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今年度は都市交通委員会所管の都市局・建築住宅局・交通局について調査したり
委員会審査に携わっています。都市計画のこと、建築関係・市営住宅のこと、市営地
下鉄・市バスのこと等、持続可能な都市・神戸市のあり方について議論しています。

質疑
建築家と協働した魅力的な空き家活用を進め、地域に応じ
た特徴のある空き家活用を市内の各所に出来るよう選定す
べきと考えるがどうか？

局長
答弁

空き家活用のために上限500万円（費用の1/2）の補助20件の
予算としている。好事例はＨＰでの情報発信を行い、子どもや
高齢者の居場所、ギャラリーやライブラリーなど、地域の居場
所となるような活動に支援していきたい。

六甲山をはじめ神戸市産の木材利用も促進し、若い建築
士の成長につながるよう取り組んでください。

新型コロナウイルス感染症オミクロン株の感染が増えています。
私は、これからも市民のみなさまが安心して暮らせるよう
　① スムーズなワクチン接種
　② 医療提供体制のさらなる充実　を目指して取り組みます。
神戸市が、コロナとのたたかいに打ち克ち安定した成長を続けるために
引き続き全力で議会活動に取り組んでまいります。
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神戸電鉄㈱との連携プロジェクト第2弾
「＃駅活～Challenge～」を開始

神鉄沿線のリノベーションを
官民連携で着実に進めていく

西鈴蘭台

鈴蘭台 北鈴蘭台 谷　上 花　山 大　池

岡　場

有馬口

駅前広場等の再整備
駅の再整備への支援

有馬温泉

三　宮

北神線の市営化により
運賃が550円 ➡280円

●有馬温泉・有馬口駅の再整備支援（美装化プラン作成）
●花山・大池駅の駐輪場整備
●北鈴蘭台駅前の民間市街地再開発事業への支援
●西鈴蘭台駅の駅周辺再整備の検討

《115,000千円（うち3年度2月補正 35,000千円》

オンライン市政報告会

質疑
コロナ第6波では保健所業務がひっ迫し、
全庁から職員応援体制を構築し対応した
が、今後、コロナと自然災害が複合災害とし
て起こることも考えられる。どう備えるか？

副市長
答弁

ワクチン接種やコロナ罹患者対応のた
め継続して応援体制をとっている。複
合災害が起こった際も、避難所のコロ
ナ対応も含めて手厚く職員が配置され
るようになっている。

水道局退職者会が『災害時支援協力制
度』を組織している。他局でも退職職
員による災害時の応援体制の構築を！

災害に備える神戸市役所へ！！

伊藤の要望

質疑
神戸市の女性活躍推進をさらに加速させるには女性の
管理職登用を増やすなど、政策の意思決定に女性が参
画することが必要と考えるがどうか？

市長
答弁

次年度の人事も間もなく決まるが、神戸市役所内の女性管理
職登用を増やし、女性がさらに輝くまち神戸！をめざした施
策に取組み、女性活躍推進のまちとなるように努めていく。

新規採用者は男女比が半々となっている。結婚・子
育て・介護など、女性が抱える課題は多い。他の子育
て支援施策等と併せて、男女共同参画の推進を！

女性が輝く神戸のまちへ！！

伊藤の要望

伊藤の提案

～伊藤めぐみと北区の未来を語りましょう～
お手数ですが、
メールでご連絡ください

件名：オンライン市政報告会申込み
本文：①お住まいの住所  ②お名前  ③生年月日  をお書きください。

大池駅（イメージ）花山駅（イメージ）

ZOOM
で

日程 申込

方法

1

2

時間 11時～12時頃

3月30日（水）
4月 2日（土）

Zoomで行いますので、
メールにてご案内させて

いただきます。

happy@itomegu.com

安全で円滑に通行でき、異常気
象時や災害時の通行も確保され
ることを目的に、H18年度に事業
着手した有馬口トンネルを含む
バイパス区 間が開通します！
唐櫃台の入り口での渋滞も緩和
され、安全な通行ができます。

神戸三田線
有馬口トンネルが開通します!

開通区間：L=1,060m （うち、トンネル延長 L=640m） 幅員：W=８m（トンネル区間）

’22.2.21
都市交通委員会で建築住宅局へ質疑しました

’22.3.14　会派を代表して市長・副市長に対して予算質疑しました！

北区トピックス
2022年
3月30日
開通

有馬口トンネル北

唐櫃台2丁目
唐櫃台1丁目

予算案について会派を代表して質疑

コロナに打ち克ち、さらに発展する神戸をめざします

神鉄沿線・駅周辺のリノベーション ～ 北区の駅が　　生まれ変わります ～

総括質疑  ‘22.3.14

質疑
今後は大阪湾岸道路西伸部の事業が進む。今後さらに
多くの人が訪れるよう、ポートアイランド2期の未利用地
の活用促進をすべきと考えるがどうか？

市長
答弁

神戸夜市の開催を市民広場で行う、南公園にインクルーシ
ブ遊具を配置してリノベーションするなど、訪れる人が楽
しめる取り組みを進めポートアイランドを活性化させる。

空港島にも未利用地が多く、これらの土地の暫定利
用をするなど未利用市有地の有効活用を！

ポートアイランド・空港島の活性化を！！

建築家との協働による空き家活用支援について

伊藤の要望

神戸市会議員　伊藤めぐみ

建築住宅局審査  ‘22.3.3

2期目3年目は都市交通委員会に所属しています



    健康と安全のための予算    健康と安全のための予算

    コロナに負けない予算    コロナに負けない予算    コロナに負けない予算    コロナに負けない予算

令和4年度
神戸市予算

（抜粋）

保健所の体制強化
●  保健師約30名の大幅増員（さらに年度内で約50名まで増員）
●  患者データ管理アプリ活用による業務の円滑化

拡

    子どもたちへの予算    子どもたちへの予算    子どもたちへの予算
高校生等の通学定期券補助
●  市内外の学校（公立･私立）への通学を支援
    補助対象：市内高校生等の通学定期券で月額平均
    12,000円を超える費用
    補 助 率：1/2（上限なし）
    開始時期：令和4年9月
    ※別途ひとり親家庭の高校生等に
    　対する全額補助実施中（令和2年10月～）

新

宿泊療養施設（軽症患者等）の運営
●  市内6か所  計760室
■  医師24時間対応

　　（電話相談含む） 
■  看護師24時間常駐
■  酸素投与ができる

　　酸素供給設備等を設置
▶ 3施設で毎分5リットルを超える大きな流量の

　　 酸素供給設備を整備（患者の入院調整中等に対応）

拡

認知症神戸モデルの推進
●  地域支えあい推進事業：
    令和4年10月より実施予定
■  認知症の方の社会参加を
　　促進するため、地域団体へ
　　専門職（看護職、理学
　　療法士等）を無料派遣
●  権利擁護施策
■  意思判断能力が低下した方の日常的金銭管理等
　　支援事業の拡充：専門員5名増員
■  銀行との連携強化等による成年後見支援制度の

　　更なる利用促進

拡

消防団員の処遇改善
●  出動にかかる報酬：
　7千円/回▶8千円/回

拡

自宅療療養者に対する支援
●  夜間、休日の診療体制を確保
    （電話、オンライン、往診）
●  食料や衛生用品の無償配送、
    パルスオキシメーターの
    無償貸与
●  外来診療、往診を行う
医療機関等に対する支援
　外来：日中10,000円/件、夜間15,000円/件
　往診：訪問先1か所あたり10,000円/日

 拡

相談体制の充実
●  コロナ専用相談窓口の運営
■  健康相談24時間対応
■  後遺症相談10時～17時
　   （土、祝日を除く）
■  外国人検査相談9時～17時

●  こころの悩みを抱える方の相談体制
     の強化
●  フレイル改善等に向けた
高齢者専用相談ダイヤルの運営

 拡

中学校給食の
全員喫食制の推進
●  給食センターの整備：2か所
    〈令和6年度中に供用開始予定〉
■ 調理能力合計：

　    最大20,000食/日
●  全員喫食制への移行までの間、保温食缶を活用した
　温かい給食の提供

拡

教科担任制の推進
●  小学校高学年において、専門性の高い教科指導を行う

拡

中央市民病院のコロナ患者受入れ支援
●  重症患者用の
    臨時病棟運営支援
     重症個室：14床、
     中等～重症病床：22床
●  集中治療看護師
    約50名の増員体制を維持

継

      『北神地域のみなさんの
  　　    急性期医療の確保のために』
済生会兵庫県病院と三田市民病院との再編統
合も視野に入れながら、北神地域での急性期医療

を将来にわたって維持・充実させて安心
して医療が受けられるように
取り組みます！

【認知症の方とそのご家族が安心して社会生活を送れるまちに】

【市独自】認知症神戸モデル（３か年継続：令和4～6年度） 拡充施策

〈診断助成制度（自己負担なし）〉
第1段階：「認知機能検診」
第2段階：「認知機能精密検査

〈事故救済制度〉
見舞金

賠償責任保険

地域支えあい
推進事業
権利擁護施策

認
知
症
の
方

＋

児童虐待防止対策の強化
●  こども家庭センターの移転拡充〈令和4年9月移転予定〉 
■ 約2,600㎡→約5,700㎡：体育館の新設、

　　　　　　　　　　　      相談室の増設

拡

●  こども家庭センターの体制強化：
　児童福祉司約20名増員
          ●  一時保護された子どもの意見を第三者
　      （弁護士）が代弁する
            「意見表明支援制度」の創設
　　　●  児童家庭支援センターの増設：3ヵ所▶4ヵ所

保育ニーズに対応した受入れ枠の確保
●  保育所等の整備による
    保育定員の拡大
    （約300人分）
●  保育送迎ステーションの
    整備（2か所）

拡
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“待機児童「ゼロ」へ”

    くらしと環境の予算    くらしと環境の予算    くらしと環境の予算
老朽空家等解体補助制度
（令和3年度実績：約700戸）
● 狭隘道路･共同住宅の老朽空家：
補助率1/3 上限：100万円
●  その他老朽空家等：補助率1/3 上限：60万円

継

茅葺民家の保全活用
●  茅葺民家の保全活用
　（屋根葺き替え等
　経費補助の拡充）
　1/3補助▶1/2補助
　上限500万円

拡

自転車の利活用促進
●  神出山田自転車道に
    おけるシェアサイクルの
    実施

継

ため池防災対策の推進
●  決壊により人的被害の
　恐れがある未利用
　ため池の廃止
●  ため池改修事業等の推進

新

ため池廃止前 ため池廃止後

神戸市
令和4年度

1. コロナとのたたかいに打ち克つ
2. 健康・安全を守る
3. 温もりのある地域社会を創る
4. のびやかなくらしと環境を創る

5. 力強い神戸経済を創る
6. 未来に輝く神戸の街を創る
7. DXの活用による
     市民参加を進める

こどもの居場所づくりの全市展開
●  情報収集･発信等に利用できる
ポータルサイトの開設

拡

農村地域における空き家・空き施設活用
●  里山･農村版
   「空き家おこし協力隊」
　の創設
● 起業、移住の
　改修費等補助
   【補助率1/3 上限50万円】

新

所得制限無・政令市初

義務教育学校の設置
●  小中一貫教育の実施に伴う
    環境整備（八多小・中学校）
■ 令和5年度移行予定

拡 農村里山エリア初

拡 拡充

新 新規
継 継続

葺き替え後の茅葺民家
空き家を活用した移住体験施設

北神地域の急性期医療の確保継

令和4年度予算は、久元市長3期目の最初となる予
算編成であり、コロナ対策と神戸のまちが持続可能で

さらなる活性化につながる予算となりました。私も予算委員会で
政策提案をしてきました。“若者に選ばれるまち”として、にぎわい
と活力のある、人との関わりが温かなまちづくりのため、
みなさまの豊かな暮らしにつながるよう、議会で行動していきます！

    くらしと環境の予算

    子どもたちへの予算

    健康と安全のための予算

    コロナに負けない予算

一 般 会 計 8,869 億円 8,704 億円 165 億円
令和4年度 令和3年度 増　△　減

1.9%

伸率（%）

特 別 会 計 6,605 億円 6,535 億円 70 億円 1.1%

企 業 会 計 3,330 億円 3,292 億円 38 億円 1.2%

合 　 　 計 18,804 億円 18,531 億円 273 億円 1.5%

●  居場所（こども食堂･学習支援）の
立ち上げ等を支援

■ 現在97校区/163校区
▶133校区で実施を目指す

伊藤
Check

当初予算案

伊藤
Check
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№９

【事務所】

答
質   久元市長３期目の初年度予算（案）として、どのような点に強い思いを持って予算編成を行ったのか？

〒655-0048 T E L : 0 8 0 - 6 1 1 1 - 9 9 7 0 ✉  t a n a t s u y o 0 2 @ g m a i l . c o m神戸市垂水区西舞子 9-15-23

  目の前のコロナという危機を乗り越えることが極めて重要なことと考えている。その上で、必ず訪れる
コロナ後の社会を見据え、神戸市民が将来に夢と希望を抱くことができるよう、住み続けたい魅力的なま
ちとして、神戸を選択してもらえるようまちの質、暮らしの質の向上につながる施策の充実を図る。

  オミクロン株の感染が急拡大する中、自宅療養者数も急激に増加しているが、自宅療養者への支援に関
するこれまでの取り組みと今後の見通しは？
  自宅療養者フォローアップセンターを設置し、相談体制の確立、メールや電話による情報提供を行って
いる。また、自宅療養者への外来診療や往診、オンライン診療や電話診療など医療体制のさらなる充実を
図っている。今後は、自宅療養者フォローアップセンターの強化や保健センターへのさらなる人材配置な
ど医療提供体制の拡充を考えている。

  カーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量実質ゼロ）の取り組みの方針は？

掲載内容のさらに詳しい内容は
立憲民主党神戸市会議員団の
ホームページをご覧ください→

たなびき剛事務所：

　令和４年第１回定例市会２月議会は、２月１８日から３月３１日ま
で開かれ、令和４年度神戸市当初予算（案）等が審議されています。
議員団を代表して市長並びに関係当局へ質疑しました。また、予算特
別委員会では、こども家庭局並びに教育委員会へ質疑を行いました。

令和４年第 1回定例市会 2月議会令和４年第 1回定例市会 2月議会

令和4年度予算編成の考え方について

新型コロナウイルス感染症拡大への対応について

カーボンニュートラルの推進について

代表質疑令和4年
2月25日

立憲民主党神戸市会議員団を代表し
市長・副市長に対して代表質疑を行いました。

  2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すため、神戸市では 2 基目となる水素ステーションの整備と
市バスへの燃料電池バスの導入、国際水素サプライチェーンの構築、カーボンニュートラルポートの形
成に取り組む。

  高校生等通学定期補助（令和４年９月より）
が開始されるが、補助対象（年額 14 万４千円
を超える１/２）の考え方と対象となる人数は？

こども家庭局

 平成 30 年の高校生約 3 万人に対する通学実態
アンケートの結果（年額平均９万６千円）の
1.5 倍に当たる額を算出。（対象者 4 千 6 百人）

学童保育における長期休業中（夏休みなど）
に昼食が提供できるよう要望しました。

  全員喫食制への移行後の
給食時間の検討状況は？

教育委員会

 全員喫食制へ移行すると、配膳の時間が必要と
なる。こどもの食育の推進の観点からも給食時
間をどの程度確保するのが適当なのか十分に検
討したい。

給食センターの整備にあたっては、地域の
防災拠点としての役割を備えたものとなる
よう要望しました。

予算特別委員会 ３
１

３
４

こども家庭局 教育委員会

答

質

答
質

答

質

答

質

コロナ禍以前の課題である、神戸市の人口減少への対策について、積極的に取り組みを進めるよう
要望しました。



・ 保健所の体制強化　　
　保健師約 30 名の増（さらに年度内で 50 名まで増員）
・ 自宅療養者に対する支援
　夜間・休日の診療体制を確保（電話、オンライン、往診）
　食料や衛生用品の無償配送、パルスオキシメーターの貸与
・ 宿泊療養施設 （軽症患者等） の運営
　市内６か所　計 760 室
　医師 24 時間対応（電話相談含む）看護師 24 時間常駐
　酸素投与ができる酸素供給設備等を設置

新型コロナ関連

暮らし・防災・環境関連
・商店街 ・ 小売市場お買物券事業
　20％プレミアム付お買物券（第３弾）
　［６千円分を５千円で販売］
・須磨エリアの活性化
　須磨海づり公園の安全対策、
　 水上オートバイ対策（海岸周辺での航行禁止）
・ ファッション産業の振興
　地場産品の購入に利用可能なWEB クーポンを発行　
　最大３割引き、上限３万円／人
・ フレイル予防の推進
　高齢者の健康不安解消やフレイル改善のため、
　専用のシニア健康相談ダイヤルを運営
　078‐322‐5999（月曜～金曜日 10 時～ 15 時）
　※神戸市にお住いの高齢者および家族の方が対象
・外部給電 ・ 神戸モデルの推進
　避難所指定のすべての小・中学校等（約 240 校）へ導入
　（令和５年度完了予定）
・ ため池防災対策の推進
　決壊により人的被害の恐れがある未利用のため池の廃止、
　ため池改修事業等の推進
・ ブルーカーボン ・ グリーンカーボンの推進
　ササバモ移植実証事業、バイオ炭の作成

子育て・教育関連
・ 高校生等の通学定期券補助

　　　　　　　　　　　　　（所得制限なし）
　市内外の学校（公立・私立）への通学を支援
　月額平均 12,000 円を超える費用の１/２
　　　　　　　　　　　　　　　　（上限なし）を補助
・ 児童虐待防止対策の強化
　こども家庭センターの移転拡充（令和４年9月和田岬へ）
　 約 2,600 ㎡⇒約 5,700 ㎡へ　
　 体育館の新設、相談室の増設、児童福祉司約20名の増員
・ 学童保育の充実
　8か所増設、公設学童全 202 施設で学習支援を実施
・ こども ・ 若者ケアラーへの支援
　18 歳未満のこどもケアラーに対する
　　　　　　　　　　　　　　　訪問支援事業の創設
　神戸市独自で家事等を援助するヘルパーを派遣
　（令和４年 8月開始予定）月 4回（2時間／回）

垂水区関連
・ 垂水駅
　駅西側ロータリー、立体原付駐車場（令和５年度完成）
　垂水養護学校及び垂水体育館の解体
　　　　　　（令和７年２月新病院開院予定）
　新垂水図書館の整備
・ 小学校の過密化対策
　児童数増加に対応するための校舎等の整備
　　　　　　　　　（垂水小学校　令和７年度完了予定）
・ 学校園の長寿命化 ・ 大規模改修
　学校統廃合に伴う長寿命化改修（多聞の丘小学校）
・ 五色塚古墳の整備
　古墳外濠跡等の史跡の保存整備及び
　周辺公園・ガイダンス施設の整備に向けた基本設計
・ こどもの遊び場拠点の整備
　子育て中の親と子が孤立しないよう、気軽に集える
　「おやこふらっとひろば」の開設
　（垂水区文化センターへ令和５年３月開設予定） 

　
トピックス
垂水区新型コロナウイルス感染症　各種相談窓口

  オミクロン株による新型コロナウイルス感染症が急拡大しています。
感染を心配している方、発熱・せき等の症状のある方、後遺症に対す
る不安や悩みのある方は、下記の窓口にご相談ください。

◇新型コロナウイルス専用健康相談窓口
                       　　　　    （土日祝を含む２４時間）

電 話 078-322-6250
◇新型コロナウイルス後遺症相談ダイヤル
　　　　　　　　　 　　　　　　（平日・日曜１０時～１７時）

電 話 078-322-6037

  令和 4 年２月に多井畑西地区の里山を訪ね
ました。昨年の 9 月にも訪れたのですが、
この間に竹林の間伐作業が進められ、これま
で竹林で覆われてた場所に新たな空間ができ
ていました。今後は、耕作放棄を活用した体
験農業やこどもたちの遊び場など、新たな利
活用に向けた整備が期待されます。



令和４年第１回定例市会（2月議会）

　2月17日から3月31日（予定）まで予算市会が開催されています。
　オミクロン株が猛威を振るっている中、２万人を超える自宅療養者の
フォローアップ体制の拡充や医療提供体制の確保が必要です。ポストコ
ロナを見据えて、ウォータフロント整備など将来への投資が入った予算と
なっています。併せて、福祉・教育など人への投資が必要です。皆様の大事
な税金が皆様の安心安全のために配分されるように厳しい目で対応して
いきます。

中央区

立憲民主党神戸市会議員団
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神戸～市民に開かれた市政～

■令和4年度予算規模 ※（ ）内は前年度
一般会計  8,869億円 （8,704億円）
特別会計  6,605億円 （6,535億円）
企業会計  3,330億円 （3,292億円）
合　   計  １兆8,804億円 （１兆8,531億円）
積極的に、昨年より273億円プラスの計上をしています。

新型コロナウイルス感染症対策1
感染症対策 ： 103億4,700万円

・3回目のワクチン接種、コールセンター、
                副反応窓口の設置 ： 85億7,800万円

福祉・健康２

医療提供体制強化 ： 59億600万円

・コロナ患者受け入れ支援、
　　　　　　 病床数の拡大 ： 9億8,200万円
・自宅療養者に対する支援
　（電話やオンラインなど夜間休日の受診体制、
                      　      食料・衛生品セットの送付など）
 ・宿泊療養施設の拡充 ： 44億円

コロナ禍に直面する市民支援 ： 4億4,700万円

・ひとり親家庭への支援 ： 6,000万円
・子育て世帯への支援 ： 3,600万円
・失業中・休業中の求職者支援 ： 1,400万円

がん検診の環境整備 ： 11億1,100万円

認知症の方、そのご家族支援 ： 2億1,200万円

介護人材確保プロジェクト
　　　　　　「コウベｄｅカイゴ」： 10億7,100万円

40歳総合検診や20歳の女性を対象とした子宮頸がん検
診無料クーポン、集団検診などのWEBシステム導入など 

認知症の疑いのある方に対する初期集中支援チームに
よる訪問や認知症疾病センターによる相談強化

　介護人材の確保のために、市内市越に勤務する方々
の賃上げを行う。外国人介護人材の日本語学習や介護
福祉士資格取得支援を行う。 

危機管理・防災３
高潮・津波対策 ： 43億500万円

・洪水を想定しての河川改修 ： 7億600万円

神戸の将来へ向けた投資型予算！

子育て・教育 ： 228億4,200万円４
妊婦に対する支援 ： 1,100万円
　・オンラインの両親教室の開催
　・助産婦による支援が必要な妊婦の訪問・相談
こどもの医療費助成：49億7,800万円
　　　入　院  ０-18　負担なし
　　　通　院  ０‒２　負担なし
　　　　　　  ３-15　医療機関あたり１日上限400円
　　　　　　　　　　　　（月２回）３回目以降無料
保育所定員の拡大（市内300人）：18億500万円

保育人材の確保：33億1,300万円

　・一時金の支給と宿舎借り上げ支援
中学校給食の半額助成：3億300万円

高校生の通学定期券補助：8,000万円
　・年間14万4,000円を超える定期券の
　　　　　　　２分の１を補助する（～９月）

・南海トラフ地震を想定し、
  　　　　津波対策として防潮堤の整備



神戸のさらなる飛躍に向けた都心の再生

バスターミナル周辺デッキの整備  【予算額：10億1,770万円】
「えき≈まち空間」の実現のために、地上レベルの広場空間
「三宮クロススクエア」に加えて、乗換動線の改善・拡充、
新たなバスターミナル周辺でのバスと歩行者の分離、「え
き」と「まち」をつなぐ歩行者の回遊性の向上を目的とし
た鉄道駅と新たなバスターミナル等をつなぐ歩行者デッキ
を整備する。

【事業スケジュール】 

令和２（2020）年度 ：設計競技開始 

令和３（2021）年度 ：設計競技最優秀選定、基本設計 

令和４（2022）年度 ：詳細設計、雲井通５歩道橋撤去等 

：工事着手   令和５（2023）年度 

令和９（2027）年度頃：完成予定（ミント神戸～新たなバスターミナル間） 

※ＪＲ新駅ビル周辺のデッキについては、周辺の開発に合わせて整備予定

「えき≈まち空間」等の事業の整備  【予算額：19億4,070万円】

新たなバスターミナルを含む
                                 再開発ビル（イメージ）

　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
回遊性を高める空間「えき≈まち空間」 の実現を目指して取り組みを推進している。 
　令和４年度は、三宮クロススクエア第１段階の実現に向け都心部へ流入する通
過交通を抑制し、外周道路へ円滑な誘導を促すため春日野交差点の工事を行う。 
　また、ＪＲ三ノ宮新駅ビル開発計画にあわせた南側駅前広場等の設計を行うほ
か、乗り換え動線の強化や回遊性の向上を図るための三宮駅周辺歩行者デッキの
設計やさんちかの再整備を行う。 これらのハード整備と併せて、官民連携によるエ
リアマネジメントの実現に向けて取り組みを進めていく。 
　そのほか、サンセンタープラザへの支援などセンター街周辺街区における再整
備に向けた取り組みを推進する。

〔具体的な取り組み〕
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 
・ＪＲ三ノ宮駅南側駅前広場等の再整備・にぎわいの創出
・三宮駅周辺歩行者デッキの整備
・さんちかの再整備・活性化
・都心・三宮再整備における「自然の景」の創造
・エリアマネジメントの推進
・神戸三宮阪急ビルへのデジタルサイネージ設置に対する支援
・サンセンタープラザ等の再整備検討支援
・元町エリアにおける観光バス乗降場の試験運用

〔スケジュール〕
令和4年度　　　春日野交差点改良工事
令和5年度以降　三宮クロススクエア（第1段階）実現に向けた設計・工事
令和11年度　 　三宮クロススクエア（第1段階）完成（予定）

三宮クロススクエア（（ 第２ 段階） イメ ージ）

さんちかの再整備・ 活性化（ イメ ージ）

三宮駅周辺デッキ（ イメージ）

ウォーターフロント地区の魅力向上  【予算額：38億9,310万円】
　「港都 神戸」グランドデザインや神戸港将来構想に掲げる「世界から人を惹きつける神戸ウォーターフロントの
形成」を目指し、新港突堤西地区では、各施設の開業が進む第１突堤基部に続き、大規模多目的アリーナの建設を
予定している第２突堤の再開発事業のほか、第１・２突堤間の水域活用に向けた防波堤の整備や事業化の検討を行
うとともに、次期再開発エリアの事業化に向けて取り組みを進める。
　中突堤周辺地区では、開業 60 周年のリニューアルオープンに向けて神戸ポートタワーのリニューアル工事を進
めるとともに、中突堤中央ビルの再整備の具現化に向けて取り組み、観光・エントランスエリアの機能強化を図る。
　これらの面的な再開発の進捗にあわせて、ハーバーランド～中突堤～新港突堤西地区に至るウォーターフロント
エリア内の回遊を促す取り組みとして、次世代モビリティの実証事業に取り組むなど、多様な移動手段の事業化を
検討する。また、神戸ポートタワーのプロジェクションマッピングなど、街とアートを掛けあわせた「神戸ウォーター
フロントアートプロジェクト」を実施する。

 

中央ビル 
海洋博物館 

ポートタワー 

メリケンパーク 

橋りょう検討 水 域 活 用  アリー

ナ 

多目的 

モザイク 第１突堤 第２突堤 第３突堤 第４突堤 

防波堤整備 
中突堤周辺地区 新港突堤西地区 

【主な事業】
１．ウォーターフロント地区の再開発
　①新港突堤西地区
　・新港第１・第２突堤間の水域活用の推進
　　（防波堤整備・事業化検討等）
　・新港第２突堤再開発（緑地基本設計等）
　②中突堤周辺地区
　・神戸ポートタワーリニューアル
　　（令和５年度リニューアルオープン予定）
　・中央ビルの再整備事業の促進（中央ビル南館の解体等）
　③回遊性向上
　・多様な移動手段の事業化検討・調査
　　（次世代ﾓﾋﾞﾘﾃｨの実証実験、高浜岸壁への橋りょうの設計検討等）
２．ウォーターフロントの賑わいづくり
　①メリケンパークのにぎわいづくり
　　（ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進）
　②花火・イルミネーションによる夜間景観の形成

新港第 1・第 2突堤間水域活用
　　　　　　　　 （ イメ ージ）

新港第 2突堤再開発（ イメ ージ）

1万人規模の最先端アリーナ

イルミネーション（イメージ）



中央区役所･中央区文化センター整備 【予算額：19億6,479万円】
【現状（背景）】
　竣工から約40年が経過して老朽化が進む中央区庁舎および勤労会館に
ついて、平成30年７月に策定した「新中央区総合庁舎整備基本計画」に基
づき、中央区役所と中央区文化センターを市役所３号館跡に一体整備する。
　令和４年７月に供用開始を予定している。
【事業概要】
　＜建物概要＞
　・構造：鉄骨造（免震構造）　・階数：地下１階、地上１２階建て
　　（2～8 階：区役所、1 階，9～11 階：文化センター）
　・延床面積：約19,300 ㎡
　　うち区役所 約12,400 ㎡、文化センター 約 4,900 ㎡
　　駐車場等 約 2,000 ㎡
【事業スケジュール】
　令和２年８月 新庁舎建設工事着工、令和４年７月 供用開始（予定）

磯上体育館の整備･磯上公園の再整備 【予算額：4億3,768万円】
【現状（背景）】
　磯上公園は都心の貴重なオープンスペースであり、現在は有料のグラウン
ドとしてスポーツを中心に利用されている。
　平成30年７月策定の新中央区総合庁舎整備基本計画において、「体育館・
体育室は磯上公園に配置」とした整備方針を定めた。この方針のもと、2019
（令和元年）年度から体育館の設計に取り組み、2021（令和３年）年度工事
着手、2022（令和４）年７月の供用開始を予定している。

地区別　予算の概要

・三宮図書館の仮移設
　令和９年に新たな三宮図書館の整備までの間の
　仮図書館「ＫＩＩＴＯ２階」　
・さんちかの再整備
・元町エリアの交通円滑化
・観光バスの乗降場の実験検証
・生田川右岸線の機能強化
・ポートタワーのリニューアル
・ハーバーランド東ブリッジ橋工事
・東遊園地の活性化：３億９００万円

区役所・文化センター（イメージ）

磯上体育館（イメージ）

新神戸駅
駅前広場の再整備（令和４年設計、令和６年末供用開始）

JR神戸駅
駅前広場の整備・地下タワー式駐輪場の整備
ポートループの神戸駅延伸

ポートアイランド
リボーンプロジェクトの推進　　
青少年科学館のリニューアル、スポーツセンターの整備
南公園のリノベーション、クリーンセンターの解体
ポンプ場の更新・高潮発生時の緊急道路確保対策
中央市民病院の路線バスの無料化

HAT神戸
ミュージアムロードの魅力向上

各小中学校での整備
こうべ小学校 ： 校舎増築（令和４年度に工事を実施）
湊小学校　   ： 暫定校舎の整備、体育館への空調新設、
　　　　　　   学童保育の整備
上筒井小学校、宮本小学校、中央小学校
　・ 体育館・特別教室への空調新設
雲中小学校、筒井台中学校、布引小学校
　・ 特別教室への空調新設

三宮周辺

さらに詳しい予算の内容は
神戸市ホームページをご覧ください
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