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都市局の概要
１．局長

鈴木 勝士

２．局の職員数

331 人（令和２年４月１日現在）

３．令和２年度予算の概要
（１）一般会計 予算

（単位：千円）

歳入
款

歳出
金額

16 分担金

款

金額

508,380 ２ 総務費

17 使用料及手数料
18 国庫支出金

512,000

21,404 10 都市計画費

12,353,296

2,733,617 11 住宅費

19 県支出金

104,808

20 財産収入

2,078,077

22 繰入金

1,264,064

21 寄付金

100

24 諸収入

2,551,855

25 市債

3,183,000
歳入合計

12,445,305

1,363,488

歳出合計

14,228,784

（２）市街地再開発事業費 予算

（単位：千円）

歳入
款
１ 国庫支出金
２ 財産収入
３ 繰入金

歳出
金額

款

42,760 １ 市街地再開発事業費

450,464

855,321 ２ 市街地再開発管理事業費

6,520,564

6,068,279 ３ 予備費

４ 繰越金

1

５ 諸収入

14,667

歳入合計

金額

6,981,028

1

歳出合計

10,000

6,981,028

（３）新都市整備事業会計 予算
①収益的収入及び支出

（単位：千円）

収入
款

支出
金額

１ 新都市整備事業収益

款

20,447,,000 １ 新都市整備事業費
20,447,000 ２ ○○○事業収益
支出合計
３ ○○○事業収益１ 収

収入合計

益的支出

②資本的収入及び支出

１ 資本的収入
収入合計

19,701,000
19,701,000

（単位：千円）

収入
款

金額

支出
金額

款

金額

6,785,000 １ 資本的支出

36,315,000

6,785,000 ２ ○○○事業収益
支出合計
３ ○○○事業収益１ 収

36,315,000

益的支出
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都市局
⑶市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタ
ープラン）に関すること。
⑷前各号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及
び調整に関すること。

総務課
＜総務係＞
⑴局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善（都
心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課調整係の所管
に属するものを除く。
）に関すること。
⑵局職員の安全衛生に関すること。
⑶都市計画事業に伴う建築資金の融資に関すること。
⑷一般財団法人神戸すまいまちづくり公社の業務の指導及び
監督に関すること。
⑸神戸市都市局指定管理者選定評価委員会に関すること。
⑹局の予算の経理に関すること。
⑺神戸市まちづくり等基金に関すること。
⑻新都市整備事業の経営に関する重要事項の調査及び企画に
関すること。

＜事業調整係＞
⑴コンパクトなまちづくり等に関する事業の調整に関するこ
と。
⑵計画的開発団地の調査及び基本計画その他のまちづくりに
関する調査及び基本計画に関すること。
⑶計画的開発団地のリノベーションの推進及び調整に関する
こと。
⑷低炭素都市づくり計画に関する調査及び基本計画に関する
こと。
⑸前各号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及
び調整に関すること。

都市計画課
＜調査係＞
⑴課，指導課，公共交通課，景観政策課，まち再生推進課及
び空家空地活用課の庶務，事務の連絡，調整及び改善に関
すること。
⑵都市計画に関する調査並びに基本的な企画及び立案に関す
ること。
⑶都市計画の決定及び都市計画事業の認可に関すること。
⑷都市計画決定に伴う公聴会，説明会その他都市計画の住民
参加に関すること。
⑸神戸市都市計画審議会に関すること。
⑹都市計画の啓発及び広報に関すること。
⑺都市計画決定に係る環境影響評価の実施関係機関との連絡
及び調整に関すること。
⑻都市計画法及び都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22
号）の規定に基づく提案に係る受付に関すること。

指導課
＜事務係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵市街化区域の開発行為の許可等及び国等との協議に関する
こと。
⑶市街化区域の優良宅地の認定に関すること。
⑷開発登録簿に関すること。
＜指導第１係＞
⑴都市計画決定事項の照会，案内，指導及び啓発に関するこ
と。
⑵関係法令による建築行為許可申請書等の受付に関するこ
と。
⑶都市計画法の規定による建築行為等の許可及び指導に関す
ること。
⑷大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する
特別措置法（昭和 50 年法律第 67 号）の規定による建築行
為等の受付に関すること。
⑸国土利用計画法の規定に基づく土地利用目的の審査に関す
ること。
⑹都市計画の変更に関連する開発計画に関する指導及び調整
に関すること。
⑺都市計画総括図及び都市計画基本地図の作成に関するこ
と。
⑻都市再生整備計画事業の調整に関すること。
⑼地区計画に係る行為の届出の審査及び指導に関すること
（他の課の所管に属するものを除く。
）
。
⑽都市再生に関する指導及び調整に関すること。
⑾太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の規定
による届出の受理及び進達に関すること（市街化区域に係
るものに限る。）
。

＜土地利用係＞
⑴都市計画区域の整備，開発及び保全の方針に関すること。
⑵都市計画法に規定する区域区分に関すること。
⑶都市計画法に規定する地域地区に関すること。
⑷都市計画法に規定する地区計画等に関すること。
⑸都市計画の基礎調査に関すること。
⑹市街地の開発及び再開発の調査及び基本計画に関するこ
と。
⑺都市再開発方針，住宅市街地の開発整備方針及び防災街区
整備方針に関すること。
⑻前各号に掲げるもののほか，都市計画法に係る土地の利用
に関すること。
＜施設係＞
⑴都市施設（建設局の所管に属するものを除く。
）の調査及び
基本計画に関すること。
⑵エリアマネジメント等に関する調査及び研究に関するこ
と。
⑶前２号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及
び調整に関すること。
⑷神戸地下街株式会社に関すること。

＜指導第２係＞
⑴市街化区域の開発行為等の規制及び指導に関すること。
⑵建築確認及び計画通知に係る都市計画法及び宅地造成等規
制法への適合性の審査に関すること。
⑶神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関す
る条例（平成 18 年３月条例第 54 号）の規定に基づく届出
の受付，指導及び調整に関すること。
⑷都市空間向上計画（立地適正化計画）に基づく届出の受付
に関すること。

＜計画係＞
⑴コンパクトなまちづくり等に関する調査及び基本計画に関
すること。
⑵神戸市都市空間向上計画（立地適正化計画）に関すること
（届出の受付に関することを除く。
）。
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56 年 12 月条例第 35 号）に関すること。
⑸まちづくり事業の推進に関する区役所との連絡及び調整に
関すること。
⑹神戸市立こうべまちづくり会館に関すること。
⑺地域におけるまちづくりに関する調査及び計画に関するこ
と。
⑻国道 43 号環境防災緑地に関する関係機関との連絡及び調
整に関すること。
⑼密集市街地の再生に関する調査，計画及び調整に関するこ
と。
⑽住宅市街地総合整備事業の計画，調整及び実施に関するこ
と。
⑾街なみ環境整備事業の計画，調整及び実施に関すること。
⑿こうべまちづくり学校に関すること。
⒀空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地
対策の推進に関する条例に関すること（密集市街地再生事
業に係るものに限る。
）
。

公共交通課
＜公共交通係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵都市交通体系の調査及び基本計画に関すること（交通企画
係及び都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課の所
管に属するものを除く。）
。
⑶公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（交通企
画係，鉄道支援係及びバス支援係の所管に属するものを除
く。
）。
⑷神戸新交通株式会社に関すること（交通企画係の所管に属
するものを除く。）
。
⑸神戸高速鉄道株式会社に関すること。
＜交通企画係＞
⑴都市交通体系の調査及び計画・設計に関すること（公共交
通係及び都心再整備本部都心三宮再整備部都心三宮再整備
課の所管に属するものを除く。
）。
⑵鉄道，軌道等の調査及び計画に関すること（鉄道支援係の
所管に属するものを除く。）
。
⑶公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（新たな
交通手段の導入に係るものに限る。
）。
⑷新たな交通手段の導入に関すること。

空家空地活用課
＜空家空地活用係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵空家及び空地の活用の推進に関すること。
⑶空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地
対策の推進に関する条例に関すること（空家及び空地の活
用の促進に係るものに限る。
）
。

＜鉄道支援係＞
⑴鉄道，軌道等の調査及び基本計画に関すること（交通企画
係の所管に属するものを除く。
）。
⑵公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（鉄道支
援に係るものに限る。
）
。

都心再整備本部
都心再整備部
都心三宮再整備課

＜バス支援係＞
⑴公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（バス支
援に係るものに限る。
）
。
⑵神戸市地域公共交通会議に関すること。
⑶神戸市公共交通空白地有償運送運営協議会に関すること。

＜調整係＞
⑴本部，部及び課の庶務並びに本部内の事務の連絡，調整及
び改善に関すること。
⑵都心三宮の再整備に係る国その他関係機関及び周辺住民と
の連絡及び調整に関すること。

景観政策課

＜用地・調査係＞
⑴都心三宮の再整備に係る調査・検討及びプロモーションに
関すること。
⑵都心三宮の再整備に係る不動産の調査，連絡及び調整に関
すること（他の課の所管に属するものを除く。次号におい
て同じ。）
。
⑶都心三宮の再整備に係る不動産の取得及び処分並びに取得
に伴う損失補償及び管理に関すること。

⑴課の庶務に関すること。
⑵都市景観に関する調査及び研究に関すること。
⑶神戸市都市景観条例（昭和 53 年 10 月条例第 59 号）に関す
ること。
⑷都市景観審議会に関すること。
⑸地域における景観形成の啓発及び推進に関すること。
⑹都市景観整備事業の調整に関すること。
⑺都心・ウォーターフロントの景観形成に関する計画及び調
整に関すること（企画調整局未来都市政策課の所管に属す
るものを除く。
）
。
⑻ハーバーランド地区に係る事業の調整に関すること。
⑼神戸ハーバーランド株式会社に関すること。
⑽こうべ・だれでもトイレに関すること。
⑾空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地
対策の推進に関する条例に関すること（景観を阻害する建
築物等に係るものに限る。）
。

＜都心企画係＞
⑴都心三宮の再整備に係る企画，計画及び調整に関すること。
⑵他の係の所管に属さない都心三宮の再整備に関すること。
＜三宮再整備係＞
⑴三宮周辺地区の再整備（事業推進係の所管に属するものを
除く。
）に係る調査，計画及び調整に関すること。
⑵えき≈まち空間（三宮周辺地区の駅及びバス乗降場とまちと
をつなぐ空間をいう。
）の整備に係る調査，計画及び調整に
関すること。

まち再生推進課
⑴課の庶務に関すること。
⑵協働と参画のまちづくりの推進に関すること。
⑶地域におけるまちづくりの啓発，支援及び育成に関するこ
と。
⑷神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（昭和

＜都心交通係＞
⑴都心交通体系の再構築に係る調査，計画，調整及び実施（公
共交通課及び建設局道路計画課の所管に属するものを除

4

都市局
く。
）に関すること。
⑵都心三宮の再整備に係るバス事業における調査，計画及び
バス事業者等との調整に関すること。

＜再開発係＞〔都市整備課の所管に属するものを除く。〕
⑴再開発事業の調査，計画及び調整に関すること。
⑵再開発事業の施行に伴う事業計画の調整に関すること。
⑶都市再開発法の規定による建築行為等の許可に関するこ
と。
⑷再開発事業に伴う建築物等の設計，工事の施行及び検査に
関すること。
⑸再開発事業に伴う建築施設の保全工事に関すること。
⑹民間再開発事業の推進に関する企画及び調整に関するこ
と。
⑺民間再開発事業に関する調査及び計画に関すること。
⑻組合等市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業に関す
る指導及び調整に関すること。
⑼組合等市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業に関す
る補助，検査及び審査に関すること。
⑽特定民間再開発事業等の事業認定に関すること。

＜事業推進係＞
⑴三宮周辺地区における再整備（民間事業に係るものに限
る。
）に係る調査，計画及び調整に関すること。
⑵新バスターミナル整備に係る調査，計画及び調整に関する
こと。
⑶三宮周辺地区における民間活力の導入と促進に係る調査，
企画及び検討に関すること。
⑷雲井通５丁目再開発株式会社に関すること。
＜２号館再整備係＞
⑴本庁舎２号館再整備に係る調査，計画，調整及び実施に関
すること

市街地整備部
＜推進係＞
⑴都心のにぎわいづくりに関すること。
⑵再開発事業に伴う建築施設等の管理及び処分並びに使用料
等の徴収に関すること。
⑶再開発事業に伴う経営計画並びに保留床の処分に係る企業
等の誘致及び調整に関すること。
⑷再開発事業等に伴い取得した用地等の管理に関すること。
⑸再開発事業に伴う清算金の徴収及び交付に関すること。
⑹ハーバーランド地区の地下街等の管理に関すること。
⑺都市開発資金に関すること。
⑻株式会社神戸サンセンタープラザに関すること。

市街地整備課
＜管理係＞〔都市整備課の所管に属するものを除く。
〕
⑴部及び課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に
関すること。
⑵土地区画整理事業及び再開発事業等の啓発及び広報に関す
ること。
⑶土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業に伴う補償
金及び直接施行の審査に関すること。
⑷土地区画整理事業に関連する不動産の取得に伴う損失補償
に関すること。
⑸土地区画整理事業等に係る審査請求その他の不服申立て及
び訴訟に関すること。
⑹土地区画整理法（昭和 22 年法律第 119 号）及び大都市地
域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置
法の規定による認可及び監督の手続に関すること（個人，
土地区画整理組合，区画整理会社及び住宅街区整備組合の
施行に係るものに限る。）
。
⑺再開発事業に伴う補償金の審査に関すること。
⑻都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）の規定による認可
及び監督に関すること（個人施行者，市街地再開発組合及
び再開発会社の施行に係るものに限る。）
。
⑼課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

業務課
＜経営管理係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵事業用地の活用施策の企画及び調整に関すること。
⑶事業用地（他の課及び清算係の所管に属するものを除く。
）
の取得及び管理に関すること。
⑷事業用地の処分並びに売却に係る企画及び促進に関するこ
と。
＜清算係＞〔部内の他の課又は係の所管に属するものを除
く。
〕
⑴土地区画整備事業に係る清算金の徴収及び交付（他の課の
所管に属するものを除く。
）に関すること。
⑵土地区画整理事業に係る清算金の滞納処分（他の課の所管
に属するものを除く。
）に関すること。
⑶土地区画整理事業に係る換地処分後の事業用地等（他の課
及び経営管理係の所管に属するものを除く。
）に係る調整及
び紛争に関すること。
⑷事業用地（他の課及び経営管理係の所管に属するものを除
く。
）の取得，管理及び処分に関すること。
⑸土地区画整理事業に伴う建築物等の移転及び除却並びにこ
れらに伴う損失補償に関すること（他の課の所管に属する
ものを除く。
）
。
⑹土地区画整理事業に係る市有建築物の管理及び処分に関す
ること。

＜区画整理係＞
⑴土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の調査，計画及び
調整に関すること。
⑵土地区画整理事業の進行管理の総括に関すること。
⑶個人施行に係る土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の
指導に関すること。
⑷土地区画整理組合，区画整理会社及び住宅街区整備組合の
指導及び育成に関すること。
⑸独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業及
び住宅街区整備事業の指導及び補助事業の進行管理に関す
ること。
⑹土地区画整理法の規定による建築行為等の許可及び指導
（個人，土地区画整理組合，区画整理会社及び独立行政法
人都市再生機構が施行する土地区画整理事業に係るものに
限る。
）に関すること。
⑺大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する
特別措置法の規定による建築行為等の許可（指導課の所管
に属するものを除く。
）に関すること。

都市整備課
＜事業推進係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵都市計画事業（他の課の所管に属するものを除く。次号に
おいて同じ。
）及び住宅市街地総合整備事業（他の課の所管
に属するものを除く。次号において同じ。
）の用地の取得，
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管理及び処分に関すること。
⑶都市計画事業及び住宅市街地総合整備事業に関連する不動
産の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。
⑷再開発事業（鈴蘭台駅前地区及び新長田駅南地区に係るも
のに限る。以下この項において同じ。）の啓発及び広報に関
すること。
⑸再開発事業に伴う建築物等の移転及び除却並びにこれらに
伴う損失補償に関すること。
⑹再開発事業に伴う管理処分計画に係る関係者の権利の調
整，協議等に関すること。
⑺再開発事業に伴う建築施設の処分に関すること（市街地整
備課の所管に属するものを除く。）
。
⑻市街地再開発審査会に関すること。
⑼再開発事業に伴う登記に関すること。
⑽課の所管の建築物の管理及び処分に関すること。
⑾課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

⑴再開発事業に伴う街路の調査，工事の計画，設計，検査及
び移管の協議に関すること（事業推進係の所管に属するも
のを除く。
）。
⑵土地区画整理事業及び沿道整備街路事業に伴う街路等の調
査，工事の計画，設計及び検査に関すること。
⑶土地区画整理事業に係る換地処分後の権利者との土木技術
に関する調整及び紛争に関すること。
⑷土地区画整理事業に係る工事の調査及び調整並びに公共施
設の管理及び引継ぎに関すること。
⑸土地区画整理事業に係る測量に関すること。
⑹沿道整備街路事業に伴う換地計画，換地設計，仮換地の指
定及び換地処分に関すること。
⑺鉄道交差に関する事業の実施に伴う調整，調査，工事の計
画，設計，検査及び管理の移管に関すること（都市計画課
及び公共交通課の所管に属するものを除く。
）
。
⑻土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること。
⑼土木技術に関する調査（他の課の所管に属するものを除
く。
），局内の連絡及び調整に関すること。
⑽移管完了までの再開発事業，土地区画整理事業に伴う街路
等の管理に関すること（他の課の所管に属するものを除
く。
）。
⑾前各号に掲げるもののほか，土木工事の設計，検査及び監
督に関すること（建設局及び建築住宅局技術管理課の所管
に属するものを除く。
）
。

＜鈴蘭台駅前整備係＞
⑴鈴蘭台駅前地区再開発事業に伴う建築施設の設計，施行及
び検査に関すること。
⑵鈴蘭台駅前地区再開発事業に伴う建築物等の取得，管理処
分計画に関する建築物等の調査及び評価並びに移転，除却
等に伴う損失補償の調査及び算定に関すること。
⑶鈴蘭台駅前地区再開発事業に伴う建築施設の利用計画に関
すること。
⑷鈴蘭台駅前地区再開発事業に係る管理処分計画に関する配
置設計に関すること。
⑸鈴蘭台駅前地区再開発事業に係る事業計画及び管理処分計
画の認可手続に関すること。
⑹特定建築者制度に関すること（鈴蘭台駅前地区に係るもの
に限る。
）
。
⑺鈴蘭台駅前地区再開発事業の実施に伴う調査，計画及び調
整に関すること。
⑻都市再開発法の規定による建築行為等の許可に関すること
（鈴蘭台駅前地区に係るものに限る。
）
。
⑼鈴蘭台幹線及び周辺地域のまちづくりに関する調査，計画
及び調整に関すること。
⑽土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業に伴う建築
物等の移転及び除却等に伴う損失補償の調査及び算定に関
すること。

新都市事業部
事業管理課
＜管理係＞
⑴部及び課並びに内陸・臨海計画課の庶務並びに部内の事務
の連絡，調整及び改善に関すること。
⑵造成地（新都市整備事業に係るものに限る。以下この項に
おいて同じ。
）及びその他の不動産（新都市整備事業に係る
不動産に限る。）の管理の総括並びに連絡及び調整に関する
こと。
⑶造成地の一時使用に係る貸付けの総括並びに連絡及び調整
に関すること。
⑷造成地の構築物及び行為の規制に関すること。
⑸公共施設用地等（新都市整備事業に係るものに限る。以下
同じ。
）の移管事務に関すること。
⑹造成地の売買契約に基づく履行の確認，指導その他手続に
関すること。
⑺造成地の賃貸借契約等（一時使用に係るものを除く。
）に基
づく賃料の調定，履行の確認，指導その他手続に関するこ
と。
⑻造成地における地域コミュニティの支援並びに関係部局と
の連絡及び調整に関すること。
⑼ポートアイランド市民広場その他の新都市整備事業に係る
コミュニティ施設及び公共施設の管理及び運営並びにそれ
らの施設の設置者との連絡及び調整に関すること。
⑽株式会社 OM こうべに関すること。

＜新長田南再開発係＞
⑴新長田駅南地区再開発事業に伴う建築施設の設計，施行及
び検査に関すること。
⑵新長田駅南地区再開発事業に伴う建築物等の取得，管理処
分計画に関する建築物等の調査及び評価並びに移転，除却
等に伴う損失補償の調査及び算定に関すること。
⑶新長田駅南地区再開発事業に伴う建築施設の利用計画に関
すること。
⑷新長田駅南地区再開発事業に係る管理処分計画に関する配
置設計に関すること。
⑸新長田駅南地区再開発事業に係る事業計画及び管理処分計
画の認可手続に関すること。
⑹特定建築者制度に関すること（新長田駅南地区に係るもの
に限る。
）
。
⑺都市再開発法の規定による建築行為等の許可に関すること
（新長田駅南地区に係るものに限る。
）
。

＜推進係＞
⑴造成地（新都市整備事業に係る住宅団地及び旧埋立地に限
る。以下この項において同じ。
）の処分の企画及び調査に関
すること。
⑵造成地の処分及びこれに伴う登記事務に関すること。
⑶新都市整備事業に係る不動産の取得等の総括並びに連絡及
び調整に関すること。
⑷新都市整備事業に係る不動産の取得及び処分並びに取得に

＜工務係＞
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伴う損失補償及び管理に関すること。
⑸新都市整備事業に係る登記の事務に関すること。

⑴新都市整備事業に係る区域内の公園及び緑地に係る工事の
計画，設計及び検査に関すること。
⑵新都市整備事業に係る造成地における緑地及び緑化の指導
に関すること。
⑶新都市整備事業に係る区域内の公園及び緑地に係る移管図
書の作成に関すること。

企業誘致課
＜誘致係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵造成地（事業管理課の所管に属するものを除き，新都市整
備事業に係るものに限る。以下この項において同じ。）の処
分の企画及び調査に関すること。
⑶造成地への企業の誘致に関すること。
⑷造成地の処分及びこれに伴う登記事務に関すること。

＜建築係＞
⑴新都市整備事業に係る建築物に係る工事の調査，設計，監
督及び検査に関すること。
⑵新都市整備事業に係る建築物の維持保全に係る調査及び計
画に関すること。
⑶新都市整備事業に係る建築物の保守点検，修繕及び占有者
等への技術的指導に関すること。
⑷新都市整備事業に係る建築の計画及び調整並びに民間事業
者への技術的指導に関すること。

〔⑵～⑷の事務のうち，神戸空港島に関することについては，
港湾局空港調整課の総合調整により同課と共同して行う。
〕

内陸・臨海計画課
＜事業推進第１係，事業推進第２係，事業推進第３係及び事
業推進第４係＞
⑴新都市整備事業の基本計画及び重要事項の企画・調査に関
すること。
⑵新都市整備事業及びこれに関連する事業に係る基本設計並
びに関係機関との連絡及び協議に関すること。
⑶新都市整備事業に係る計画決定及び事業認可の諸手続に関
すること。
⑷公有水面の埋立てに係る諸手続に関すること。
〔事業推進第１係，事業推進第２係，事業推進第３係及び事
業推進第４係の係別分掌事務は，都市局長が定める。
〕

＜設備係＞
⑴新都市整備事業に係る電気設備及び機械設備に係る工事の
調査，設計，監督及び検査に関すること。
⑵新都市整備事業に係る電気設備及び機械設備の維持保全に
係る調査及び計画に関すること。
⑶新都市整備事業に係る電気設備及び機械設備の保守点検，
修繕及び占有者等への技術的指導に関すること。
〔臨海工務係及び内陸工務係の事務分掌⑸～⑾及び公園係，
建築係及び設備係が分掌する事務のうち，神戸空港島に関
することについては，港湾局空港調整課の総合調整により
港湾局工務課と共同して行う。〕

〔⑴～⑷の事務のうち，神戸空港島に関することについては，
港湾局空港調整課の総合調整により港湾局港湾計画課と共
同して行う。〕

臨海整備事務所（２）

工務課

＜工事第１係及び工事第２係＞
⑴臨海整備事務所の庶務に関すること（工事第１係に限る。
）。
⑵臨海部の埋立工事，整備工事及び関連受託工事の実施及び
監督に関すること。
⑶新都市整備事業に係る造成地（都市局新都市事業部工務課
臨海工務係の所管に属するもの並びに鶴甲団地，渦森台団
地及び長峰団地に限る。以下この条において単に「造成地」
という。）の管理，状況調査，監視及び保全に関すること。
⑷造成地の貸付けに関すること。
⑸造成地の防災工事の施行手続に関すること。
⑹新都市整備事業に係る臨海部の植栽に関すること。
⑺新都市整備事業に係る臨海部の樹木，公園及び緑地の維持
管理に関すること。
⑻新都市整備事業に係る臨海部の工事の実施及び監督に関す
ること。

＜臨海工務係及び内陸工務係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵課の所管の工事等の施行手続に関すること。
⑶部の所管の工事の検査の調整に関すること。
⑷一般土砂の有料受入れの事務に関すること。
⑸新都市整備事業に係る臨海部の埋立工事及び関連受託工事
の調査，計画，設計，調整及び検査に関すること。
⑹新都市整備事業に係る臨海部の造成地（東部埋立地，西部
埋立地，六甲アイランド，ポートアイランド，ポートアイ
ランド（第２期）及び神戸空港島に限る。
）及び造成地に係
る宅地関連公共公益施設の整備工事に係る調査，計画，設
計，調整及び検査に関すること。
⑺新都市整備事業に係る内陸部の造成地（東部埋立地，西部
埋立地，六甲アイランド，ポートアイランド，ポートアイ
ランド（第２期）及び神戸空港島を除く。
）及び造成地に係
る宅地関連公共公益施設の整備工事に係る調査，計画，設
計，調整及び検査に関すること。
⑻造成地に係る確定測量に関すること。
⑼造成地における公共公益施設用地等に係る移管図書の作成
に関すること。
⑽土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること。
⑾新都市整備事業に係る土砂運搬施設の跡地に係る土木工事
の調査，計画，設計，調整及び検査に関すること。

〔工事第１係及び工事第２係の係別分掌事務は，都市局長が
定める。〕

西神整備事務所（２）
＜事務係＞
⑴西神整備事務所の庶務並びに所内の事務の連絡及び調整に
関すること。
⑵前号に掲げるもののほか，新都市の整備に必要な事項の諸
調査に関すること。
⑶工事の施行手続に関すること。
⑷新都市整備事業に係る造成地及び取得地（工務課内陸工務
係及び公園係の所管に属するもの（臨海整備事務所の所管
を除く。）に限る。以下「造成地」という。）の貸付けに関
すること。

〔臨海工務係及び内陸工務係の係別分掌事務は，都市局長が
定める。
〕
＜公園係＞
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＜事業係＞
⑴内陸部の整備工事，防災工事の実施及び監督に関すること。
⑵内陸部の管理に関すること。
⑶前号に係る維持補修工事の設計，実施，調整，監督及び検
査に関すること。
⑷内陸部の樹木の植栽，公園及び緑地工事の実施及び監督に
関すること。
⑸内陸部の樹木，公園及び緑地の管理に関すること。
⑹内陸部の土砂運搬施設の跡地の整備工事の実施及び監督に
関すること。
⑺内陸部の土砂運搬施設の跡地の管理に関すること（都市局
新都市事業部工務課建築係及び設備係の所管を除く。
）
。
⑻内陸部の公共公益施設用地等の移管図書の作成及びこれに
伴う測量等に関すること。
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令和２年度

主要事業の概要

令和２年度は、暮らしの質と都市の価値の向上をめざし、神戸が若者に選ばれるまち、誰も
が活躍できるまちとなるよう、まちづくりを一元的にマネジメントし、神戸の魅力ある未来の
実現に向けた取り組みや安全な都市基盤の構築を推進する。
１．神戸のさらなる飛躍に向けた都心の再生 （都心三宮再整備課、都市計画課、景観政策課）
神戸の都心を活性化し、魅力的で風格ある都市空間の実現に向け策定した神戸の都心の未来
の姿［将来ビジョン］及び三宮周辺地区の『再整備基本構想』に基づき、スピード感をもって
具体的な取り組みを進める。
・新バスターミナル整備に向けた事業化の推進
・「三宮クロススクエア（フェーズⅠ）」の実現に向けた設計
・ＪＲ三ノ宮駅南側駅前広場の再整備設計
・神戸阪急ビル東館建替に合わせた三宮北西エリアの再整備
・本庁舎２号館再整備事業の推進
・さんちかの活性化・再整備に向けた検討
・「えき≈まち空間」景観デザインコードの策定およびエリアマネジメントの推進
２．すべての人にやさしい交通網の整備

等

（公共交通課）

人口減少や高齢化の進展等を踏まえた持続可能な魅力・活力あるまちの実現のため、まちづ
くりと一体となった安全で快適な交通環境の形成に向けた取り組みを推進する。
・ポートアイランドへのアクセス向上策の推進
・連節バス本格運行に向けた整備（BRT・LRT の導入可能性検討）
・神鉄シーパスワン社会実験の実施
・地域コミュニティ交通の運行への支援
・ユニバーサルデザインタクシーの導入促進
・六甲・摩耶山上の回遊性向上及び山上へのアクセス検討

等

３．人口減少社会を見据えた神戸のまちの再生
人口減少や少子・超高齢化の進展に対して、公共空間のリノベーション等の都市活力の創造
に取り組むことで、持続可能なまちへの再編を進めるとともに、安全で豊かな生活の実現に向
けた取り組みを推進する。
（１）計画的開発団地のリノベーション

（内陸・臨海計画課、事業管理課）

西神中央駅・名谷駅周辺のリノベーションに引き続き取り組むとともに、まちの魅力を高
め、にぎわい創出を図る。また、六甲アイランド等の活性化の取り組みを進める。
・新西区庁舎や文化・芸術ホール、新西図書館等の整備にあわせ、歩行者動線やプレン
ティ広場等を再整備
・駅周辺の駐車場用地等を活用した住宅供給の推進
・近隣センターのリニューアル（かりばプラザ等）
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等

（２）駅周辺のリノベーション

（公共交通課、都市計画課）

まちの玄関口である駅周辺のデザイン・機能の見直しに取り組み、より快適でにぎわいの
ある空間づくりを推進する。
・新神戸駅、新長田駅、西鈴蘭台駅等の駅周辺エリアのリノベーション
・神戸高速地下街（メトロこうべ）中間通路のリニューアル
・鉄道事業者との連携による駅舎の美装化
（３）空家空地対策の推進

等

（空家空地活用課）

人口減少に伴い、増加傾向にある空き家・空き地の転活用への取り組みを推進する。
・「空き家等活用相談窓口」の実施
・地域活動交流拠点等への空き家改修補助の拡充等による「空き家・空き地地域利用バン
ク」を通じた転活用の促進
（４）鈴蘭台地区のまちづくり

等
（都市整備課）

北区の玄関口にふさわしい賑わいづくり及び交通安全の確保のため、鈴蘭台駅周辺の活性
化を図る。
・鈴蘭台幹線の整備に合わせた鈴蘭台駅北地区まちづくりの検討
（５）地域課題に対応したまちづくり

等

（まち再生推進課、都市整備課、市街地整備課）

地域の活性化や防災機能の向上等を図るため、周辺のまちづくりと一体となった都市計画
道路の整備や民間事業者による再開発事業を推進する。
・東山菊水線及び灘中央筋線の整備
・北鈴蘭台駅前地区、垂水中央東地区及び湊川公園北地区における民間市街地再開発事業
等への支援

等

４．神戸らしい多様なまちの美しさを活かした魅力づくり

（景観政策課）

地域特性を活かした神戸らしい都市景観の保全・創造に向けた取り組みを推進する。
・都市景観形成基本計画の見直し、景観計画・条例等の改定に向けた検討
・茅葺民家等歴史的建築物の総合的な保全・活用に向けた検討
・夜間景観形成の推進 等
５．阪神・淡路大震災の経験を礎とした安全な都市基盤の構築
震災復興市街地再開発事業の推進や、整備されたまちの活性化に取り組むとともに、防災性
や住環境に様々な課題を抱えている密集市街地の改善等に取り組み、災害に強いまちづくりを
推進する。
（１）新長田駅南地区の活性化

（都市整備課、市街地整備課）

新長田駅南地区において、災害に強いまちづくりを進めるとともに、地域の活性化を図る。
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・新長田駅南地区復興市街地再開発事業
・さらなるにぎわいづくりに向けた施設改修の検討
（２）密集市街地の再生

等

（まち再生推進課）

「密集市街地再生方針」に基づき、災害時等における延焼危険性のある密集市街地の解消
を図るため、安全で安心な防災まちづくりを促進する。
・不燃化の促進、まちなか防災空地、細街路整備、土地寄付受け、建物除却補助
（３）都市整備事業の推進

等

（都市整備課）

都市基盤の整備を図ることにより、暮らしやすく魅力あるまちづくりを推進する。
・阪神電鉄連続立体交差事業
（４）住民の主体的なまちづくり活動への支援 （まち再生推進課）
住民等の参加による住みよいまちづくりを推進する。
・まちづくりコンサルタント派遣、アドバイザー派遣

等

６．産業用地や住宅用地の整備による都市活力の創出
「住み」「働き」「学び」「憩う」という複合的な都市機能を備えたまちづくりに
向け、産業用地や住宅用地の供給を計画的・継続的に実施する。
（１）産業用地、住宅用地の整備・供給

（内陸・臨海計画課、事業管理課）

企業や市民のニーズに対応した産業用地や住宅用地等の供給にあわせ、必要な基盤整備を
行う。
・ポートアイランド（第２期）地区：神戸医療産業都市等各種プロジェクトを核とした
まちづくりの推進
・ポートアイランド沖地区：空港島関連施設用地の整備
・神戸複合産業団地：流通系・工業系・研究開発機能を併せ持つ産業団地として整備
・西神住宅第２団地等：居住環境の向上を目指した必要な整備

等

（２）企業誘致の推進 （企業誘致課）
成長分野や比較的投資が堅調な企業、投資意欲のある企業等の動向を注視しながら、積極
的に企業誘致等を進める。
・市税優遇制度等を活用した企業誘致の推進
・サービス施設等の充実による就業環境の魅力向上
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等

