 

参画並びに県下の音楽関連事業との連携等による広報ＰＲの協力 

・事業展開にかかる財政支援を行うこと 

・兵庫県立芸術文化センター管弦楽団等の積極的な参画・連携を図ること 

・県立施設での広報や兵庫県広報紙への掲載等、広報面における協力を行うこと 
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７）「神戸ルミナリエ」の財政支援の継続  

 阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂と大震災の記憶を永く後世に語り継ぐた 

めに開催する「神戸ルミナリエ」の財政支援の継続 

 

８）地場産業の振興 

 神戸の地場産業強化に対する財政支援の継続及び拡充 

・灘の酒、ケミカルシューズ、スイーツなどの地場産業における機会創出につなが 

るオンラインを活用した販路開拓及びブランド力強化・発信等の新たな取組みに 

対する財政支援の継続及び拡充を行うこと 

 

 兵庫県真珠振興計画に定める取組みに対する財政支援の継続及び拡充 

・兵庫県真珠振興計画に定められた「流通の高度化」や「需要増進」等に向けた取組 

みに対する支援の継続及び拡充を行うこと 
 

 農漁業者の経営継続に向けた取組みに対する支援及び国への働き 

かけ 

・酒米の生産応援事業や県産農水産物の販売促進事業等、農水産物の需要喚起・生 

産支援の継続を行うこと 

・販路開拓や農漁業経営の事業継続・転換に向けた支援制度である「経営継続補助 

金」の拡充及び手続きの簡素化について国への働きかけを行うこと 

 

９）里山・農村地域の活性化のための支援 

 移住促進に向けた取組みに対する支援 

・移住者と地域とのマッチングを行うコーディネーターの活動に対する支援制度を 

創設すること 
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10）文化財保護と活用の推進 

 文化財修理補助にかかる事業費の確保 

・五色塚古墳史跡追加指定地を中心とした整備事業費ならびに五色塚古墳出土重要 

文化財修理事業費の確保にかかる国への働きかけ及び財政支援を行うこと 
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Ⅱ．安全・安心なまちづくりの推進 

 »農政環境部、県土整備部、企業庁 

１）野生鳥獣の生息状況調査等の実施 

 本市及び隣接市町でのイノシシ、アライグマの生息状況及び行動範囲等 

の調査実施 

・生息数や生息場所、行動範囲等に関する広域的な生息状況調査を実施すること 

・今後の有害鳥獣対策に向けた有益な情報提供を行うこと 

 

２）「県民緑税」を活用した都市緑化事業の推進  

 県民まちなみ緑化事業の継続及び財政支援の拡充 

・市街地における緑化を実施し高質なまちづくりを推進していくため第４期事業と 

して継続すること 

・若者をはじめとする定住の促進や交流人口の拡大に向け、都市の魅力にさらなる 

 磨きをかけるため、都心三宮再整備をはじめ本市が推進する緑化事業への支援を 

行うこと 

 

３）住宅・建築物の耐震化の促進 

 住まいの耐震化促進事業にかかる事業費の確保 

・社会資本整備総合交付金上の位置付けが効果促進事業から基幹事業に移行された 

後も、ひょうご住まいの耐震化促進事業における手厚い財政支援を行うこと 
 

４）兵庫県水道用水供給事業の推進 

 水需要の動向を見据えた適正な投資及び効率的な事業経営による受水費 

負担の軽減 

・適正な投資及び受水費負担の一層の軽減を図ること 

・新型コロナウイルス感染症に伴う料金免除により今後の受水費や投資計画に影響

を与えないこと 
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 水質管理体制の強化による安全で良質な水道用水の供給 

・県営水道の水源におけるダム管理者との曝気装置の適切な運用調整や新たに水源 

の水質改善策を検討・導入すること 

・かび臭の発生状況を迅速に把握するための監視体制を強化するとともに高機能粉 

末活性炭を含めた対策資材によるかび臭やトリハロメタン等の低減化を図ること 

 

５）水質保全対策の推進 

 千苅水源池における環境基準達成に向けた羽束川・波豆川の積極的な水 

質保全対策の推進 

・水源池におけるリン負荷量の大部分が上流域からの流入に起因しており、上流域 

の対策が環境基準の達成に不可欠であることから、流域の自治体と連携しながら、 

水田等の発生源への低減対策を継続的に実施すること 

・豪雨発生時に水源林の表土や倒木が上流河川や水源池に流入し、水質悪化の一因 

となっているため、千苅水源池流域における保安林制度や住民参画型の森林整備  

事業等を活用した水源林保全策をより一層推進すること 
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Ⅲ．教育環境・保健・福祉・医療の充実 

 »健康福祉部、教育委員会 

１）重度障害者や難病患者に対する支援の充実 

 指定難病医療における福祉医療との併用の実施 

・他の公費負担医療の給付を受けられる場合は併用を認めていない重度障害者医療 

費助成について、難病患者の費用負担を軽減するため、指定難病の医療費助成の 

自己負担限度額を超えるまでの間は重度障害者医療費助成の適用を認めること 

 

２）保健衛生施策の充実 

 骨髄移植後等における予防接種の再接種助成事業の拡充 

・所得制限を撤廃し抗がん剤治療等で医師が特に必要と認める場合も助成対象とす 

るよう拡充すること 

 

 若年者の在宅ターミナルケア支援事業の拡充 

・補助対象に訪問入浴介護を追加すること 

 

３）地域医療提供体制の整備 

 産婦人科・小児科をはじめとする医師確保対策のさらなる充実 

・大学医学部の定員増及び平成 26 年度に廃止された夜間・土日休日の救急を担う 

勤務医への手当の財政的支援の復活について国への働きかけを行うこと 

・産科医の分娩取扱手当等を拡充すること 

・子育て世代医師の働きやすい職場環境を整備すること 

 

 看護師等の安定的な確保に向けた総合的な対策の充実 

・看護師等養成所や院内保育所等の運営に対する財政支援を拡充すること 

・潜在看護師の復職促進のための臨床実務研修等に対する支援を拡充すること 

・ナースセンター（ナースバンク事業）や看護職員登録制度の PRを行うこと 
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 神戸こども初期急病センターをはじめとした市内における救急医療体制 

に対する支援の充実 

・小児科救急対応病院群輪番制の国補助基準額の増額及び小児救急医療に対する診

療報酬の拡充について国への働きかけを行うこと 

・小児初期救急センター運営事業の国の補助要件である県の随伴補助を実施するこ

と 

 

４）地域密着型サービス推進のための支援の充実 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業所への支援  

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備拡大に取り組んでいるが、利用者数が 

事業採算ラインを下回り、経営に大きな影響が生じていることから、利用促進を 

図るために、在宅介護者・ケアマネジャーへのさらなる制度周知を行うこと 

・新規参入時だけでなく経営が軌道に乗るまでの期間にかかる既存事業所への財政 

支援を行うこと 

 

５）福祉サービス分野における人材の確保 

 計画相談支援専門員等の研修拡大

・計画相談支援専門員の圧倒的不足により、本市はサービス等利用計画のセルフプ 

ラン率が高く、利用者やその家族に負担が生じていることから、計画相談支援専 

門員の養成のための初任者研修について定員超過が発生することがないよう研修 

の回数及び定員数を拡大すること 

 

６）在日外国人等の無年金障害者の救済 

 障害者特別給付金制度における中度障害者への拡充 

・障害者特別給付金について、県の支給対象は重度障害者に限られており、中度障 

害者については本市からの給付金のみとなっているため、県の給付金助成制度に 

おいて中度障害者に対する拡充を行うこと 
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７）人権啓発活動の推進 

 さまざまな人権問題の解決に向けた啓発活動に対する財政支援の拡充

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、国・県との連携を図りつつ 

啓発活動を実施しているが、「人権文化県民運動推進補助」による補助金は段階的 

に縮小されていることから、啓発事業に対する補助対象事業の緩和や補助率の引 

き上げ、補助限度額の増額を行うこと 

 

８）DV 被害者支援の強化 

 兵庫県女性家庭センター（配偶者暴力相談支援センター）における 24 時 

間の専門相談対応の実施 

・夜間・休日における専門相談については、広域的な対応を行うことで効率的な推 

進が可能となるため県において 24 時間相談対応を実施すること 

 

９）特別支援教育の推進 

 市立特別支援学校の設置に対する財政支援 

・本市が全額負担している児童生徒数の急激な増加に対応するための暫定校舎の設 

置にかかる経費について、特別支援学校の設置義務がある県による財政支援を行 

うこと 

 

 北区における特別支援学校の環境改善 

・施設設備に問題があることから通学区域外の市立特別支援学校に通学している児 

童生徒が本来の区域内で通学できるよう県立神戸特別支援学校の環境改善を実施 

すること 
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