
令和３年度
当初予算案
のポイント

神 ⼾ 市



令和３年度 当初予算案

令和３年度予算の基本的な考え⽅

神⼾経済の維持・回復と持続的成⻑
▶ 持続可能な⼤都市経営のための成⻑戦略

海と⼭が育むグローバル貢献都市の実現

コロナ出現前からの課題
▶ ⼈⼝減少
▶ 東京⼀極集中
▶ 少⼦・超⾼齢化

新型コロナウイルス感染症対策
▶ 感染防⽌対策と市⺠・事業者への⽀援

豊かな⾃然とテクノロジーの融合による
withコロナ時代に対応したまちづくり

▶ ⼈にやさしい、あたたかみのある
⽣活スタイルの創造

コロナ出現による社会の変⾰
▶ 感染拡⼤による市⺠･事業者の活動制限
▶ デジタル化の急速な普及
▶ 地⽅回帰や⾃然環境へのニーズの⾼まり
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令和３年度当初予算案のポイント
１

２

３

４

５

PCR検査体制の強化や積極的検査、感染患者の円滑な受⼊れと治療への対応、迅速なワクチン接種、
相談体制の拡充など、新型コロナウイルスの感染防⽌対策と医療提供体制の安定的確保

市⺠の健康づくり、⾼齢者・障害者施策の充実、ひとり親・こども若者ケアラー・コロナ禍に直⾯
する市⺠等への⽀援、防災減災等の国⼟強靭化、避難所の環境整備など、⼈にやさしいまちづくり

ライフステージに合わせた経済的負担の軽減など切れ⽬のない⼦育て⽀援、多⼦世帯・多胎児家庭
への⽀援、学びの環境整備や⼦どもたちの未来を応援する施策など、⼦育て・教育施策の強化

コロナ禍で影響を受けている市内事業者等の経営基盤強化や雇⽤確保、起業・創業⽀援、経済活動
の基盤となるインフラ整備など、神⼾経済の維持・回復と持続的成⻑の実現

各駅周辺のリノベーション、地域特性を⽣かした各エリアの活性化、空家空地対策の推進など都市
の魅⼒向上と、豊かな⾃然環境と進化するテクノロジーの融合によるwithコロナ時代に対応した
⼈間らしい、あたたかみのある⽣活スタイルの創造

電⼦申請の拡充など、DXを活⽤した働き⽅改⾰（業務改⾰）の推進による市⺠サービスの向上６
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予算の規模

新型コロナウイルス感染症対応予算(２⽉補正含む)
感染防⽌対策・医療提供体制の安定的確保 161億円
市⺠への⽀援・新しい⽣活様式への対応 25億円
市内事業者への⽀援 35億円

221億円

伸率（％）

8,704 億円 8,387 億円 317 億円 3.8%

6,535 億円 6,708 億円 △173 億円 △2.6%

3,292 億円 3,497 億円 △205 億円 △5.9%

18,531 億円 18,592 億円 △61 億円 △0.3%

⼀ 般 会 計

特 別 会 計

企 業 会 計

合     計

令和３年度 令和２年度 増 △ 減
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新型コロナウイルス
感染症対策
令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案
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令和３年度 当初予算案

感染拡⼤防⽌対策
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令和３年度 当初予算案

感染拡⼤防⽌対策
新型コロナウイルスワクチンの接種

・２⽉５⽇に神⼾市新型コロナワクチン接種連携本部を発⾜
新

神⼾市、市医師会、市⺠間病院協会、市薬剤師会の連携により
オール神⼾市で円滑なワクチン接種体制を構築
３⽉下旬以降：⾼齢者向け接種券送付（市内 約43万⼈）
４⽉１⽇以降：⾼齢者向け優先接種（個別医療機関・集団接種会場）

6

３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉
⾼齢者への
優先接種

（市内病院・診療所・
集団接種会場）

⼀般市⺠向け

接 種

コールセンターの設置

接種券郵送
予約受付

事前シミュレーション

6



令和３年度 当初予算案 51

PCR検査体制の強化拡

相談体制の充実
・新型コロナウイルス専⽤健康相談窓⼝
・医療従事者等の⼼のケアにかかる電話相談窓⼝
・⾃殺防⽌電話相談窓⼝

継

感染拡⼤防⽌対策

保健所の体制強化
・健康局や各区保健センターを中⼼に保健師等を⼤幅に増員(約40名）
・感染拡⼤の状況に応じ庁内の応援体制を強化

拡

・1⽇最⼤682検体
健康科学研究所、シスメックス検査センター
市内医療機関、医師会検査センター

・健康科学研究職の増員
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令和３年度 当初予算案 51

医療提供体制の安定的確保

8



令和３年度 当初予算案 51

医療提供体制の安定的確保
市⺠病院での重症・中等症コロナ患者受⼊れに対する⽀援

・重症患者⽤臨時病棟（36床）を引き続き運営
・集中治療看護師の育成･確保（50名採⽤）
・重症･中等症患者の受⼊れ⽀援

拡

こうべ病院安⼼サポートプランなど医療機関⽀援
・患者の⼊院受⼊れや検体採取への⽀援
・院内感染対策、専⽤ゾーン設置等への⽀援

院内感染防⽌基本対策（防護服の着⽤訓練など）30万円/⽉
院内感染防⽌追加対策（専⽤ゾーンの設置）550万円/⽉
発熱等救急患者受⼊ 3万円/件

継

9
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令和３年度 当初予算案 51

医療提供体制の安定的確保

継 無症状者・軽症者向け宿泊療養施設の運営

継 ⾃宅療養者に対する⽀援
・アプリや電話、家庭訪問、パルスオキシメーター

貸出しなどによる健康観察
・⾷料調達が困難な⽅への⾷料等

の⽀援などフォローを実施

遠隔ＩＣＵシステムの導⼊拡

・コロナ患者を受け⼊れる市内医療機関の診療を、
24時間、集中治療専⾨医が遠隔でサポート

全国初！

・市内3か所 計298室
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令和３年度 当初予算案 51

コロナ禍に直⾯する
市⺠･市内事業者等への⽀援
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令和３年度 当初予算案

安⼼して学べる環境づくり

拡

新

ＧＩＧＡスクール構想の推進

スクール・サポート・スタッフの⼩中学校等への配置拡充
・教員の業務負担を軽減するため配置を拡充 90 校→160校

35⼈学級編制の段階的実施
・⼩学校の全学年で35⼈学級編制を段階的に実施（令和７年度〜全学年）

拡

・⼩中学校におけるひとり１台のPCを活⽤した授業・家庭学習の推進
令和３年４⽉から全⼩中学校で本格運⽤開始

・市⽴⾼校における低所得世帯へのＰＣ貸与
・教員⽤のデジタル教科書を全⼩中学校で導⼊
・ＧＩＧＡスクール⽀援員の配置
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令和３年度 当初予算案 51

市⺠の健康を守る
新 コロナ禍を契機とした健康問題の増加への先⾏的対策

−神⼾市看護⼤学の教員等による新たな地域貢献策−
・フレイルや認知症、慢性疾患等への先⾏的な予防策の実施

健康に関する不安や悩みを気軽に相談できる
オンライン相談窓⼝を⼤学ＨＰに開設
慢性疾患患者の重症化予防に向けICTを活⽤した
健康状態の把握や健康指導など、オンライン看護のモデルの構築

・要介護者、要医療者の増加を⾒据えた専⾨職・事業者への⽀援
地域の医療や介護を⽀える⼩規模事業者の⼈材育成⽀援のため
訪問看護ステーション連絡協議会等と協働し個別相談窓⼝を開設

フレイル・
慢性疾患etc.
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令和３年度 当初予算案

緊急事態宣⾔の発令に伴う事業継続⽀援

新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌協⼒⾦
・感染症拡⼤防⽌のため、兵庫県の要請に応じて営業時間の短縮に協⼒した

事業者に対し、県市協調で協⼒⾦を給付

家賃サポート緊急⼀時⾦
・営業時間短縮や外出⾃粛要請等の影響により売上が減少している

市内中⼩事業者の家賃負担を⽀援

新

新

県市で1店舗あたり 1⽇ 6万円

２⽉補正

２⽉補正

県市協調

１か⽉分の家賃相当額の1/2（最⼤ 50 万円）

神⼾市独⾃
の⽀援策！
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令和３年度 当初予算案

雇⽤施策の強化

在籍型出向等⽀援事業
・新型コロナウイルスの影響で⼀時的に⼈⼿余剰

となっている市内企業から⼈⼿不⾜企業への
マッチングを実施

就職説明会の集中開催
・新型コロナウイルスの影響で失業した⽅・休業中の⽅等を対象に、

市内企業の合同企業説明会を集中的に実施
転職・再就職イベント（合同企業説明会）の開催
出展企業等の採⽤情報をＨＰ「KOBE JOB PORT」に掲載

新

拡 ２⽉補正
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令和３年度 当初予算案 51

キャッシュレスポイント還元事業新

・中⼩規模の飲⾷店の⽀援と「新しい⽣活様式」であるキャッシュレス決済
の普及促進を図るため、ポイント還元キャンペーンを実施

ポイント還元率 最⼤ 20％
（付与上限：5,000円相当）

QR決済キャッシュレス導⼊飲⾷店

キャッシュレス
⽀払い 加盟申請

ポイント還元
負担⾦

神⼾市利⽤者 決済事業者

２⽉補正

16

withコロナ・postコロナを⾒据えた⽀援



令和３年度 当初予算案 17

｢こうべ 駅ナカ・街カド チャレンジショップ」事業新

・店舗や移動販売などによる起業、更なる事業展開を⽀援するため、
「駅ナカ」や「街カド」などでのチャレンジの場を全市で展開

㈱阪急オアシスとの連携
• コロナの影響により開業などに課題を抱えている

飲⾷事業者への⾷のスタートアップ⽀援
• R3.4.26開業予定の神⼾三宮阪急ビルの専⽤区画を利⽤
• 開業相談の専⾨家の派遣など⽀援

キッチンカー出店⽀援
• ⾞両の改修費を補助
• 既存飲⾷店等事業者が

挑戦しやすい出店場所の開拓

販売チャレンジ
• 飲⾷・⼩売などの事業者の販路開拓や

新たなチャレンジを⽀援
• 連携協定を締結した神⼾電鉄の駅にも拡充

都
⼼

街
カ
ド

駅
ナ
カ

withコロナ・postコロナを⾒据えた⽀援
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神⼾市独⾃
の⽀援策！



令和３年度 当初予算案

中⼩企業のニーズや課題を丁寧に調査
神⼾モデル中⼩企業ＤＸガイドラインの策定
ＤＸ相談窓⼝・勉強会・アドバイザー派遣

51

神⼾市中⼩企業ＤＸお助け隊事業
・市内中⼩企業の課題を把握し、ＤＸの導⼊⽀援により企業の状況に応じた

課題解決を図る

新

withコロナ・postコロナを⾒据えた⽀援

デジタルを活⽤し、
中⼩企業の状況やニーズに
応じた経営課題の解決、
事業転換

オンライン商談会の開催
・市内中⼩企業に新たなビジネスの機会を創出するため、

神⼾ものづくり中⼩企業展⽰商談会や国際フロンティア産業メッセに加え
オンライン商談会を開催

新

神⼾市独⾃
の⽀援策！
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令和３年度 当初予算案 51

アーティストの活動機会の創出拡

• 市内のホールで公演を⾏う神⼾のアーティストの有料WEB配信の
実施経費及び会場費を補助

WEB配信補助： 上限10万円
会場費補助 ： 上限30万円

• 神⼾市内のプロアーティストを起⽤した
まちなかでのイベントの開催を⽀援

上限20万円

withコロナ・postコロナを⾒据えた⽀援
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令和３年度 当初予算案

平⽇限定 市内宿泊リピーター獲得キャンペーン
・宿泊施設のご利⽤5,000円ごとに1,500円分の施設割引券をプレゼント

新

新

観光事業者等への⽀援

（1⼈1回あたり4枚まで利⽤可）

教育旅⾏・企業インセンティブツアー誘致の強化
・神⼾で宿泊する修学旅⾏などの教育旅⾏

商品企画に要する経費を⽀援
1校あたり50万円

・神⼾で宿泊する企業のインセンティブツアー
開催経費を⽀援 上限100万円
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令和３年度 当初予算案 51

夜型観光コンテンツの開発
・⺠間事業者が取り組む夜市の開催を⽀援

上限 300 万円
・観光客の誘客に有効なデジタル技術を利⽤

した光の演出を実施する事業者を⽀援
上限 1,000 万円

新

ＭＩＣＥハイブリッド会議開催⽀援
・現地開催とオンライン開催を組み合わせた「ハイブリッド型」の

会議開催経費を⽀援 上限 300 万円

新

観光事業者等への⽀援
神⼾市の国際会議 開催件数
東京に次いで、３年連続全国 第２位！
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健康･安全を
守る
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令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案



令和３年度 当初予算案

健康づくりの推進・医療の充実
北神地域の医療の安定的確保

がん患者へのアピアランスケア⽀援新

・がん治療の副作⽤による脱⽑等に対応するためのウィッグや
装着型⼈⼯乳房等購⼊⽀援
（ウィッグ・装着型⼈⼯乳房：上限５万円 乳房補正具：上限１万円）

・済⽣会兵庫県病院の地域周産期⺟⼦医療センター
の機能維持に対する⽀援制度の創設

・北神、三⽥地域の急性期医療の確保に関する
検討委員会の共同設置（令和3年5⽉末頃）

県市協調

新
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令和３年度 当初予算案

介護・障害者施策の充実
介護・障害福祉サービス事業所の働きやすい職場づくり新

・ICT導⼊⽀援
・介護ロボット等開発・導⼊促進
・介護施設職員の医療的ケアを⾏うための

資格取得にかかる代替職員確保を⽀援
外国⼈介護⼈材の受⼊れ促進新

障害のある⽅への⽀援拡

・新たな重症⼼⾝障害児者施設の整備（⼊所定員56名を予定）
・作業療法⼠等の専⾨家による障害児通所⽀援

事業所に対する訪問指導・助⾔の実施

・⽇本語学習や介護福祉⼠資格取得の⽀援
・研修受講にかかる代替職員確保を⽀援
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令和３年度 当初予算案

くらしの安⼼・安全を守る
こども・若者ケアラーへの⽀援新

・こども・若者ケアラー⽀援担当課⻑の新設

・関係者および当事者からの相談を受け、⽀援の調整を
担う窓⼝を設置する（令和3年6⽉頃）

相談・⽀援窓⼝の設置

・当事者同⼠が交流したり、情報交換ができる場づくり
交流と情報交換の場

・学校、福祉、児童の関係者に対し、研修や事例検討を
通じて、こども・若者ケアラーへの理解の促進を図る

⾝近な⽅々への理解の促進
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令和３年度 当初予算案

くらしの安⼼・安全を守る

26

防犯カメラの直営設置拡

・⼩学校通学路や主要駅周辺に防犯カメラを設置
令和３年度に約1,150台増設

拡

補助率 灯具：2/3補助、⽀柱：半額補助から全額補助へ
上限額 灯具：１万1,000円 から ２万円

私道の街灯助成
・私道における灯具⽀柱の新設・取替の助成を拡充
（例）公道と公道をつなぐ幅員2.7ｍ以上の私道

上限額 ⽀柱：２万円 から 10万円

令和３年度までに約2,000台設置完了予定



令和３年度 当初予算案

斎場・墓園の再整備拡

・鵯越合葬墓の拡張
合葬施設の拡張
約１万体 から 約２万体 収容へ

くらしの安⼼・安全を守る

・⻄神斎場の再整備
⾃動制御⽅式の⽕葬炉への更新(令和４年度整備）

27

２⽉補正

鵯越合葬墓

災害対応時の業務管理システムの導⼊新

・BCP等の計画マニュアルを⼀元管理し、作業⼿順や進捗を可視化する
システムを構築



令和３年度 当初予算案

災害に強い都市づくり

・神⼾駅周辺地区
新⾬⽔ポンプ場及び⾬⽔幹線の整備

28

⾼潮・津波・内⽔氾濫対策拡

・六甲アイランド地区
コンテナヤード等のかさ上げ

・ポートアイランド地区
排⽔施設の整備

・防潮鉄扉の遠隔操作化
（令和３年度約70％完了予定、令和６年度整備完了予定）

⼀部２⽉補正



令和３年度 当初予算案

河川災害対策の推進継 ⼀部２⽉補正

災害に強い都市づくり

・洪⽔被害を未然に防⽌するための都市基盤河川の改修
道路防災対策の推進継 ⼀部２⽉補正

・六甲⼭道路防災計画及び全市道路防災計画に基づく道路防災対策⼯事
・防災・景観・交通安全の観点から無電柱化を推進

⼟砂災害対策の推進継

・県⺠緑税事業や森林環境譲与税等を活⽤した
森林整備

・公園緑地等の斜⾯防災対策
・国や兵庫県と連携した砂防事業等の推進

29



令和３年度 当初予算案

災害に強い都市づくり

30

緊急避難場所等での感染症対策拡

防災⾏政無線の性能向上新

・屋外スピーカーの⾳の伝達範囲の拡⼤(10か所)

避難所の環境整備拡

・避難所である全ての⼩学校体育館の空調整備
（令和5年度完備）

２⽉補正

・間仕切りテントを配備
令和３年度約2,000張 計約3,300張配備 間仕切りテント

消防⼒の強化拡

・（仮称）⻄神南消防出張所の新設
(令和３年11⽉供⽤開始予定)

（仮称）⻄神南消防出張所イメージパース



輝く⼦どもたち
の未来を創る

31

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案



令和３年度 当初予算案

⼦育て世帯の経済的負担の軽減
こども医療費助成制度の拡充（令和３年10⽉開始予定）拡

・対象を15歳以下から18歳以下(⾼校⽣まで)に拡⼤

特定不妊治療費助成の拡充

32

拡 ⼀部２⽉補正

・治療内容に応じて上限30万円/回に拡充
・助成回数を１⼦ごとに６回に拡充

※40歳以上43歳未満の妻の場合１⼦ごとに３回⽀援

⾼校⽣の⼊院医療費無料化を実現

中学校給⾷の保護者負担軽減継

・全世帯の給⾷費を半額に引き下げ（年間約５万7,000円から２万8,500円）



令和３年度 当初予算案

⼦育て世帯の経済的負担の軽減
⼦育て⽀援住宅取得補助制度の拡充拡

・旧耐震住宅が解体された宅地を購⼊し新築する場合を対象に追加
（⼀律50万円補助、市外転⼊70万円補助）

拡 結婚新⽣活⽀援事業の拡充
・年齢要件を夫婦共に34歳以下から39歳以下に拡充

（引越費⽤等最⼤30万円補助）

33

親・⼦世帯の近居・同居住み替え助成事業の拡充拡

・上限補助から⼀律補助へ拡充
（⼀律10万円補助、市外転⼊20万円補助）



令和３年度 当初予算案

多⼦世帯・多胎児家庭への⽀援
新たな多胎児家庭への⽀援新

・多胎児家庭ホームヘルプサービス事業

・多胎妊婦健康診査費⽤の助成拡充

・多胎妊産婦へのピアサポーター（多胎児の育児経験者）の派遣

家事・外出⽀援を⾏う育児サポーター等を派遣

(12万円から14万5,000円に追加助成)

34

（０歳児：年48回 １〜３歳児：年24回）

多⼦世帯への継続⽀援継

・保育料の減免
・保育所等における副⾷費無償化

・⼀時保育利⽤料の減免

・インフルエンザ予防接種の助成



令和３年度 当初予算案

保育定員の拡⼤

約900⼈の保育定員の拡⼤

35

保育ニーズに対応した受⼊れ枠の確保拡

・保育所等の整備による保育定員の拡⼤

・保育送迎ステーションの整備（３か所）
・公有財産の活⽤

（市営住宅跡地や旧公⽴幼稚園）

⼀部２⽉補正

市営⿂崎新堀住宅跡地を活⽤した保育施設

保育送迎ステーション

保育所・認定こども園の新設等
東灘区３か所、灘区１か所、中央区２か所
兵庫区１か所、北区２か所、垂⽔区２か所
計１１か所 整備予定



令和３年度 当初予算案

⼀時⾦の⽀給拡

政令市
トップ

宿舎借上げ費⽤の補助拡

政令市
トップ

36

※令和３〜４年度の市外転⼊新規採⽤者のみ

採⽤
１年⽬

採⽤
２年⽬

採⽤
３〜７年⽬ 合計

拡充前 30万円/年 30万円/年 20万円/年 最⼤160万円
拡充後 40万円/年 30万円/年 20万円/年 最⼤170万円

・⼀⼈当たり最⼤８万2,000円/⽉から最⼤10万円/⽉補助へ

※令和３〜４年度の新規採⽤者のみ

保育⼈材確保策の充実



令和３年度 当初予算案
37
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令和３年度 当初予算案

⼦育て環境の充実

こどもの遊び場拠点の整備拡

・おやこふらっとひろばの整備
令和３年度開設 ：⻄区
令和４年度開設予定：中央・垂⽔区

・こべっこあそびひろばの整備
新たに六甲アイランドに整備
（令和３年４⽉開設）

38

全区
配置完了

・無償化の対象外となっている幼児教育類似施設
（いわゆる「森のようちえん」や外国⼈学校等）

の利⽤者への⽀援
・２万円/⽉を上限に３〜５歳児の利⽤⽀援

未就学児の集団活動の⽀援新

⾬の⽇でも
遊べる場所を！



令和３年度 当初予算案

⼦育て環境の充実
病児保育事業の充実拡

・病児保育予約システムの導⼊
・運営安定化のため施設への補助基本額の引上げ

・⼼⾝の不調または育児への不安がある
産後１年未満の家庭に対し、助産師等が訪問

産後ケア事業訪問型の実施拡

39

「こども本の森 神⼾」の整備継

・令和4年春 開館予定
安藤忠雄建築研究所 提供



令和３年度 当初予算案

学びの環境整備

40

温かい中学校給⾷の推進新

・全員喫⾷制に向けた調査検討
・保温⾷⽸を活⽤した温かい給⾷の提供

拡 ICT学習環境整備
・全市⽴学校の普通教室への電⼦⿊板等の整備

令和３年度中に完備
継 図書館機能の充実

・図書館整備
（名⾕：令和３年３⽉24⽇開館

新⻄・新垂⽔・新三宮）

新⻄図書館 イメージパース

・予約図書セルフ受取棚、WEB座席予約システム等
の図書館システム更新



令和３年度 当初予算案

学童保育の充実拡

・⼩学校から距離が遠い学童保育施設における送迎⽀援を実施

・午前8時開設実施施設を全施設に拡⼤
（⼟曜・⻑期休業中）

41

・⺠設学童保育施設への助成拡充

・学童保育施設の整備（７か所）

・学童保育における学習⽀援の実施

学びの環境整備



令和３年度 当初予算案

地域で⽀える学びの場づくり

42

・学童保育利⽤者を対象とした学習⽀援（児童の宿題の⾒守り等）の実施
児童館・学習保育コーナー195施設中100施設で実施（令和３年度）

学童保育で学ぶ拡

拡 中⾼⽣の学習スペースの拡充
・⽂化センター等の公共施設を活⽤した無料学習スペース設置

新 経済的な事情を抱える学⽣等への学習⽀援

・リアル（対⾯）型学習⽀援のモデル実施
運営⼈材の公募、市内3か所でモデル実施
地元企業も参画して将来の夢や⽬標となり得る選択肢を提⽰

⼤学⽣講師による学習⽀援の対象者を中学全学年に
・リモート（遠隔）型学習⽀援の拡⼤実施



令和３年度 当初予算案

全ての⼦どもたちの未来を応援

43

・地域福祉センター等での学習⽀援やこども⾷堂の
実施。こどもの居場所づくりを契機とした多様な
コミュ⼆テイの形成を⽬指す。

こどもの居場所づくり拡

令和３年度中に163校区中100校区での実施⽬標

・ＡＩを活⽤した⽣活困窮、不登校、虐待など⽀援を要する児童⽣徒の状況
把握・⽀援の検討（市⽴⼩・中学校20校程度で試⾏的に実施）

ＡＩを活⽤したスクリーニング新

⼦どもの⽣活状況調査の実施新

・今後の施策検討のため、⼩学５年⽣・中学２年⽣とその親を対象に調査



令和３年度 当初予算案

切れ⽬のない⽀援

44

⼦育て⽀援住宅取得補助制度

不妊治療費助成 こども医療費助成
新
規
・
拡
充
施
策

多胎児家庭への⽀援 こども⾷堂の拡充

GIGAスクール構想の推進/ICT学習環境整備

温かい中学校
給⾷の推進

産後ケア（訪問）

中⾼⽣の学習
スペースの設置

リアル・リモート型
学習⽀援

学童保育利⽤者を
対象とした学習⽀援親・⼦世帯の近居・同居住み替え助成事業

〜出産 新⽣児 乳幼児 ⼩ ・ 中 ・ ⾼ ・ ⼤

新⽣児聴覚検査費⽤助成
「⼤学⽣」「中学⽣・⾼校⽣」

区分の地下鉄通学定期券

産婦健康診査費⽤助成妊婦健康診査費⽤助成 乳幼児健康診査

幼児教育・保育の無償化

ひとり親家庭等医療費助成・⼩児慢性特定疾病医療費助成

ひとり親家庭
⾼校⽣等定期券補助

多⼦世帯の保育料・副⾷費・⼀時保育利⽤料・予防接種助成既
存
の
施
策

こべっこウェルカム
プレゼント U-15定期券

（地下鉄で塾等に通う際利⽤可能）

中学校給⾷
費半額助成

産後ケア（宿泊・通所）

産前・産後ホームヘルプサービス

⼦育て⽀援住み替え助成事業
市営駐輪場の料⾦減額



神⼾経済を
伸ばす
令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案

45



令和３年度 当初予算案

市内産業の活性化
新たな産業⽤地の供給新

46

物流⽤地等の需要の増加
市内企業のサプライチェーン強化・再構築の必要性

・令和３年度 ⻄神⼾ゴルフ場の転活⽤に向けた調査

新 地域産業の⾼付加価値化の推進
・市内中⼩企業と都市型創造産業の協業により、

地域産業の⾼付加価値化を推進
新たな相談窓⼝を開設し市内企業の様々な課題の抽出や挑戦意欲
を引き出す
課題に応じて外部の専⾨家による⽀援プログラムを実施



令和３年度 当初予算案

・公園における果樹の植栽や農園づくり
の拡充による農に触れる機会の創出

・ローカルフードの魅⼒発信の強化

市内産業の活性化
「⾷都神⼾」の推進

新たな⾷⽂化の創造拠点の整備
・旧農業公園（神⼾ワイナリー）の再整備に

よる「農業振興」「⾷と農の魅⼒発信機能」
等の強化

47

拡

拡

令和３年度 事業者選定・設計等
令和４年度以降 順次再整備着⼿



令和３年度 当初予算案

雇⽤環境の充実

48

コワーキングスペースの設置促進新
・郊外駅近くのホテル・カフェ等を活⽤した

サードプレイスオフィス設置⽀援
（補助上限：100万円/件 補助額：半額）

就職氷河期世代⽀援事業拡

・SNSやAIを活⽤したキャリア相談

⾼度外国⼈材の獲得・定着拡

・海外の⼤学・企業等との産官学連携による
理系⼈材受⼊スキームの調査・検討

⾸都圏からのＵＩＪターン推進事業
・⾸都圏から地⽅への転職や移住希望者への

市内企業の合同企業説明会を東京で開催

新



令和３年度 当初予算案

こうべ⼥性活躍プロジェクトの推進

49

⼥性の「働く」をサポート拡

⼥性のキャリアアップ・再就職⽀援新

・⼦どもと⼀緒に利⽤できるコワーキング
就活準備スペースの設置（男⼥共同参画センター１階）

・⼤学連携によるリカレントプログラムの創設

・企業の⼥性活躍促進（中⼩企業向けワークショップ/市内企業の好事例発信）

・⼥性のための相談室（就業・チャレンジ相談）の拡充
・仕事と⼦育て両⽴応援カウンセリングの拡充

・⼤学連携による⼥性リーダー育成プログラムの創設



令和３年度 当初予算案

⾰新的な起業・創業⽀援

・スタートアップ総合WEBサイトの構築
・⾼校⽣/⼤学⽣を中⼼としたエンジニア創出事業

50

・500 Startupsと連携したオンラインプログラム
・グローバルメンターシッププログラム

・内閣府のグローバル拠点都市に選定された
京阪神及び兵庫県との連携・発信

・スタートアップVISA申請⽀援
起業準備活動のための⼊国・在留が可能に

スタートアップ⽀援拡

500 Startups オンラインプログラムの様⼦



令和３年度 当初予算案

⾰新的な起業・創業⽀援
イノベーション創出拠点の開設・運営拡

51

・ビジネススクエア「ANCHOR KOBE」
（神⼾三宮阪急ビル15階）の開設

・UNOPSグローバルイノベーションセンター
との連携

・クリエイティブラボ神⼾（CLIK）の運営⽀援
ANCHOR KOBE内装イメージ

海洋産業振興プロジェクトの推進
・海洋産業等にかかる個別プロジェクトの

実施⽀援
・海洋ネットワークの構築

新

UNOPSグローバルイノベーションセンター
オープニングセレモニー(R2.11.6)



令和３年度 当初予算案

神⼾医療産業都市の推進

52

神⼾未来医療構想の推進継

・次世代医療機器の研究開発の推進
・専⾨⼈材育成の推進

神⼾デジタルヘルスの推進新

・企業ニーズを踏まえた
KOBE 健康・カラダ計測に向けた調査検討

⾰新的医療技術の創出・事業化促進継

・神⼾リサーチコンプレックスの推進
（ヘルスケアエコシステム形成）等

・ライフサイエンス分野のスタートアップ⽀援



令和３年度 当初予算案

神⼾医療産業都市の推進

53

スーパーコンピュータ「富岳」における⾰
新的な研究等に対する⽀援

継

・「創薬シミュレーション」などの⾰新的な
研究を⽀援

次世代医療開発センターにおける新たな研究に対する⽀援
・神⼾医療産業都市推進機構・本庶理事⻑

マネジメントの研究チームへの⽀援

継

・３⽉９⽇より共⽤開始



令和３年度 当初予算案
54

六甲⼭・摩耶⼭等の活性化
六甲⼭上スマートシティ構想の推進

・遊休施設のオフィスとしての利活⽤

・物件に関する相談窓⼝
「森のオフィス」の運営

・ビジネス交流拠点「共創ラボ」
（ＲＯＫＫＯＮＯＭＡＤ[ロコノマド]）
の運営⽀援等

・ＫＯＢＥ Free Wi-Fi アクセスポイント
設置⽀援（最⼤10万円）

拡



令和３年度 当初予算案

六甲⼭・摩耶⼭等の活性化
六甲⼭上⽔道料⾦の引き下げ新

55

⼭上交通のあり⽅検討
・⼭上の交通改善及び⼭上へのアクセス向上の検討

新

・六甲⼭上と市街地の⽔道事業を
統合し、
市街地と同⼀の料⾦体系を実現

ビーナスブリッジの改修新

⾃然の家 あり⽅検討に向けた調査新

・ビーナスブリッジの⽼朽化対策
２⽉補正

・基本計画の策定



街と地域を
創る

56

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案



都⼼・三宮の再整備

三宮クロススクエアの整備

新たなバスターミナルの整備

磯上公園の再整備

JR三ノ宮駅南側駅前広場の再整備

サンキタ通り及びさんきたアモーレ広場

税関前歩道橋のリニューアル
新港第２突堤再開発

新港第１突堤基部再開発

東遊園地の再整備

新中央区総合庁舎の整備
市役所２号館の再整備

⽣⽥川右岸線の機能強化

JR新駅ビル
(構想中）

神⼾三宮阪急ビル

鯉川筋の再整備

三宮中央通りの道路空間利活⽤
( 全 国 初 の ｢ ほ こ み ち ｣ ）

57



令和３年度 当初予算案

・三宮北交差点改良（設計・⼯事）
・春⽇野交差点改良（設計）

拡 三宮クロススクエア(第１段階)の
実現に向けた事業の推進

新たなバスターミナルの整備拡

58

・設計、R3年度都市計画決定予定
ＪＲ三ノ宮駅南側駅前広場の再整備継

Ⅰ期
（バスターミナル､⼤ホール､

新三宮図書館など）
⼯事着⼿ 供⽤開始

Ⅱ期
（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ､中規模ﾎｰﾙなど） 検 討 ⼯事着⼿

イメージパース(三宮クロススクエア(第２段階)東側)

都⼼・三宮の再整備

令和 4 年度 令和 8 年度頃

位置図



令和３年度 当初予算案

都⼼・三宮の再整備
サンキタ通り･さんきたアモーレ広場

59

三宮駅周辺のにぎわい及び
魅⼒的な空間デザイン創出へ

拡

継 さんちかの再整備
サンキタ通りイメージ(阪急電鉄㈱提供) 

さんきたアモーレ広場周辺イメージ

拡

・オープニング式典の実施
・⽇常的な賑わい創出､居⼼地の良い上質な空間づくり
・⼤型ビジョンの設置に対する⽀援

・景観デザインコードの策定
・エリアマネジメントの推進

・乗り換え動線の強化、滞留空間の拡充



令和３年度 当初予算案 51

新中央区総合庁舎完成予想パース

60

都⼼・三宮の再整備

市役所２号館の再整備 等

新中央区総合庁舎の整備 等

令和 7 年度以降令和 4 年度以降令和 3 年度

事業者公募･選定 設計･⼯事 完成

継

令和 4 年度令和 2 年 8 ⽉ 〜
⼯事着⼿ 供⽤開始予定

・２号館の再整備に向けた事業者の公募、選定
・連絡ロビー･エネルギー施設の整備 等

拡



令和３年度 当初予算案

東遊園地の再整備･活性化

61

都⼼・三宮の再整備
磯上公園の再整備 等

令和 3 年度
基本計画策定･実施設計

税関前歩道橋のリニューアル継

令和 4 年度 令和 5 年度
磯上公園の再整備

⼯事着⼿新体育館の整備
整備新ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの整備

⼯事着⼿東遊園地の活性化
⼯事着⼿税関前歩道橋ﾘﾆｭｰｱﾙ

⼯事着⼿ 完成予定
供⽤開始予定
供⽤開始予定

にぎわい拠点施設完成 全体⼯事完成
供⽤開始予定

継

拡

・磯上公園の再整備
・勤労会館と⽣⽥⽂化会館の体育施設機能を⼀体化
・ポートアイランド新グラウンド整備

新体育館イメージパース



令和３年度 当初予算案

ウォーターフロントの魅⼒向上

継

新

新

62

新たな公共交通システムの導⼊(BRT･LRT導⼊検討 (令和3年4⽉〜 連節バス運⾏開始))

ポートタワーリニューアル(令和5年度 ｵｰﾌﾟﾝ予定)

新港第1･2突堤間の⽔域活⽤の推進(防波堤の設計､⽔域活⽤の事業化検討など)

新会社設⽴による官⺠連携の取り組み強化(WFｴﾘｱにおける再開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進)

継

継 賑わいづくり(新しい分散型花⽕イベント 等)

・展望テラスの新設､耐震改修､休館前の無料開放､企画展など



令和３年度 当初予算案

駅周辺のリノベーション

51

地下鉄海岸線沿線の活性化

鈴蘭台駅

神⼾電鉄沿線の活性化

神鉄沿線(神鉄道場駅)

垂⽔駅

灘駅

神鉄沿線（⼤池駅）⻄神中央駅

名⾕駅

新⻑⽥駅

神⼾駅

63



令和３年度 当初予算案 51

新神⼾駅

神⼾駅

継 駅前広場・⽣⽥川公園の再整備

継 駅前広場の再整備
・駅前広場の再整備にかかる設計

・駅前広場の再整備にかかる設計
・⽣⽥川公園の再整備にかかる基本計画、

実施設計
継 地下鉄新神⼾駅のバリアフリー化

（エレベーター等の改良）
継 夜間景観形成推進

神⼾駅前イメージパース

現状の新神⼾駅周辺

64



令和３年度 当初予算案 51

名⾕駅

⻄神中央駅

新 駅ビル北館の新設､駅北側ロータリーの改修

新 ⻄区庁舎の移転･開設(令和3年度 開設予定)､
⽟津⽀所の整備(令和3年度 暫定窓⼝開設予定)

新 北須磨⽀所の移転

拡 駅前空間の再整備
継 ⽂化･芸術ホール、新⻄図書館の整備

(どちらも令和4年度 供⽤開始予定) ⻄神中央駅前イメージパース

継 落合中央公園のリノベーション

名⾕駅前イメージパース

新 こべっこあそびひろば､ユースステーションの整備

65



令和３年度 当初予算案 51

⾕上駅
継 駅前広場の整備
新 駅周辺の⾼度利⽤の検討

垂⽔駅
継 新垂⽔体育館の整備

新垂⽔図書館及び周辺施設の整備

新垂⽔体育館イメージパース

駅⻄側ロータリー・建物型駐輪場の整備
継

継

⼦育て⽀援拠点の整備(児童館､おやこふらっとひろば)継

現状の⾕上駅前(ロータリー)

北神急⾏の市営化によりポテンシャル向上！

継 神⼾三⽥線(皆森〜⾕上駅前)の渋滞対策の実施

66

岡場駅
駅前広場の再整備(設計)･岡場駅前線の改修新



令和３年度 当初予算案

新⻑⽥駅前イメージパース

67

新⻑⽥駅

継 バス路線の再編に合わせた駅前広場の再整備

新 地下空間のリノベーションを含めた回遊性向上

継 地下鉄⻄神･⼭⼿線新⻑⽥駅のリニューアル
令和 3 年度

設計･⼯事着⼿
令和 5 年度

令和 3 年度
設計 等

令和 4 年度 令和 6 年度
⼯事着⼿予定

⼯事完了予定

供⽤開始⽬標

灘駅
継 駅前広場の再整備(歩⾏者空間の⾼質化に向けた設計）

鷹取駅

⾼速⻑⽥駅
継 駅周辺の美装化

新 駅周辺道路（歩⾏者空間）の整備に向けた検討 灘駅前イメージパース



令和３年度 当初予算案

・北神線の市営化により､ポテンシャルが⾼まる

神⼾電鉄沿線の活性化

花 ⼭ ⼤ 池

北神線の市営化により
運賃が550円⇒280円

⾕ 上

・令和２年11⽉､神⼾電鉄(株)と連携協定を締結
神鉄沿線のリノベーションを官⺠連携で加速させていく

岡 場

唐櫃台

神鉄道場

68

三 宮

⻄鈴蘭台

北鈴蘭台

鈴蘭台
駅の再整備への⽀援拡充

駅前広場の再整備



令和３年度 当初予算案 51

新 駅前広場の整備
・岡場駅、神鉄道場駅、⻄鈴蘭台駅

神鉄道場駅前イメージパース

整備した駅前空間を活⽤し､
地域活性化の仕組みを検討

遊休不動産を対象に
リノベーションスクールを開催

神⼾電鉄沿線の活性化
鉄道駅再整備への⽀援拡充拡

・花⼭駅、⼤池駅、唐櫃台駅

⼤池駅前イメージパース

69



令和３年度 当初予算案 51

地下鉄海岸線沿線の活性化
開業20周年記念事業の実施

ストリートピアノの全駅設置

こべっこランド･こども家庭センターの
移転に合わせた和⽥岬駅の改修

新

｢県⽴兵庫津ミュージアム(仮称)｣の
開館に合わせた周辺の美装化

拡

拡

継

70



令和３年度 当初予算案 51

HAT神⼾の活性化 〜アートと海を感じるまちづくり〜

・ミュージアムロードの魅⼒向上、
灘駅前広場の再整備､歩道橋のライトアップ

新 王⼦公園の再整備
・⼤学誘致､新スタジアム､芝⽣広場などを検討

令和３年度：調査検討･基本計画の策定
令和４年度：事業着⼿･⼤学公募

・アート作品設置イベントの実施、
キッチンカーによる賑わいの創出の社会実験

新 戦略的なまちづくりのマネジメント法⼈設⽴
・不動産情報の収集や調査･研究
・不動産の転活⽤⽀援等

なぎさ公園内イメージパース

拡

現状の王⼦公園航空写真

71



令和３年度 当初予算案

ポートアイランドの活性化
・⻘少年科学館のリニューアル

・みなと空港線(東側臨港道路)沿い事業地の利活⽤
・南公園のリノベーション､島内の緑化 等

新

・ポートアイランドスポーツセンターの再整備
(令和8年度中 供⽤開始予定)

六甲アイランドの活性化
・ＡＯＩＡ跡地の活⽤

・リバーモールの魅⼒向上

新

・神⼾ファッションプラザの活性化

プラネタリウムの更新、マルチドームシアター化

ポートアイランド･六甲アイランドの活性化

72



令和３年度 当初予算案 51

空き家おこし協⼒隊

農的利⽤の促進拡

空き家等を活⽤した地域活動助成モデル事業新

・｢空き家おこし協⼒隊｣により空き家所有者に対して活⽤の働きかけを実施

・空き家を解体し空き地となった⼟地を農的利⽤する際の補助制度(1件5万円)

・⼦どもの居場所づくり事業を実施する団体が空き家等を活⽤する場合に
家賃経費の⼀部を助成(上限100万円／件)

管理不全空き家等への取り組み拡

・⽼朽空家等解体補助制度の継続
(狭隘道路･共同住宅の⽼朽空家:上限100万円､その他⽼朽空家等:上限60万円)

・管理不全空き家等の所有者に対する相談員派遣のモデル実施

新

空家空地対策の推進

73



令和３年度 当初予算案 51

移住体験施設の改修･運営⽀援新

ため池防災減災対策
・市独⾃でのため池⼯事推進
・⽼朽化⽔路の改修⽀援 等

農地管理神⼾⽅式の構築
・集落営農組合の町単位への広域化と法⼈化を推進

拡

賃貸住宅モデル実施補助（補助率：１/３）新

⾥⼭･農村地域等の活性化と地⽅回帰への対応
拡

・新規就農者等の賃貸住宅をモデル的に⽴地可能に

・空家改修による施設整備⽀援と管理･運営を委託

神⼾ ⾥⼭･農村地域活性化ビジョンの加速化拡

・⼀般財団法⼈神⼾みのりの公社の体制強化等

北区淡河の⽥園⾵景

北区淡河の茅葺⺠家

74



令和３年度 当初予算案 51

⾥⼭･農村地域等の活性化と地⽅回帰への対応
多井畑⻄地区における⾥⼭の保全・活⽤促進

ワーケーションの推進新

・副業･兼業と組み合わせた神⼾独⾃のワーケーションスタイルの構築

・⽣産緑地の維持、耕作放棄地の活⽤、⽣物多様性の保全、⽵林の適正管理
拡

茅葺⺠家の保全活⽤（助成率：１/３ ⇒ １/２）拡

多井畑⻄地区の⾵景

75



令和３年度 当初予算案 51

燃料電池⾃動⾞(ＦＣＶ)の導⼊促進
・購⼊⽀援の対象に個⼈とタクシーを追加

豊かな⾥⼭･⾥海づくりと脱炭素化の推進新

・｢ブルーカーボン｣の可能性調査

プラスチックごみ問題への対応拡

・循環型リサイクル｢まわり続けるリサイクル｣に適した
プラスチックの回収に向けた調査及びモデル実施

・スマートごみ箱設置実証実験

・市⻑公⽤⾞への導⼊
・トヨタ販売店との包括連携協定を活⽤した

情報発信の強化

拡

TOYOTA MIRAI

Honda CLARITY FUEL CELL

グリーン社会の実現

出典：トヨタ⾃動⾞株式会社提供資料

出典：本⽥技研⼯業株式会社HP

76



令和３年度 当初予算案 51

在住外国⼈⽀援体制の充実拡

外国⼈児童⽣徒等への⽇本語教育の⽀援の充実

地域における多世代交流の推進

・神⼾国際協⼒交流センターの再編・拡充
（新⻑⽥･三宮･東灘の３拠点による⽀援拡充）

・初級者向け⽇本語教室におけるオンライン対応の充実

・双⽅向型オンライン学習の実施

・地域福祉センターを拠点とした⼦育て世代の
利⽤促進(学習⽀援､こども⾷堂)や多世代交流の推進

・全ての地域福祉センターに公衆Wi-Fiを整備

拡

地域における協働･多⽂化共⽣･多世代交流の推進

拡

77



令和３年度 当初予算案

第10回神⼾国際フルートコンクールの開催
・8⽉26⽇〜9⽉5⽇（神⼾⽂化ホール）
六甲ミーツ・アートへの⽀援

若⼿アーティスト作品のまちなか設置継

継

・会期終了後に作品を買取り､市内へ設置

・アート作品によって街の修景を図る

芸術･⽂化の振興

神⼾アートビレッジセンターの活性化検討新

・市⺠が⽇常的に訪れ利⽤できる機能を付加
・若⼿アーティスト作品展⽰・販売の場を提供

五⾊塚古墳の整備新

拡

五⾊塚古墳整備イメージ図
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令和３年度 当初予算案
79

スポーツの振興
東京2020オリンピック･パラリンピック関連事業

・聖⽕リレー、事前キャンプ、ホストタウン交流

ワールドマスターズゲームズ2021関⻄の神⼾開催準備継

・神⼾開催６競技の開催準備
・各種プロモーション活動

神⼾2022世界パラ陸上競技選⼿権⼤会の
開催準備

・⼤会実施に向けた各種計画の策定 等

継

継



陸・海・空の
拠点を創る

80

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案



令和３年度 当初予算案 51

国際コンテナ戦略港湾の推進
⾼規格コンテナターミナルの整備拡

コロナ禍における新たな物流ルート構築⽀援
(アジア広域集貨促進事業)

拡

在来貨物定期航路の誘致拡

ハーバーハイウェイのETC整備継

令和 2 年度
⼯事着⼿

令和 4 年度中
供⽤開始予定

２⽉補正
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令和３年度 当初予算案

（参考）阪神⾼速道路㈱による有料道路事業
駒栄地区開削トンネル⼯事の推進
海上部⻑⼤橋（斜張橋）の設計 他

・令和３年度以降、⾼架橋⼯事を加速

⾼架橋下部⼯事(六甲アイランド)

⼤阪湾岸道路⻄伸部(六甲アイランド北〜駒栄)の事業促進
継 六甲アイランド地区の⾼架橋⼯事を推進(直轄負担⾦)

継 ポートアイランド地区の事業⽤地における移転補償を推進(国より受託)
・令和３年度より移転を進め、早期⼯事着⼿を⽬指す
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令和３年度 当初予算案 51

ポートアイランド･神⼾空港へのアクセス向上継

・バスによる輸送⼒の補完

・⽣⽥川右岸線の機能強化(令和５年度 完成予定)

・神⼾空港連絡橋の４⾞線化
(令和５年度中の供⽤開始⽬標)

・ポートライナー混雑緩和アプリの運⽤

陸･海･空の広域交通結節機能の強化

⽚側直線２⇒３⾞線化、交差点改良

広域幹線道路等の整備継

・神⼾三⽥線(皆森〜⾕上駅前)等の渋滞対策の実施
・⼩束⼭６丁⽬交差点周辺の渋滞対策の検証

・神⼾⻄バイパス、国道175号等の事業促進

⼀部２⽉補正

・国道428号(箕⾕北)のバイパス整備
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85

市政改⾰を
進める
令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 案
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令和３年度 当初予算案 51

市⺠サービスの向上
⾏政施設の機能強化

・⻄区庁舎の移転・開設 … 令和３年度開設予定
・⽟津⽀所の整備 … 令和３年度暫定窓⼝開設予定
・新中央区総合庁舎の整備… 令和４年度供⽤開始予定
・北須磨⽀所の移転 … 令和６年度供⽤開始予定

新

デジタルサイネージの活⽤による市⺠向け広報の強化拡

・市内各駅など街中デジタルサイネージの活⽤
・駅前広場、駅通路等でのデジタルサイネージ

の設置
⼤型ごみの持ち出し⽀援新

・要介護・要⽀援、障がい者のみの世帯を対象に
宅内からの持ち出し⽀援をモデル実施（有料）
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令和３年度 当初予算案 51

市ホームページの機能拡充拡

・FAQシステムとの連携
コールセンターに問い合わせの多い内容を検索しやすく再構築

・オプトイン⽅式の採⽤
ログインすることにより、利⽤者の関⼼や属性にあわせた情報提供

・ホームページ監理官を登⽤

・市⺠が使いやすいオンライン申請のプラットフォームを構築
・市の施設のＩＴ化やキャッシュレス化を推進
・基幹系システムの端末共通化とペーパレスの推進

⾏政⼿続きのスマート化新

デジタル市役所の構築に向けた取り組み

令和7年度末：スマート化率70％⽬標

令和3年秋リニューアル！

ー市⺠が知りたい情報が「探せる」「理解できる」HPへー
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令和３年度 当初予算案 51

ＤＸ・働き⽅改⾰の推進

・職員が簡単にシステム開発ができるローコードツールの活⽤
・庁内システムへのリモートアクセスによるテレワーク環境の拡充

ＩＣＴを利⽤した業務効率化拡

ＢＰＲ(業務の流れを分析・最適化)に基づく業務改⾰拡

・デジタル化推進とBPRによる市⺠対応業務の改⾰を推進
・市⺠課・保険年⾦医療課・市税の窓⼝の定型的業務を外部委託化
・税務業務や福祉情報・⽣活保護システムへのパッケージシステム導⼊
・衛⽣監視事務所を2ヶ所に再編し、

営業許可の電⼦申請等の導⼊で効率化
・おくやみコーナーのワンストップ化

87



令和３年度 当初予算案

・区役所窓⼝・サテライト・三宮センター運営による
交付体制の拡充

・保険証利⽤の推進
51

ＤＸ・働き⽅改⾰の推進

マイナンバーカードの普及・利活⽤促進拡

スマートシティの推進
・ＤＸ担当局⻑(CDO:チーフデジタルオフィサー)の配置
・神⼾市スマートシティ推進協議会(仮称)の設⽴・参画
・市⺠向けポータルサイト・データ連携基盤整備
・AI・IoTを活⽤した新規デジタルサービス創出⽀援

（Be Smart KOBE)
・地域でのスマホ教室などデジタルデバイド(情報格差)対策を実施

拡
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令和３年度 当初予算案 51

令和３年度組織改正案（重点項⽬）
新型コロナウイルス感染症対策の強化

・感染症対策をさらに強化するため、健康局や
各区の保健センターを中⼼に保健師等を
⼤幅に増員(約40名）

・感染拡⼤の状況に応じ庁内の応援体制を強化

新

こどもたちの未来を応援新

・貧困をはじめ様々な困難を抱えるこどもへの⽀援など、
全てのこどもたちの未来を応援する施策の⽴案や推進のため、
こども家庭局にこども未来担当局⻑を配置し「こども未来課」を新設
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令和３年度 当初予算案 51

ＤＸの強⼒な推進
・⼈⼝減少時代においても持続可能な⾏政サービスを提供する

「スマート⾃治体」の実現に向け、ＤＸ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)を強⼒に
推進するため、企画調整局にＤＸ担当局⻑（ＣＤＯ）を配置し、
情報化戦略部をデジタル戦略部に再編・強化

新

「リノベーション・神⼾」の推進新

・駅前の空間や⽣活エリアのリノベーションを加速する
ため、建設局駅前魅⼒創造課を強化するとともに、
都市局に駅まち推進課を新設し、神⼾市⼈⼝減少対策
「リノベーション・神⼾」をさらに推進

90

令和３年度組織改正案（重点項⽬）


