
平成 31年 3月 31日 

「垂水駅周辺エリアにおける公共・公益施設の再配置」に関する 

主な質問とその回答 

 

 

平成 31年３月７日（木曜）、９日（土曜）に開催した説明会と３月 22日（金曜）まで垂

水区のホームページに寄せられたご質問・ご意見につきまして、主な質問とその回答をま

とめたものです。合計で 170件のご質問・ご意見をいただきました。 

 

 

【再配置全体】 

 

１．中核的な医療機関や新たな体育館、地域子育て支援拠点などの整備が示されているが、

具体的なスケジュールを教えてほしい。 

 

（回答） 

今回の再配置はそれぞれの機能が途切れることなく継続利用できるように順番に整備

していく予定です。まず新たな体育館を平成 34 年度の供用開始を目指して整備します。

新体育館の供用開始次第、中核的医療機関及び子育て支援拠点の整備に取りかかり、中

核的医療機関は平成 36 年度、子育て支援拠点は平成 34 年度中の供用開始を目指してい

ます。また垂水小学校は敷地内で建て替えを行うため、全面供用開始が平成 37年度まで

かかる見込みです。 

 

 

【垂水体育館】 

 

２．新たな体育館の運営方法について、具体的な内容を教えてほしい。 

 

（回答） 

現在、垂水区をはじめとして各体育館は、利用料金や営業時間など基本的な事項は神

戸市で定め、民間事業者の力を活用しながら住民サービスの向上等を図るため、指定管

理者制度を導入しています。新たな体育館もこれまでと同様に指定管理者による施設管

理・運営とする予定ですが、これまでの運営から大きく条件を変えることは考えていま

せん。 
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３．体育館の建て替えにあたって、利用できない期間がないようにしてほしい。 

 

（回答） 

今回の再配置はそれぞれの機能が途切れることなく継続利用できるように順番に整備

していく予定としています。新体育館の供用開始と同時に旧体育館を廃止しますので、

利用できない期間が無いように取り組んでいきます。 

 

 

４．新しい体育館は現在の体育館や勤労市民センターの体育室と比べてどれくらいの規模

になるのか。現在利用している人がこれまでどおり利用できるようにしてほしい。施設

としても会議室なども必要になると思う。 

 

（回答） 

新しい体育館では現在の体育館と勤労市民センターの体育室の両方を合わせたものよ

りも大きな延べ床面積を確保し、現在できていることが全てできるよう整備していきま

す。また保育室や授乳室、会議室等も備えるように考えています。 

 

 

５．新たな体育館の利用料金はどのようになるのか。現在の利用料金を維持してほしい。 

 

（回答） 

現在と同程度となるように考えています。ただし、新たに空調機能を整備する予定と

しており、空調の使用については追加料金が発生します。 

 

 

６．廃止された小学校等を利用し、体育館等を整備すればよいのではないか。 

 

（回答） 

小学校等の跡地利用については、地域の皆様方の声を聞くとともに行政ニーズを踏ま

えて、全庁的に検討し、方向性を決めています。 

 

 

７．新たに体育館が整備される予定の平磯までは、駅から近いとはいえ少し不便になると

感じている。アクセスを改善してほしい。 
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（回答） 

課題があることは十分認識しており、アクセスを改善していく必要があると考えてい

ます。平成 34年度の供用開始にむけ、今後、具体的に検討していきます。 

 

 

８．新しい体育館における災害時の対応はどのようになっているのか。特に想定外の地震

による津波対策など安全面はどのように考えているのか。 

 

（回答） 

移転予定地となっている平磯は南海トラフ大地震（1000 年に一度程度の発生の想定）

でも、津波高は 2.6ｍの想定となっています。これに対し護岸は 7.5ｍ、地盤も 8ｍ程度

あり、浸水想定地域とはなっていません。ただし、避難誘導等この地域に合った避難の

あり方を検討していきます。 

 

 

９．現在の体育館は避難所になっている。移転後、災害時の避難所はどうなるのか。 

 

（回答） 

垂水小学校区にお住まいの方々には、最寄の避難所として垂水体育館のほかに、垂水

小学校、垂水年金会館をご案内しています。災害時における避難所は大変重要ですので、

垂水体育館が避難所として利用できなくなる際には、混乱のないように近隣の避難所に

ついて周知を図っていきます。 

 

 

【中核的医療機関】 

 

10．垂水養護学校跡地に中核的医療施設を整備する理由はなにか。 

 

（回答） 

垂水区内には産科・小児科病床を持つ病院がないことから、垂水体育館・垂水養護学

校跡地に産科・小児救急を含む急性期医療を担う中核的な医療施設を配置することで医

療体制の充実を図りたいと考えています。 
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11．近隣の病院で小児科や産科が閉科したこともあり、中核的な医療機関を整備するにあ

たって、同じことが起こらないように、継続して医療を提供できる方策をどのように考え

ているのか。 

 

（回答） 

医療機関との間で協定を結び、将来に渡って小児科等の医療を継続して提供すること

を約束してもらうなど、医療の継続が担保できるようにしていきます。 

 

 

12．小児科・産科はあるが、高齢者医療をはじめとするその他の科目についてはどのよう

に考えているのか。 

 

（回答） 

中核的医療機関は総合病院を想定しており、全ての世代が安心して利用できる医療を

提供することになります。新しい病院が整備されることにより、入院施設等の充実にも

つながると考えています。 

 

 

13．中核的な医療機関とはどのような病院を想定しているのか。新たな病院を整備するの

か、それとも既存の病院が移転するのか。具体的な協議などが進められているのか。 

 

（回答） 

神戸市内で新たな病床を増やすことは医療法により規制されています。このような中、

産科・小児科の実施や医師会の同意など、本市が定めた条件を満たすことを条件として、

区内の神戸徳洲会病院から移転の要望を受けており、現在、病院整備に向けて具体的な

協議を進めているところです。 

 

 

14． 24時間体制の病院を整備してもらいたい。 

 

（回答） 

神戸市の救急医療体制については、軽症の患者については、神戸市医師会が運営する

急病診療所等で対応し、入院が必要な患者については、市内全体で輪番体制を組み、夜

間・休日における救急当番病院を確保しているところです。そのため、当番病院が垂水

区内の医療機関とならない場合もありますが、市内全体として救急医療体制は確保して

いますので、ご理解とご協力をお願いします。 
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15．中核的医療機関の周辺にあんしんすこやかセンターを新設してほしい。 

 

（回答） 

あんしんすこやかセンターの圏域については、概ね中学校区の規模で市内を 78圏域に

分け、面積や人口の他、交通機関、医療・介護に関する社会資源の配置状況や地域性等

を総合的に勘案し、設定しています。センターの運営は公募により選定した民間法人が

行っており、垂水区には現在 9 センターがあります。垂水駅周辺エリアは平磯あんしん

すこやかセンターが担当していますが、本圏域は高齢者人口が比較的少なく、相談対応

件数からみても対応の有余があるため、現時点ではセンターの新設は難しいと考えてお

ります。ご遠方の方にはご不便をおかけしますが、相談への対応は来所だけでなく、電

話や訪問でも行っており、必要に応じて医療機関との連携も行っておりますので、ご理

解いただきますようお願いします。 

 

 

16．病院の敷地内に市民が集会で使えるような場所（コミュニティスペース等）や緑地を

整備してほしい。 

 

（回答） 

新しい病院の整備計画がまだ出来ていないため、ご要望があったことを病院側にお伝

えさせていただきます。 

 

 

【垂水小学校】 

 

17．垂水小学校を現地で建て替えるということだが、どのような整備を考えているのか。

また、併設されている教育相談所などの施設はどうなるのか。 

 

（回答） 

垂水小学校の既存校舎は、老朽化が進んでおり、校舎等の建て替えを行い、駅前の民

間再開発事業以外の住宅供給も見込んで、必要な教室数を確保するとともに、校内のバ

リアフリー化、狭い講堂を体育館へ整備することや、校舎・プール等の集約化により運

動場を拡張することなどで、教育環境の改善を図っていきたいと考えています。その際

には、既存の教育相談所、通級指導教室、開放教室などについても、併せて整備したい

と考えています。 

また、現地で学校運営しながらの建て替えを計画しており、工事中はご不便、ご迷惑

をお掛けします。その際には、できる限り運動場を確保するよう工夫していきたいと考
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えています。なお、工事中にあっても、教育相談所、通級指導教室、開放教室などにつ

いて確保できるよう計画しています。 

 

 

18．垂水小学校の校区変更を考えてはどうか。 

 

（回答） 

垂水小学校の周辺校については、近年児童数が増えており、教室を確保するため、霞

ヶ丘小学校と千鳥が丘小学校は暫定（仮設）校舎を設置しています。今後の児童数の見

込みを考えると、各小学校とも余裕教室がほとんどなく、校区変更による児童の受け入

れは困難な状況です。 

 

 

19．垂水小学校建替え工事中に災害が起きた時の避難所はどこになるのか。 

 

（回答） 

建て替え工事中も避難場所として想定しています。 

 

 

【地域子育て支援拠点】 

 

20．地域子育て支援拠点とは具体的にどのような施設を考えているのか。障害のある子ど

も達も一緒に遊べる施設としてほしい。 

 

（回答） 

平成 34 年度中の開設を目指しており、少し時間もあることから、近隣の類似施設の設

置状況や区民の皆様方からのご意見・ご要望を踏まえながら施設内容を検討していきた

いと考えています。 

 

 

21．垂水駅前は待機児童も多くなっている。新たな保育所の整備は考えているのか。 

 

（回答） 

平成 31 年度は全市で 1,200人の定員増を目指して取り組んでいきます。垂水駅前につ

きましても人口増加の状況等を注視しながら、必要な受け皿確保に取り組んでいきます。 
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22．垂水小学校の児童数が増加することに伴い、学童保育児童も増えているため、学童保

育についても考えてほしい。 

 

（回答） 

垂水小学校の児童数の増加をふまえ、学童保育の需要を満たす場所の確保も必要と考

えています。今後、地域子育て支援拠点の整備と合わせて検討を進めていきます。 

 

 

23．垂水区には病児保育施設がないので、病児保育施設の整備をお願いしたい。 

 

（回答） 

現在、垂水駅近くの医療機関と調整を行っており、早期に新設整備ができるよう尽力

してまいります。 

 

 

24．垂水区北部エリアに子育て支援拠点を整備する計画はないのか。 

 

（回答） 

現在のところ、垂水区北部地域に子育て支援拠点を整備する計画はありませんが、垂

水区にお住まいの皆さんが安心して子育てしていただけるよう、引き続き様々な施策を

検討していきます。 

 

 

【その他】 

 

25．中核的医療機関の整備や垂水小学校の現地建て替えに関して、交通渋滞や通学路の危

険性などはどのように考えているのか。 

 

（回答） 

垂水駅周辺は歩行者と自動車が混在するなど、交通機能に課題があると考えておりま

す。今後、利用者や人口の増加が見込まれることからも交通機能の検討を引き続き進め

ていきます。 

 

 

26．現在の垂水図書館は小さく蔵書数も少ないので、新たに整備してほしい。 
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（回答） 

垂水図書館は人口に比べて蔵書数が少なく、場所も狭いなど課題があることから、今

回の再配置計画には入っていませんが、引き続き検討していきます。 

 

 

27．区民の意見を聞く場として説明会を継続して開催してほしい。 

 

（回答） 

再配置全体の説明の場は 3 月 7 日及び 9 日の説明会のみとさせていただきます。各施

設の整備にあたっては、周知に努めますとともに、必要に応じて皆様方からのご意見を

伺う説明会等を実施していきます。 

 

 

28．これまで垂水養護学校跡地などに関して様々な要望等を出してきたが、今回示された

公共・公益施設の再配置には区民の意見は反映されているのか。 

 

（回答） 

これまでも地域の方々から様々なご意見・ご要望をいただいてきました。いただいた

ご意見等を踏まえながら検討を進め、今回の再配置計画をお示しさせていただいていま

す。今後も皆様方からのご意見等をいただきながら、取り組んでいきます。 

 

 

29．今回の公共・公益施設の再配置に限らず、ハザードマップ等、垂水区に関する情報を

きちんと広報してほしい。 

 

（回答） 

市政及び区政等に関する情報については、ホームページや広報誌等に掲載するととも

に、公共施設にチラシ等を配架することで、周知に努めてきました。今後も皆様方に必

要な情報が必要なときに届くよう、広報の充実に取り組んでいきます。 

 

 

30．今回示された垂水駅前周辺エリアの公共・公益施設の再配置は都市空間向上計画策定

を前提としたものではないのか。 

 

（回答） 

垂水駅前は神戸市のマスタープランで地域の拠点として位置づけられており、区の中
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心として相応しい機能を整備、維持していきたいと考えています。今回の公共・公益施

設の再配置は都市空間向上計画の議論とは関わりなく、皆様方からの意見も踏まえなが

ら検討、整備を進めてまいります。 

 

 

31．垂水勤労市民センターの体育室は多くの方が利用している。子育てのための施設を入

れるとしているが、利用者の方々に子どものために我慢しろと言っているようなもので

ある。体育室の移転をやめるべき。 

 

（回答） 

いただいたご意見のとおり垂水勤労市民センターの体育室は多くの方々にご利用をい

ただいております。垂水区の様々な課題を解決するため、今回の再配置計画をお示しさ

せていただきました。これまで以上に快適性・利便性の向上を目指し、新しい体育館の

整備に取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

32．駅前で民間再開発が進められているが、例えば交通渋滞をどのように考えているのか。

民間再開発についての説明をお聞きしたい。 

 

（回答） 

駅前の民間再開発事業については、現在、事業者である垂水駅前中央地区市街地再開

発準備組合が事業計画（案）を作成しており、まとまり次第、周辺住民を対象に説明会

等を実施すると聞いています。 

なお、垂水駅前地区の交通には市としても課題があると認識しており、周辺住民と意

見交換を行っています。今後とも民間再開発事業の進捗に合わせ、交通処理など地域の

課題解決に向け検討していきます。 

 

 

33．垂水勤労市民センターを拡充するなど、利用しやすくしてほしい。 

 

（回答） 

垂水勤労市民センターは、区役所並びに図書館と一体の施設として整備されたもので

あり、それぞれが限られたスペースを有効に利用している状況であることから、現状で

は、会議室を増やすなどの拡充は困難な状況にあります。ただ、ご要望はしっかりと認

識した上で、引き続き、より多くの方にご利用いただけるようサービスの向上に努めて

まいります。 
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34．青陽西養護学校の跡地活用については住民の意見をよく聞いてほしい。図書館や障害

者のための施設、養護学校を整備してほしい。 

 

（回答） 

養護学校の跡地利用については、地域の皆様方の声を聞くとともに行政ニーズを踏ま

えて、全庁的に検討し、方向性を決めていきます。 

 

 

35．各地域福祉センターを一部の人しか使えていないように思う。今の運営方法を変わら

ず続ける予定なのか。 

 

（回答） 

地域福祉センターは、地域の実情や課題を踏まえて福祉活動・交流活動を実施してい

ただくため、各種地域団体で構成されている「ふれあいのまちづくり協議会」に管理運

営を委ねており、今後も地域特性を踏まえた運営に努めてまいります。 

  また、地域福祉センターは、ふれあいのまちづくり協議会による活動のほか、さまざ

まな団体・サークルの活動にご利用いただけます。ご利用の際は、ふれあいのまちづく

り協議会にお問い合わせください。 

 

 

36．垂水駅前周辺エリアの課題解決に向けて整備を進めることは良いことだと思う。スピ

ード感を持って取り組むとともに、北部も含めて垂水区全体の活性化に向けても取り組

んでいただきたい。 

 

（回答） 

今回お示しした再配置計画につきましては、スピード感を持って進めていきたいと考

えています。また残された課題につきましても引き続き検討を進めていきます。垂水区

が更なる発展を遂げ、どなたにとってもより暮らしやすく、住みたい住み続けたいまち

となるよう、これからも皆さんとともに取り組んでまいります。 

 

 

これ以外にも公共・公益施設の再配置に限らず、マイナンバーカードの活用やごみ出し

の問題などのご意見を頂戴いたしました。いただいたご意見につきましては関係部署と共

有し、参考とさせていただきます。 

今後とも神戸市の施策につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 
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