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建設局の概要
１．局長

三島 功裕

２．局の職員数

952 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

歳出

款

金額

16 分担金及負担金

款

金額

275,315 ９ 土木費

37,490,611

17 使用料及手数料

5,565,996 10 都市計画費

18 国庫支出金

4,607,296 13 教育費

780,997

19 県支出金

345,208 14 災害復旧費

20 財産収入

665,340

21 寄附金

214,300

22 繰入金

414,012

24 諸収入

425,466

25 市債

2,122,458
1,000

14,418,000

歳入合計

26,930,933

（２）駐車場事業費

歳出合計

予算

（単位：千円）

歳入
款
１ 事業収入
２ 繰越金
歳入合計

40,395,066

歳出
金額

款

982,288 １ 駐車場事業費
1 ２ 予備費
982,289
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歳出合計

金額
980,289
2,000
982,289

（３）下水道事業会計

予算

①収益的収入及び支出

（単位：千円）

収入
款

支出
金額

１ 下水道事業収益
収入合計
②資本的収入及び支出

款

36,412,906 １ 下水道事業費
35,018,792
36,412,906 ２ ○○○事業収益
支出合計
35,018,792
３ ○○○事業収益１
収益的支出
（単位：千円）

収入
款
１ 資本的収入
収入合計

金額

支出
金額

款

17,561,791 １ 資本的支出
17,561,791 ２ ○○○事業収益
支出合計
３ ○○○事業収益１
収益的支出
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金額
32,628,927
32,628,927

建設局
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，調整及び改善に
関すること。
⑵局の予算の経理に関すること。
⑶下水道事業に係る会計事務に関すること。
⑷局の職員の安全衛生に関すること。
⑸局の契約等に係る事務の連絡，調整及び改善に関すること。
⑹神戸市建設局指定管理者選定評価委員会に関すること。
⑺建設事務所及び水環境センターとの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。
）
。

事業用地課
＜事業係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵不動産の管理及び活用に関すること（他の課の所管に属す
るものを除く。
）
。
⑶不動産の処分に関すること（他の課の所管に属するものを
除く。
）
。
＜用地係＞
⑴局の事務に係る不動産の取得及び処分に関すること（事業
係の所管に属するものを除く。
）。
⑵局の事務に係る不動産の取得に伴う損失補償に関するこ
と。

技術管理課
＜技術管理係＞
⑴課の庶務に関すること。
⑵技術管理に関する総括及び調整に関すること。
⑶土木技術に関する連絡，調査及び研究に関すること。
⑷土木工事の技術管理に係る調査，研究及び改善に関するこ
と。
⑸建設事業外部評価委員会に関すること。
⑹公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第
18 号）の技術的事項に関すること（技術審査係の所管に属
するものを除く。
）
。
＜技術審査係＞
⑴総合評価落札方式の対象となる契約のうちの技術的事項に
関すること。
⑵設計図書の照査に係る指導及び改善に関すること。
⑶神戸市優良工事表彰制度に関すること。
⑷土木の測量設計に係る調査及び改善に関すること。
＜土木積算係＞
⑴土木工事の積算に関する調査，研究及び改善に関すること。
⑵土木積算システムの管理，運営及び改善に関すること。
＜検査係＞
⑴工事の請負契約に係る検査の総括に関すること。
⑵工事の請負契約に係る検査（主管課の所属職員により行わ
れる検査を除く。
）に関すること。
⑶工事の請負契約に係る検査員の研修及び指導に関するこ
と。
⑷工事の安全管理に関すること。
⑸工事検査情報システムの管理，運営及び改善に関すること。

防災課
＜防災係＞
⑴防災課及び河川課の庶務並びに事務の連絡，調整及び改善
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に関すること。
⑵防災の推進，水防計画の策定及び災害復旧の統括に関する
こと。
⑶局の防災及び災害復旧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局の所管する施設に起因する事故の処理の総括及び予防の
対策に関すること。
⑸防災課及び河川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。
＜宅地審査係＞
⑴開発行為に伴う宅地造成（市街化調整区域においては，宅
地造成等規制法第２条の宅地造成に該当するものに限る。
）
の審査（都市計画法第 33 条第１項第７号に係るものに限
る。
）に関すること。
⑵宅地造成工事の許可（市街化調整区域内のもの及び土地区
画整理事業に係るものに限る。
）等及び国等との協議に関す
ること。
⑶開発行為に伴う宅地造成（第１号の審査に係るものに限
る。
）及び宅地造成工事（市街化調整区域内のもの及び土地
区画整理事業に係るものに限る。
）等の検査に関すること。
⑷建築確認に係る宅地造成等規制法への適合性の審査に関す
ること。
⑸建設事務所の所管に属する宅地造成等規制法に係る事務の
連絡及び調整に関すること。
⑹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（建設事務所の所管
に属する擁壁に係る連絡及び調整に限る。
）
。
⑺神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する
条例の規定による審査（特定施設の設置に伴う災害の発生
の防止に関する事項に限る。
）に関すること。
⑻既成宅地防災工事資金の融資及び貸付けの承認に関するこ
と。
⑼神戸市宅地保全審議会に関すること。
⑽前各号に掲げるもののほか，宅地の保全に関すること。
＜治山砂防係＞
⑴砂防及び治山に関する調査，計画及び工事に関すること。
⑵前号に掲げる事務に係る国その他関係機関との連絡及び調
整に関すること。
⑶舞子海岸の整備に関する事業の連絡及び調整に関するこ
と。
⑷山麓水防地区の水防並びに舞子海岸整備区域の海岸防災に
係る国の機関その他関係機関との連絡及び調整に関するこ
と。
⑸林地崩壊防止事業等の災害復旧の計画及び工事に関するこ
と。
⑹土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関
する法律（平成 12 年法律第 57 号）の規定に基づく土砂災
害警戒区域等の指定に係る意見の陳述及び関係機関との連
絡に関すること。
⑺砂防法（明治 30 年法律第 29 号）及び急傾斜地の崩壊によ
る災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）の規
定に基づく申請の受理に関すること。
⑻採石法（昭和 25 年法律第 291 号）及び砂利採取法（昭和 43
年法律第 74 号）の規定に基づく採取計画（河川砂利に係る
ものを除く。
）の認可及び採取計画（河川砂利に係るものを
除く。）の許可に係る技術審査に関すること（技術審査含
む）
。
⑼急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定に基
づく区域の指定に係る意見の陳述に関すること。

建設局
＜六甲保全係＞
⑴六甲山の森林整備に関する調査，計画の策定及び実施に関
すること（公園部森林整備事務所の所管に属するものを除
く。
）
。
⑵前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。
⑶自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）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六甲山系グリーンベルト整備事業等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。
⑸森林環境譲与税を活用した事業に関すること（他の所管に
属するものを除く。
）
。
⑹公園部森林整備事務所との事業の調整に関すること。

のある雑草及び立木に係る連絡及び調整に限る。
）
。
⑹前各号に掲げるもののほか，道路，溝渠及び堤塘(とう)の管
理，調査及び調整に関すること。
⑺私道の整備の助成に関する連絡及び調整に関すること。
＜境界調査係＞
⑴道路，溝渠及び堤塘との境界の協定及び承認に関すること。
⑵道路敷地の確認及び整理に関すること。
⑶道路，溝渠及び堤塘の不用敷地の処分に関すること。
＜道路台帳係＞
⑴道路台帳に関すること。
⑵道路，橋梁(りょう)その他道路施設の統計に関すること。
⑶道路管理システムの入力に関すること。
⑷車両制限令（昭和 36 年政令第 265 号）に関すること。
⑸測量標及びその成果の管理に関すること。

河川課
＜管理指導係＞
⑴河川事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること。
⑵準用河川の指定，変更及び廃止に関すること。
⑶準用河川に係る占用及び使用の許可に関すること。
⑷開発行為等に関連する河川に係る指導，調整及び検査に関
すること。
⑸河川（一級河川及び二級河川を除く。
）の用に供されている
公有財産に係る立入り，境界確定並びに占用及び使用の許
可に関すること。
⑹砂利採取法の規定に基づく採取計画（河川砂利に係るもの
に限る。
）の認可に係る技術審査に関すること。
⑺河川に関する国及び兵庫県との連絡及び調整に関すること
（防災課防災係の所管に属するものを除く。
）
。

＜占用係＞
⑴道路の占用及び溝渠の使用に関すること。
⑵神戸市屋外広告物条例（平成 12 年１月条例第 50 号）に関
すること。
⑶神戸市屋外広告物審議会に関すること。
⑷道路の巡視に関する連絡及び調整に関すること。
⑸一般財団法人道路管理センターとの連絡及び調整に関する
こと。

道路計画課
＜計画係＞
⑴道路及び街路に関する基本的な企画及び立案に関すること
（都市局都市計画課計画係及び都市局都心再整備本部都心
再整備部都心三宮再整備課都心交通係の所管に属するもの
を除く。
）
。
⑵幹線道路（有料道路を含む。
）の調査及び基本計画に関する
こと。
⑶道路事業及び街路事業の調査及び計画に関すること（都市
局都市計画課計画係の所管に属するものを除く。
）
。
⑷社会基盤の整備に関する調査及び研究並びに啓発及び広報
に関すること。
⑸自転車利用環境に係る総合的な施策の推進及び調整に関す
ること。
⑹放置自転車対策に関する連絡及び調整に関すること。
⑺自動車駐車場の管理に関すること。
⑻神戸市建設局自転車等駐車場事業者選定委員会に関するこ
と。
⑼前各号に掲げる事務に関する国の機関その他関係機関との
連絡及び調整に関すること。

＜計画調整係＞
⑴河川事業の計画及び調整に関すること。
⑵河川に係る災害復旧の計画及び調整並びに災害対策に関す
ること。
⑶都市基盤河川改修事業並びに準用河川及び普通河川の改修
事業に係る連絡及び調整に関すること。
⑷河川事業に係る土木積算基準に関すること。

道路管理課
＜事務係＞
⑴道路管理課，道路計画課，道路工務課及び駅前魅力創造課
並びに湾岸・広域幹線道路本部の庶務に関すること。
⑵「光のまち神戸」運動（街路灯の整備等により交通安全及
び犯罪の防止を図る運動をいう。
）の推進に関すること。
⑶道路事業の啓発及び広報に関すること。
⑷道路管理課，道路計画課，道路工務課及び駅前魅力創造課
並びに湾岸・広域幹線道路本部の所管の工事等の施行に関
する事務手続に関すること。
⑸神戸市道路公社の業務の指導及び監督その他地方道路公社
法（昭和 45 年法律第 82 号）に規定する事務の管理に関す
ること。

＜指導係＞
⑴開発行為等に伴う道路及び溝渠の指導，調整及び検査に関
すること。
⑵開発行為等に伴う道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 24
条に規定する承認に係る工事の調整に関すること。

＜管理係＞
⑴道路の路線の認定，廃止及び変更に関すること。
⑵鉄道，軌道，索道，有料道路等に関する協議に関すること。
⑶土地区画整理事業，土地改良事業等に伴う道路及び溝渠(き
ょ)の協議に関すること。
⑷道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）
，土地収用法（昭和
26 年法律第 219 号）等の規定による道路管理者の意見の陳
述に関すること。
⑸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（道路の通行に支障
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道路工務課
＜補修係＞
⑴道路の維持及び補修に関すること。
⑵側溝及び溝渠の整備及び改良に関すること。
⑶街路灯の整備及び引継ぎに関すること。
⑷道路の美化に関すること。
⑸道路法第 24 条に規定する承認に係る工事の調整に関する
こと（道路計画課指導係の所管に属するものを除く。
）
。
⑹建設副産物の対策に関する連絡及び調整に関すること。

建設局
⑺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
（舗装に関するものに限る。
）
。
⑻道路占用工事及び道路掘削工事に関する連絡，調整及び指
導に関すること。
⑼他の局，部（本部を含む。），室，課及び係の所管に属しな
い土木工事の調整に関すること。

⑶部の物品の調達及び処分に関すること。
⑷下水道事業の経営に関する重要事項の調査及び研究に関す
ること。
⑸下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。
⑹神戸市下水道事業基金に関すること。
⑺神戸市上下水道事業審議会（建設局の所管に属するものに
限る。
）に関すること。
⑻下水道事業に係る水環境センターとの連絡及び調整に関す
ること（業務係及び他の課の所管に属するものを除く。
）
。
⑼下水道事業の業務改革に関すること。
⑽下水処理場（スラッジセンターを含む。以下同じ。
）及びポ
ンプ場（以下「下水処理場等」という。
）に係る財産の管理
に関する技術的事項に関すること。
⑾公共下水施設（岩岡ポンプ場（夜間の緊急対応のみ）
，マン
ホールポンプ施設，住吉公園雨水貯留施設，衝原汚水幹線
流量計設備及び寺池川親水路ポンプに限る。
）の維持及び管
理に関すること。

＜工務第 1 係＞
⑴国道，県道及び市道の新設及び改良に関すること。
⑵都市計画道路の整備に関すること（都市局及び港湾局の所
管に属するものを除く。
）
。
⑶電線類の地中化及び共同溝の整備に関すること。
⑷道路の改良に関する技術の調査及び研究に関すること。
⑸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
（道路の改良に関するものに限る。
）
。
＜工務第 2 係＞
⑴橋梁の新設，維持及び補修に関すること。
⑵トンネルの維持及び補修に関すること。
⑶道路の防災に関すること。
⑷道路の舗装の新設に関すること。
⑸道路の災害復旧の計画及び調整に関すること。
⑹橋梁等重要構造物に関する技術の調査及び研究に関するこ
と。
⑺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
（橋梁に関するものに限る。
）
。

＜業務係＞
⑴排除汚水量の調査及び認定に関すること。
⑵下水道使用料に関すること。
⑶排水設備に係る貸付けに関すること。
⑷下水道事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること
（管理係及び他の課の所管に属するものを除く。
）
。
⑸部の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。
⑹下水道事業に係る公舎の維持及び管理に関すること。
⑺下水道使用料その他の収入に係る水環境センター又は水道
局との連絡及び調整に関すること。

＜交通安全施設係＞
⑴交通安全施設（自転車駐車場及び道路の照明灯を除く。
）に
関する計画，調査及び整備並びに連絡及び調整に関するこ
と。
⑵自転車走行空間及び自転車駐車場に係る整備並びに大規模
な維持及び補修に関すること。
⑶道路のユニバーサルデザインに関すること。
⑷道路の交通安全対策に関すること。
⑸道路案内標識及びサインの整備に関すること。
⑹道路の機能の改善に関すること。
⑺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
（交通安全施設に関するものに限る。
）
。

計画課
＜計画係＞
⑴下水道事業の計画及び調整に関すること。
⑵下水道事業に係る都市計画並びに都市計画事業の決定及び
認可の申請に関すること。
⑶水インフラ整備（上下水道施設の整備をいう。
）に関する国
際貢献事業に関すること（水道局の所管に属するものを除
く。
）
。
⑷前３号に掲げる事務に係る国の機関その他関係機関との連
絡及び調査に関すること。
⑸下水道事業における新たな技術の研究，開発及び調整に関
すること。
⑹下水道資源の有効利用に関すること。

駅前魅力創造課
⑴駅前空間の整備に係る調査，計画及び設計並びに連絡及び
調整に関すること（企画調整局及び都市局の所管に属する
ものを除く。
）
。

＜指導係＞
⑴開発行為等に関連する下水道に係る指導，調整及び検査に
関すること。
⑵前号に掲げるもののほか，下水道事業に関する指導に関す
ること。
⑶水リサイクル事業の運営に関すること。

湾岸・広域幹線道路本部
推進課
＜広域幹線係＞
⑴国等が実施する広域幹線道路の整備の推進に関すること。
⑵前号に掲げる道路の関連事業及び関連施策の調査，計画及
び調整に関すること。
⑶前２号に掲げる事務に関する国，関係機関及び地域住民等
との連絡及び調整に関すること。

＜事業場排水指導係＞
⑴下水道事業に係る処理区域内の工場又は事業場が排出する
汚水の水質に係る指導に関すること。
⑵下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）に基づく特定施設に係
る届出等及び神戸市下水道条例（昭和 50 年 10 月条例第 40
号）に基づく除害施設に係る届出に関すること。
⑶下水道事業に係る処理区域内の工場排水及び事業場排水の
水質の認定に関すること。

下水道部
経営管理課

＜水質計画係＞
⑴下水道事業に係る水質管理計画に関すること。
⑵下水道事業に係る水質検査その他各種試験に関すること。
⑶水質管理に関する水環境センターとの連絡及び調整に関す
ること。

＜管理係＞
⑴部の庶務及び部内の各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下水道事業の啓発及び広報に関すること。
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⑵下水処理場等の機械設備工事及び電気設備工事に関する水
環境センターとの連絡及び調整に関すること。
⑶下水道事業に係る設備工事積算基準に関すること。
⑷下水処理場等の機械設備及び電気設備の災害対策に関する
こと。

管路課
＜管路係＞
⑴下水道台帳に関すること。
⑵汚水管渠(きょ)，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠
等」という。
）の改築及び更新等に係る調査及び企画に関す
ること。
⑶下水管渠等に係る財産の管理に関する技術的事項に関する
こと。
⑷下水道の利用及び下水管渠等の維持及び管理に関する水環
境センターとの連絡及び調整に関すること。
⑸前各号に掲げるもののほか，下水管渠等の管理に関するこ
と。

公園部
管理課
＜事務係＞
⑴部及び部内の各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森林整備事務所及び王子動物園との連絡及び調整に関する
こと。
⑶公益財団法人神戸市公園緑化協会に関すること。

＜設計係＞
⑴汚水管渠の調査，設計及び検査に関すること（水環境セン
ターの所管に属するものを除く。
）
。
⑵汚水管渠の工事に関する水環境センターとの連絡及び調整
関すること。
⑶下水道事業に係る土木積算基準に関すること。
⑷汚水管渠の災害対策に関すること。

＜管理係＞
⑴公園緑地に係る不動産の管理に関すること。
⑵都市公園及び有料公園施設の使用の許可に関すること（文
化スポーツ局スポーツ企画課，森林整備事務所，王子動物
園及び建設事務所の所管に属するものを除く。
）
。
⑶公園施設の設置，管理及び占用の許可（文化スポーツ局ス
ポーツ企画課，森林整備事務所，王子動物園及び建設事務
所の所管に属するものを除く。
）に関すること。
⑷神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例に関する
こと（海浜公園における過料の処分に係る事務に限る。
）
。
⑸開発行為等をした者等からの公園及び緑地の管理の引継ぎ
に関すること。
⑹公園台帳に関すること。

＜雨水係＞
⑴雨水管渠及び合流管渠（以下「雨水管渠等」という。）の調
査，設計及び検査に関すること（水環境センターの所管に
属するものを除く。
）
。
⑵雨水管渠等の工事に関する水環境センターとの連絡及び調
整に関すること。
⑶雨水管渠等の災害対策に関すること。
＜排水設備係＞
⑴排水設備計画の受付，審査及び現地確認に関すること。
⑵排水設備に係る指定工事者及び責任技術者の指定並びに指
導等に関すること。
⑶前２号に掲げるもののほか，排水設備に関すること（経営
管理課業務係の所管に属するものを除く。
）
。
⑷接続桝(ます)及び取付管の改善に関すること。

＜利活用係＞
⑴花時計，東遊園地及び神戸震災復興記念公園等の維持及び
管理並びに移動街路樹の育成及び管理に関すること。
⑵公園緑地の利用及び活用の推進に関すること。
⑶摩耶ケーブル及び摩耶ロープウェーの支援に関すること。
⑷市民公園に関する連絡及び調整に関すること。
⑸市民との協働による公園緑地の管理に係る連絡及び調整に
関すること。
⑹市民との協働による花壇及び飾花等の助成並びに連絡及び
調整に関すること。
⑺都市の緑化の推進及び市民の意識の啓発に関すること（計
画課計画係の所管に属するものを除く。
）
。
⑻都市公園及び有料公園施設の運営に関すること（森林整備
事務所及び王子動物園の所管に属するものを除く。
）
。

施設課
＜施設係＞
⑴下水処理場等の機械設備及び電気設備に関する改築及び更
新等に係る調査及び企画に関すること。
⑵下水処理場等の保守，修繕及び運転管理の調査の総括に関
すること。
⑶下水処理場等の保守，修繕及び運転管理に関する水環境セ
ンターとの連絡及び調整に関すること。
⑷プラント設備技術に関する連絡及び調整に関すること。
⑸神戸市降雨情報システム及び施設・設備情報システムの運
用に関すること。

計画課
＜計画係＞
⑴公園緑地に関する計画及び調査に関すること。
⑵前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。
⑶神戸市公園緑地審議会に関すること。
⑷開発行為等に伴う公園及び緑化の指導，調整及び検査に関
すること。
⑸神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例（平
成 24 年３月条例第 45 号）に規定する建築物等の緑化の推
進に関すること（建築住宅局建築指導部建築安全課の所管
に属するものを除く。
）
。
⑹都市の緑化の推進及び市民の意識の啓発に関すること（県
民まちなみ緑化事業等に限る。
）。

＜設計係＞
⑴下水処理場等の改築及び更新等に係る調査及び企画に関す
ること（施設係の所管に属するものを除く。
）
。
⑵下水処理場等の土木工事の調査，設計及び検査に関するこ
と（水環境センターの所管に属するものを除く。
）
。
⑶下水処理場等の土木工事に関する水環境センターとの連絡
及び調整に関すること。
⑷下水処理場等の土木施設の災害対策に関すること。
＜設備係＞
⑴下水処理場等の特定の機械設備工事及び電気設備工事の調
査，設計，施行（機器の製作に限る。
）及び検査に関するこ
と。

＜自然環境係＞
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⑴自然環境の保全のための調査，調整，啓発及び指導に関す
ること。
⑵神戸市市民公園条例（昭和 51 年４月条例第 16 号）の規定
に基づく緑の保全に関すること及びその保全に係る緑地の
活用に関すること。
⑶近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和 42 年法律第
103 号）及び都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）の規定
に基づく緑地の保全に関すること。
⑷風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和 45 年
４月条例第 32 号）に関すること。
⑸緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例（平成３年４
月条例第２号）に関すること。

王子動物園（１）
＜運営係＞
⑴王子動物園の庶務に関すること。
⑵入園料その他諸収入金の徴収に関すること。
⑶施設の管理に関すること。
⑷王子公園の動物園，動物園ホール及び駐車場に係る行為又
は利用の許可に関すること（建設局公園部管理課管理係の
所管に属するものを除く。
）
。
⑸王子公園の動物園，動物園ホール及び駐車場における公園
施設の設置若しくは管理又は占用の許可に関すること（建
設局公園部管理課管理係の所管に属するものを除く。
）
。
⑹入園者の誘致その他広報に関すること。
⑺入園者に対するサービスその他諸催物に関すること。

整備課
＜維持補修係＞
⑴公園緑地の維持，管理及び補修に関すること。
⑵街路樹及び緑地帯の維持及び管理に関すること。
⑶公園施設の安全確保の推進に関すること。
⑷公園緑地の美化に関すること。
⑸花壇及び飾花等の維持及び管理に関すること（管理課利活
用係の所管に属するものを除く。
）
。
⑹街路の緑化に関する計画，調査，調整及び特定の工事の設
計に関すること。
⑺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。

＜飼育展示係＞
⑴動物の飼育及び繁殖に関すること。
⑵動物の保健及び治療に関すること。
⑶動物の展示に関すること。
⑷動物舎の管理に関すること。
⑸動物及び飼料の出納記録に関すること。
⑹動物病院の管理運営に関すること。
⑺動物の調査，研究及び園内教育に関すること。

建設事務所（１）

＜整備設計係＞
⑴公園緑地の新設工事，改良工事及び受託工事の調査，設計
及び施行に関すること（建設事務所の所管に属するものを
除く。
）
。
⑵国営明石海峡公園に関する施設の整備に係る連絡及び調整
に関すること。
⑶前２号に掲げる事務に関する国の機関その他関係機関との
連絡及び調整に関すること。
⑷舞子海岸の整備に関する造成地の処分計画及び企業誘致に
関すること。
⑸土木積算に関する連絡及び調整（公園緑地に関するものに
限る。
）に関すること。
⑹造園技術に関する調査，連絡及び調整に関すること。
⑺公園の災害復旧の計画及び調整に関すること。
⑻有料公園施設等の保全及び特定の改良に関する調整に関す
ること。

（東部・中部・西部）

＜管理係＞
⑴建設事務所の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善
に関すること。
⑵所掌の事務に関する市民からの要望の処理に関すること。
⑶道路愛護団体，河川愛護団体，まちの美緑花ボランティア
（美化，緑化等を図る運動に係るボランティアをいう。以
下同じ。
）等の助成に関すること。
⑷私道の整備の助成に関すること。
⑸都市公園の使用及び占用の許可（建設局公園部管理課管理
係の所管に属するものを除く。
）に関すること。
⑹所掌の事務に関する巡視及び不法占用対策に関すること。
⑺地域住民等との道路の美化に関する連絡及び調整に関する
こと。
⑻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（道路の通行に支障
のある雑草及び立木に係るものに限る。
）
。
⑼自転車駐車場及び放置された自転車等の保管場所の管理等
放置自転車対策に関すること。
⑽道路照明灯及び街路灯の管理に係る事務に関すること。
⑾所掌の事務に関する工事用機材等の調達及び管理に関する
こと。
⑿所掌の事務に関する休日及び夜間の緊急連絡事務に関する
こと（東部建設事務所に限る。
）。

森林整備事務所（２）
⑴森林の保護及び育成に係る調査，計画及び工事の施行に関
すること（建設局防災課六甲保全係の所管に属するものを
除く。
）
。
⑵再度公園，外国人墓地その他自然公園施設等の設計，工事
の施行及び維持管理に関すること。
⑶六甲山系におけるハイキングコースの維持補修に関するこ
と。
⑷市有林の維持管理に係る作業に関すること。
⑸松くい虫，カシノナガキクイムシその他の森林病害虫の防
除に関すること。
⑹山麓の電飾の維持管理に関すること。
⑺市有林に係る不動産の管理に関すること。
⑻再度公園の使用及び占用の許可に関すること（建設局公園
部管理課管理係の所管に属するものを除く。
）
。
⑼神戸市立外国人墓地の使用の許可に関すること。
⑽前各号に掲げる事務に係る関係機関との連絡及び調整に関
すること。

＜安全推進係＞
⑴安全なまちづくりの推進等に係る区役所との連絡及び調整
に関すること。
⑵宅地造成工事の許可，検査，規制，指導その他これらに付
随するものに関すること（建設局防災課の所管に属するも
のを除く。
）
。
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（宅地造成工事規制
区域の区域内の擁壁に係るものに限る。
）
。
⑷既成宅地の保全に関すること。
⑸道路，河川等の巡視及び不法占用対策に関すること（管理
係の所管に属するものを除く。
）。
⑹道路，溝渠及び河川の維持及び補修に関すること。
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⑺道路，溝渠，公園及び河川の維持作業及び補修作業に関す
ること（公園緑地係の所管に属するものを除く。
）
。
⑻道路の美化等に関すること。
⑼私道の整備に関する指導及び検査に関すること。
⑽道路の使用及び占用の許可，指導及び検査並びに溝渠の使
用の許可に関すること。
⑾道路法第 24 条に規定する承認等（公園緑地係の所管に属す
るものを除く。
）に関する指導，検査及び工事の調整に関す
ること。
⑿道路照明灯及び街路灯の管理の計画，維持及び補修その他
の技術的事項に関すること（管理係の所管に属するものを
除く。
）
。
⒀道路事業，街路事業及び河川事業の調査，設計及び工事の
施行に関すること。
⒁治山砂防事業及び都市計画事業の工事の施行に関するこ
と。
⒂道路及び河川の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関
すること。
⒃前各号に掲げるもののほか，土木工事に関すること。

⑾所掌の事務に関する工事用機材等の調達及び管理に関する
こと。
＜安全推進係＞
⑴安全なまちづくりの推進等に係る区役所との連絡及び調整
に関すること。
⑵宅地造成工事の許可，検査，規制，指導その他これらに付
随するものに関すること（建設局防災課の所管に属するも
のを除く。
）
。
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（宅地造成工事規制
区域の区域内の擁壁に係るものに限る。
）
。
⑷既成宅地の保全に関すること。
⑸道路，溝渠及び河川の維持及び補修に関すること。
⑹道路，溝渠，公園及び河川の維持作業及び補修作業に関す
ること（公園緑地係の所管に属するものを除く。
）
。
⑺道路の美化等に関すること。
⑻私道の整備に関する指導及び検査に関すること。
⑼道路の使用及び占用の許可，指導及び検査並びに溝渠の使
用の許可に関すること。
⑽道路法第 24 条に規定する承認等（公園緑地係の所管に属す
るものを除く。
）に関する指導，検査及び工事の調整に関す
ること。
⑾道路照明灯及び街路灯の管理の計画，維持，補修その他の
技術的事項に関すること（管理係の所管に属するものを除
く。
）
。
⑿道路事業，街路事業及び河川事業の調査，設計及び工事の
施行に関すること。
⒀治山砂防事業及び都市計画事業の工事の施行に関するこ
と。
⒁道路及び河川の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関
すること。
⒂前各号に掲げるもののほか，土木工事に関すること。

＜公園緑地係＞
⑴公園緑地の工事の調査，設計及び施行（建設局公園部整備
課の所管に属するものを除く。
）に関すること。
⑵街路樹及び緑地帯の工事の調査，設計及び施行に関するこ
と。
⑶公園緑地，街路樹等の保全及び管理の設計及び施行に関す
ること。
⑷公園緑地の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関する
こと。
⑸市民公園の施設の助成に関すること。
⑹公園，花壇，街路樹，緑地帯等の維持及び管理に関するこ
と（安全推進係の所管に属するものを除く。
）
。
⑺公園等の巡視及び不法占用対策に関すること（管理係の所
管に属するものを除く。
）
。
⑻まちの美緑花ボランティア，市民花壇，市民の木等の育成
及び技術の指導に関すること。
⑼都市公園の使用及び占用に関する指導及び検査に関するこ
と。
⑽道路法第 24 条に規定する承認（街路樹に係る工事又は街路
樹の維持に係るものに限る。
）に関する指導，検査及び工事
の調整に関すること。

建設事務所（１）

（北・垂水・西）

＜管理係＞
⑴建設事務所の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善
に関すること。
⑵所掌の事務に関する市民からの要望の処理に関すること。
⑶道路愛護団体，河川愛護団体，まちの美緑花ボランティア
等に関すること。
⑷私道の整備の助成に関すること。
⑸都市公園の使用及び占用の許可（建設局公園部管理課管理
係の所管に属するものを除く。
）に関すること。
⑹道路，河川，公園等の巡視及び不法占用対策に関すること。
⑺地域住民等との道路の美化に関する連絡及び調整に関する
こと。
⑻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（道路の通行に支障
のある雑草及び立木に係るものに限る。
）
。
⑼自転車駐車場及び放置された自転車等の保管場所の管理等
放置自転車対策に関すること。
⑽道路照明灯及び街路灯の管理に係る事務に関すること（安
全推進係の所管に属するものを除く。
）
。
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＜公園緑地係＞
⑴公園緑地の工事の調査，設計及び施行（建設局公園部整備
課の所管に属するものを除く。
）に関すること。
⑵街路樹及び緑地帯の工事の調査，設計及び施行に関するこ
と。
⑶公園緑地，街路樹等の保全及び管理の設計及び施行に関す
ること。
⑷公園緑地の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関する
こと。
⑸市民公園の施設の助成に関すること。
⑹公園，花壇，街路樹，緑地帯等の維持及び管理に関するこ
と（安全推進係の所管に属するものを除く。
）
。
⑺まちの美緑花ボランティア，市民花壇，市民の木等の育成
及び技術の指導に関すること。
⑻都市公園の使用及び占用に関する指導及び検査に関するこ
と。
⑼道路法第 24 条に規定する承認（街路樹に係る工事又は街路
樹の維持に係るものに限る。
）に関する指導，検査及び工事
の調整に関すること。

東水環境センター（１）
管理課
＜サービス係＞
⑴水環境センターの庶務並びに水環境センター内の事務の連
絡，調整及び改善に関すること。
⑵下水道の利用及び普及に関する相談，啓発及び指導に関す
ること。

建設局
⑶汚水幹枝線，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠」と
いう。
）の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及び
管理に関すること（保全係の所管に属するものを除く。
）
。
⑷汚水枝線の工事の申請の受付に関すること。
⑸下水管渠の悪質な排水の調査及び指導に関すること。
⑹下水道事業に係る資産の維持及び管理に関すること。

び管理に関すること（サービス係の所管に属するものを除
く。
）
。
⑷所管する下水処理場等の小規模な土木工事の調査，設計及
び検査に関すること。
⑸下水処理場等の土木工事の施行に関すること。
⑹下水処理場等の土木施設の保守及び修繕の調査，設計，施
行及び検査に関すること。
⑺下水管渠(きょ)及び下水処理場等の土木施設の災害復旧に
関すること。

＜保全係＞
⑴下水管渠等の工事の調査，設計及び検査に関すること（建
設局下水道部管路課設計係及び雨水係の所管に属するもの
を除く。
）
。
⑵下水管渠等の工事の施行に関すること。
⑶下水管渠の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及
び管理に関すること（サービス係の所管に属するものを除
く。
）
。
⑷所管する下水処理場等の小規模な土木工事の調査，設計及
び検査に関すること。
⑸下水処理場等の土木工事の施行に関すること。
⑹下水処理場等の土木施設の保守及び修繕の調査，設計，施
行及び検査に関すること。
⑺下水管渠(きょ)及び下水処理場等の土木施設の災害復旧に
関すること。

＜北下水道係＞（北区の区域に係るものに限る。
）
⑴下水道の利用及び普及に関する相談，啓発及び指導に関す
ること。
⑵汚水幹枝線，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠」と
いう。
）の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及び
管理に関すること（保全係の所管に属するものを除く。
）
。
⑶汚水枝線の工事の申請の受付に関すること。
⑷下水管渠の悪質な排水の調査及び指導に関すること。
⑸下水道事業に係る資産の維持及び管理に関すること。
⑹下水管渠等の工事の調査，設計及び検査に関すること（建
設局下水道部管路課設計係及び雨水係の所管に属するもの
を除く。
）
。
⑺下水管渠等の工事の施行に関すること。
⑻下水管渠の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及
び管理に関すること（サービス係の所管に属するものを除
く。
）
。
⑼所管する下水処理場等の小規模な土木工事の調査，設計及
び検査に関すること。
⑽下水処理場等の土木工事の施行に関すること。
⑾下水処理場等の土木施設の保守及び修繕の調査，設計，施
行及び検査に関すること。
⑿下水管渠(きょ)及び下水処理場等の土木施設の災害復旧に
関すること。

施設課
＜施設係＞
⑴下水処理場等の設備工事の調査，設計，施行及び検査（建
設局下水道部施設課設備係の所管に属するものを除く。
）に
関すること。
⑵下水処理場等の設備の保守及び修繕の調査，設計，施行及
び検査に関すること。
⑶下水処理場等その他の施設の保全に付随する業務に関する
こと。
＜水環境係＞
⑴下水の排除及び処理に関すること。
⑵汚泥等の処理に関すること。
⑶下水処理場等その他の施設の運転及び保全に付随する業務
に関すること。
⑷汚泥焼却施設等の運転の監理及び施設整備に関すること。
⑸水リサイクル施設の運転及び施設整備に関すること。

施設課
＜施設係、水環境第１係及び水環境第２係＞
⑴下水処理場等の設備工事の調査，設計，施行及び検査（建
設局下水道部施設課設備係の所管に属するものを除く。
）に
関すること（施設係及び水環境第２係に限る。
）
。
⑵下水処理場等の設備の保守及び修繕の調査，設計，施行及
び検査に関すること（施設係及び水環境第２係に限る。
）。
⑶下水処理場等その他の施設の保全に付随する業務に関する
こと（施設係及び水環境第２係に限る。
）
。
⑷下水の排除及び処理に関すること（水環境第１係及び水環
境第２係に限る。
）
。
⑸汚泥等の処理に関すること（水環境第１係及び水環境第２
係に限る。
）
。
⑹下水処理場等その他の施設の運転及び保全に付随する業務
に関すること（水環境第１係及び水環境第２係に限る。
）
。
⑺し尿の処理に関すること（水環境第１係に限る。
）
。
〔係別分掌事務は，建設局長が定める。
〕

中央水環境センター（１）
管理課
＜サービス係＞
⑴水環境センターの庶務並びに水環境センター内の事務の連
絡，調整及び改善に関すること。
⑵下水道の利用及び普及に関する相談，啓発及び指導に関す
ること。
⑶汚水幹枝線，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠」と
いう。
）の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及び
管理に関すること（保全係の所管に属するものを除く。
）
。
⑷汚水枝線の工事の申請の受付に関すること。
⑸下水管渠の悪質な排水の調査及び指導に関すること。
⑹下水道事業に係る資産の維持及び管理に関すること。

西水環境センター（１）
管理課
＜サービス係＞
⑴水環境センターの庶務並びに水環境センター内の事務の連
絡，調整及び改善に関すること。
⑵下水道の利用及び普及に関する相談，啓発及び指導に関す
ること。
⑶汚水幹枝線，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠」と
いう。
）の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及び

＜保全係＞（北下水道係の所管に属するものを除く。
）
⑴下水管渠等の工事の調査，設計及び検査に関すること（建
設局下水道部管路課設計係及び雨水係の所管に属するもの
を除く。
）
。
⑵下水管渠等の工事の施行に関すること。
⑶下水管渠の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及
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建設局
管理に関すること（保全係の所管に属するものを除く。
）
。
⑷汚水枝線の工事の申請の受付に関すること。
⑸下水管渠の悪質な排水の調査及び指導に関すること。
⑹下水道事業に係る資産の維持及び管理に関すること。
＜保全係＞
⑴下水管渠等の工事の調査，設計及び検査に関すること（建
設局下水道部管路課設計係及び雨水係の所管に属するもの
を除く。
）
。
⑵下水管渠等の工事の施行に関すること。
⑶下水管渠の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及
び管理に関すること（サービス係の所管に属するものを除
く。
）
。
⑷所管する下水処理場等の小規模な土木工事の調査，設計及
び検査に関すること。
⑸下水処理場等の土木工事の施行に関すること。
⑹下水処理場等の土木施設の保守及び修繕の調査，設計，施
行及び検査に関すること。
⑺下水管渠(きょ)及び下水処理場等の土木施設の災害復旧に
関すること。
＜施設係＞（西区の区域に係るものを除く。
）
⑴下水処理場等の設備工事の調査，設計，施行及び検査（建
設局下水道部施設課設備係の所管に属するものを除く。
）に
関すること。
⑵下水処理場等の設備の保守及び修繕の調査，設計，施行及
び検査に関すること。
⑶下水処理場等その他の施設の保全に付随する業務に関する
こと。
＜水環境係＞（西区の区域に係るものを除く。
）
⑴下水の排除及び処理に関すること。
⑵汚泥等の処理に関すること。
⑶下水処理場等その他の施設の運転及び保全に付随する業務
に関すること。

西神施設課
＜施設係＞（西区の区域に係るものに限る。
）
⑴課の庶務に関すること（管理課サービス係の所管に属する
ものを除く。
）
。
⑵下水処理場等の設備工事の調査，設計，施行及び検査（建
設局下水道部施設課設備係の所管に属するものを除く。
）に
関すること。
⑶下水処理場等の設備の保守及び修繕の調査，設計，施行及
び検査に関すること。
⑷下水処理場等その他の施設の保全に付随する業務に関する
こと。
＜水環境係＞（西区の区域に係るものに限る。
）
⑴下水の排除及び処理に関すること。
⑵汚泥等の処理に関すること。
⑶下水処理場等その他の施設の運転及び保全に付随する業務
に関すること。
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令和２年度 主要事業の概要

１．災害に強い都市づくり （防災課，道路工務課）
大雨や集中豪雨等により市内各地で災害が発生していることから，土砂災害による第三
者被害を防ぐため，崩壊土砂や危険擁壁の撤去等，応急対策費用の一部を助成する，危険
がけ応急対策助成を引き続き実施するとともに，土砂災害警戒区域を含む市有地において
斜面対策事業を行う。六甲山エリアを中心とした道路防災対策を引き続き実施するととも
に，雨量規制による通行止め等の課題がある国道 428 号（箕谷北）の抜本的な改良を進め，
自然災害に強い道路ネットワークの確保を目指す。
平成 28 年度から兵庫県が指定を進めているレッドゾーン（土砂災害特別警戒区域）につ
いては，市民への広報・啓発を行うとともに，既存不適格住宅等に対する移転・改修支援
制度についても周知に努める。
令和元年 12 月に策定した「神戸市無電柱化推進計画」に基づき,これまで以上に無電柱
化事業を推進する。

２．良好な河川環境の創造 （河川課）
まちの治水安全度を高めるため，櫨谷川等において都市基盤河川改修事業を引き続き実
施するとともに，河川改修に貯留施設の活用を含め，鎌ヶ谷川等において準用・普通河川
改修事業を実施する。
また，予防保全の観点から災害を未然に防止するため，より的確な維持修繕が図れるよ
う河川管理施設の点検及び健全度の評価を行い，老朽化による損傷等を早期に発見・修繕
する。
生田川については，新神戸駅前広場再整備事業と連携し，市民や観光客に親しまれる親
水空間の整備を進める。

３．六甲山森林整備戦略 （防災課）
六甲山を緑豊かな美しい森として次世代に引き継ぐため，「六甲山森林整備戦略」に基
づき，私有林を含めた六甲山全体の森林整備や発生材の活用など総合的な事業を展開する。
災害に強い森づくりを進めるため，市有林の整備と県民緑税事業等を活用した私有林の
整備を促進する。また，新たに創設される CO2 削減等を目的とした森林環境譲与税を活用
し，「こうべ都市山再生事業」を推進する。
さらに，兵庫県や（公財）神戸市公園緑化協会との連携により，公共施設を中心に内装
材などへの発生材の利活用を進めていくとともに，職員の意識啓発を行うなど，森林資源
を活用した六甲山ブランドの確立につなげていく。
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４．道路・橋梁・トンネルの安全対策 （道路工務課）
橋梁・トンネルについては，道路法に基づく定期点検を実施し，発見された損傷箇所を
計画的に修繕するメンテナンスサイクルを確立し，効率的・効果的に維持管理を行ってい
く。また，緊急輸送道路において，橋梁の耐震化を進めるとともに，路面下空洞調査を計
画的に実施し発見した空洞を速やかに補修する。

５．道路附属物等の計画的な更新 （道路工務課）
将来のインフラ維持管理コストを低減させ，限られた財源の有効活用を図るため，道路
案内標識の配置の再検討を実施する。
また，平成 30 年度でＬＥＤ化を完了している 100Ｗ以上の道路照明灯に引き続き，一般
街路灯についても，令和２年度から賃貸借事業を活用して本格的にＬＥＤ化を進める。

６．公園リノベーション事業 （公園部管理課・計画課・整備課）
公園をとりまく社会情勢の変化や市民の多様なニーズに対応するため，子育て世代が親
子で楽しめる公園を「子どもの遊び場拠点」，若者から高齢者までが健康づくりを行える公
園を「健康づくりをサポートする公園」として，拠点公園の整備を進める。また，公園の
トイレを誰もが安心して利用できるように，バリアフリー化や洋式化等を行う「公園トイ
レチェンジアクション」を推進するとともに，開園から 30 年以上経過し施設が老朽化して
いるしあわせの村トリム園地の再整備を進める。
また，新神戸駅前広場再整備事業と連携して，生田川公園の再整備の検討を行うととも
に，Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等の公民連携事業のさらなる導入や，地域特性を活かした公園の転
活用を進める。

７．公園緑地施設の計画的な更新 （公園部整備課）
公園緑地の安全を維持しつつ将来の公園管理コストを低減するため，老朽化した遊具や，
体育館等の公園施設の計画的な改築更新を，公園施設長寿命化計画に基づき推進するとと
もに，利用の少ない施設や不要な植栽の撤去を進める。
また，街路樹については，危険木等の撤去や樹種転換を進める街路樹再整備を推進する。

８．異常高温対策 （公園部管理課）
夏季の異常高温対策として，体感温度を下げるため，東遊園地等の人が集まる公園にお
いて，飾花・装飾したミスト装置を設置するフラワークールスポットの整備を進める。
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９．浸水対策 （河川課，下水道部経営管理課・計画課・管路課）
台風による高潮位が原因で浸水被害が発生した神戸駅周辺地区において，ポンプ場及び
雨水幹線の整備等の浸水対策を推進する。ポンプ場等の整備については設計施工一括方式
（ＤＢ方式）を採用し，事業者決定に向けた手続きを進める。
また，平成 30 年台風 21 号で高潮被害が発生した天神川について，兵庫県が策定する「兵
庫県高潮対策 10 箇年計画（仮称）」の内容を踏まえ，必要な恒久対策の検討を行う。
さらに，高潮時に内水圧がかかる雨水幹線のうち構造強化などが必要な箇所や，西河原
地区（西区）など特に浸水の危険性の高い低地盤地区において，引き続き必要な対策を実
施する。

10．西部処理場北系整備 （下水道部施設課）
昭和 40 年に供用を開始した西部処理場は，耐用年数である 50 年を経過し，施設の老朽
化が進み，耐震性能が不足していることから，西部処理場１系の代替施設となる北系水処
理施設等の築造工事を実施する。

11．魚崎ポンプ場改築更新 （下水道部施設課）
昭和 37 年に供用を開始した魚崎ポンプ場は，耐用年数である 50 年を経過し，また，阪
神・淡路大震災により，躯体の劣化が著しく，耐震性能が不足していることから，改築更
新を実施する。
改築更新については，設計施工一括発注方式（ＤＢ方式）を採用し，現ポンプ場を供用
しながら段階的に新ポンプ場に切り替え，令和 14 年度までの建設を目指す。

12．ポートアイランド処理場改築更新 （下水道部経営管理課）
昭和 55 年に供用を開始したポートアイランド処理場は，施設の老朽化が進み，耐震性能
が不足していることから民間活力を導入した改築及び維持管理の一括発注（ＤＢО方式）
を行う。令和２年度は，事業者決定に向けた手続きを進める。

13．東灘処理場汚泥処理施設への民間活力導入 （下水道部経営管理課）
東灘処理場では，汚泥脱水機等が順次耐用年数を超過するため，今後は計画的な改築が
必要となる。また，都市ガス導管注入事業は実証期間が終了することから，新たな消化ガ
ス有効利用を開始する必要がある。汚泥脱水機や消化ガス活用設備等を含む汚泥処理施設
の改築及びそれらの維持管理を進めるにあたっては，民間活力を導入し，より最適な運用
を図る。令和２年度は，令和３年度の事業者決定に向けた手続きを進める。
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14．下水処理場におけるＩＣＴ活用の推進 （下水道部施設課，西水環境センター管理課）
下水処理場の維持管理業務の大きなウェイトを占める日常点検等の現場作業について，
クラウドサービスやタブレットを用いて業務の効率化を図るため，垂水処理場において処
理場地下部分の通信インフラ整備や，タブレット・点検システムの調達を行う。

15．リノベーション・神戸 （道路計画課，道路工務課，駅前魅力創造課，公園部整備課）
「まちの顔」である駅前広場を魅力ある駅前空間へリニューアルすることで，まちの魅
力アップを目指す。
西神中央駅周辺では，西区新庁舎周辺道路を整備するとともに，植栽のリニューアルや
ライトアップ等を実施する。垂水駅周辺については，一般車ロータリー，立体駐輪場整備
や植栽リニューアル等の設計を行う。
また，谷上駅周辺においては，北神急行の市営化に伴う交通需要の変化に対応するため,
神戸三田線（皆森～谷上駅前）の渋滞解消に向けた対策を進める。
さらに，市の玄関口となる神戸駅周辺や，兵庫駅，伊川谷駅周辺においても駅前空間の
高質化を検討するとともに，植栽のリニューアルやライトアップを行う。

16．便利で快適な移動を支える自転車施策の総合的な推進 （道路計画課，道路工務課）
自転車と歩行者の双方に安全で快適な道路空間を創出し，街の安全と魅力向上を図ると
ともに，市民の身近な交通手段である自転車の活用による地域課題の解決を図る。
駐輪場の環境改善として，増設・改修などの整備に加え，「明るいまち」の実現に向け，
全市営駐輪場の照明のＬＥＤ化を実施する。また，子ども料金の新規導入や，学割制度の
大学生への拡大，電子マネー利用の試験導入により，より利用しやすい駐輪場を目指す。
また，引き続き駐輪場における子育て支援として，未就学児の子育て世帯を対象に駐輪
場使用料の減額を行うとともに，チャイルドシート付自転車等がとめやすいよう幅の広い
駐輪エリア（ママフレエリア）を整備する。
自転車走行空間については，東灘芦屋線等において自転車道等を整備し，安全快適な走
行環境の創出を図る。さらに，リニューアルを行った神出山田自転車道において，サイク
ルイベントの開催など継続的な利活用に向けた取り組みを実施する。

17．道路ネットワークの整備 （道路計画課，道路工務課）
都市の円滑な交通を支えるとともに，良好な市街地の形成を図るため，安全で快適な都
市生活と機能的な都市活動の基盤となる道路ネットワークとして，神戸三田線や明石木見
線等の整備を推進する。
また，慢性的な渋滞が発生している小束山６丁目交差点や商大線（高丸），神戸三木線（西
盛口）において，渋滞解消に向けた対策を推進する。
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18．質の高い道路空間づくり （道路工務課，公園部整備課）
若年層や高齢者等誰もが暮らしやすく，また国内外から様々な人々が訪れ交流する街と
するため，都心部や市内各地の坂道，医療・福祉施設等周辺の経路においてベンチや手す
りを設置する。
みどりと彫刻の道（神戸駅～文化ホール）においては，アートの活用による公共空間の
リニューアルとして，植栽のリニューアルやライトアップを実施する。
また，和田岬から新たに建設される総合児童センターまでのアクセス性を向上させるた
め，兵庫津のみちの再整備を行う。さらに，夜間の安全性を確保し，エリア全体での回遊
性の向上や賑わいの創出を図るために，兵庫津にある橋梁のライトアップを実施する。
ＨＡＴ神戸において，東部新都心東西線の道路照明施設を夜間景観に配慮し，整備を行
う。

19．六甲山・摩耶山の活性化 （道路工務課，公園部森林整備事務所）
自然散策など歩行者の快適な回遊性確保のため，明石神戸宝塚線の歩道整備を進める。
また，観光客やハイカーの利便性の向上を図るため，ハイキング道の案内板や解説板等
の整備を行う。
さらに，摩耶山エリアにおいては，民間事業者の計画に合わせ掬星台園地や散策路の再
整備計画を策定するとともに，老朽化したベンチ等の再整備を行う。

20．海浜公園の再整備 （公園部整備課）
須磨海浜公園エリア全体が，家族連れをはじめとする市民や観光客等の多様な人でにぎ
わうよう，Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度による民間の資金とノウハウを活かした水族園及び海浜
公園の再整備を推進する。

21．動物園の魅力向上 （王子動物園）
ジャイアントパンダの受け入れについて中国側と協議を進めていくとともに，ジャガー
を海外から受け入れ，希少動物の種の保存に取り組む。
また，令和３年３月 21 日に開園 70 周年を迎えるにあたり，王子動物園の更なる活性化
を図るため，記念事業を行う。
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22．都心三宮・ウォーターフロントの再整備 （道路計画課，道路工務課）
都心の新たな憩いとにぎわいの創出を図るため，さんきたアモーレ広場及びサンキタ通
り，鯉川筋を歩行者優先の魅力的な道路空間へ再整備するとともに，三宮中央通り地下通
路の美装化に向けた設計を行う。
また，歩行者の移動円滑化や回遊性の向上を図るため，三宮中央歩道橋へエスカレータ
ーを設置するとともに，税関前歩道橋のリニューアルや弁天町交差点デッキの改良に向け
た設計を行う。
さらに，都心の交通拠点への重要な南北動線である生田川右岸線の機能強化として，車
線数の増加や交差点改良を進める。

23．広域幹線道路（大阪湾岸道路西伸部など）の整備促進 （湾岸・広域幹線道路本部推進課）
阪神高速神戸線や第二神明道路の慢性的な渋滞を解消し，企業集積や観光振興など企業
活動の活性化等により，神戸さらには関西全体の経済を発展させるため，ミッシングリン
クとなっている大阪湾岸道路西伸部や神戸西バイパスなどの整備を促進する。

24．東遊園地再整備・活性化 （公園部管理課・整備課）
都心の活性化や都心ウォーターフロントへの回遊性向上を図るため，再整備のための設
計を行うとともに，Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を活用した民間事業者によるにぎわい拠点施設
の整備を進める。
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