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神戸市長 

神戸市政の推進にあたり、平素より格別のご理解とご協力を賜り、深く

感謝申し上げます。 

今般、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染拡大防止や市民の生

活、市内事業者への支援に全力で取り組んできました。今後も、再度の感

染拡大に備えた息の長い持続的な対策が必要であり「新しい生活様式」の

定着を図りながら、市民生活・経済活動を回復させていく必要があります。 

阪神・淡路大震災から 25 年が経過し、新しいステージに立つ神戸は、

これまで先人が築き上げてきた歴史や営みを受け継ぎながら、変革の扉の

先にある輝かしい未来に向かって、確かな歩みを進めています。また、テ

クノロジーの進化を大胆に取り入れながら、人間中心の目線で、

「Human×Smart」な都市づくりを目指して「Be Smart KOBE」プロジェク

トを推進するなど、持続可能な大都市経営を行ってまいります。令和２年

度は、子育てしたい街、学びたい街、働きたい街、住み続けたい街として

選ばれるよう、神戸の「再生」に向けた新たな政策展開に、積極果敢に挑

戦しています。 

また、神戸の新たな未来を切り拓く施策を積極的に展開していくため、

「陸・海・空」の広域交通結節機能の強化（神戸港・神戸空港・大阪湾岸

道路西伸部など）や、都心・三宮の再整備、神戸医療産業都市を着実に進

めてまいりますので、ご支援をお願いいたします。 

本書に掲げるものは、本市が大都市としての役割と責任を果たすために

必要な事項を厳選しておりますので、特段のご支援・ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
令和２年７月 
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Ⅰ. 地方自治体の取組みに対する財政支援の充実  
 »内閣府、総務省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、本市においても、早期収束と医療崩壊を起

こさないための感染拡大防止策及び風評被害への対策や、外出自粛・臨時休校等で

困っている市民の生活、経済活動の急速な縮小により疲弊している市内事業者への

支援に全力で取り組んできた。 

◯ 今後も引き続き、市民の命と健康を守り、安心を与え、市民生活及び経済への影響

を最小限に抑えていかなければならない。阪神・淡路大震災から25年、本市が迎え

る最大の危機を乗り越えていくため、国や兵庫県、医療機関、関係機関等と緊密に

連携を図るとともに、状況の変化に応じて、迅速かつ効果的な対策に全力で取り組

んでいく。 

◯ そのためには、令和３年度予算に限らず、令和２年度補正予算等を含め、国からの

さらなる財政支援が不可欠である。 

１）地域の実情に応じて取り組む独自の施策に必要な財政措置の実施 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額 

●新型コロナウイルス感染症の対応として、独自の施策を迅速に実施するために新たな地方負担が生じている。国の令和２年度

二次補正において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が大幅に増額されたものの、施策を十分に実施するため

には財政調整基金を取り崩さざるを得ない状況となっている。 

●今後も「新しい生活様式」への移行に向けた取組みなど、様々な財政需要が引き続き想定されることから、さらなる財政支援

が必要である。 

 ・地方創生臨時交付金のさらなる増額 

・大都市特有・地域固有の実情に応じて必要な額を確保できるような算定への配慮 

 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額と柔軟な運用 

●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応のために緊急に必要となる感

染拡大防止策や医療提供体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう、都道府

県に交付されている。 

●感染拡大の「第２波」や将来的な新興感染症の流行に備え、感染拡大防止策や医療提供体制の整備等のさらなる充実を図って

いく必要があるため、国からのより一層の財政支援が必要である。 

●また、本交付金は、国の令和２年度一次補正において創設され、同二次補正にて大幅に増額されたが、交付対象者は都道府県

となっており、指定都市が機動的かつ緊急的な対応を行うことが難しい。 

・緊急包括支援交付金のさらなる増額 

・地域の実情に応じた柔軟な運用を可能とするような対象事業の要件緩和及び上限額の引上げ 

・指定都市を直接交付の対象に追加 
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２）地方の計画的な財政運営の推進 

 地方自治体の大幅な減収に対する確実な財政措置 

●今後も、新型コロナウイルス感染症対策に必要な財政需要が増加する一方で、地方税等は景気低迷の影響を受け、大幅な減収

が見込まれるなど、厳しい財政運営が見込まれる。 

●地方税等の大幅な減収下においても、今後の感染状況に応じて必要となる新たな対策のみならず、標準的な行政サービスを安

定的に展開していくことが重要であることから、これらの施策の実施に必要な地方交付税等の一般財源総額を確保するなど、

確実な財政措置が必要である。 
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Ⅱ. 感染拡大防止策の強化 
 »内閣府、総務省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 感染拡大期には、本市においても、市民の命と健康を守るため、早期収束と医療崩

壊を起こさないための感染拡大防止に全力で取り組んできた。 

◯ 今後も、新型コロナウイルス感染拡大の「第２波」や、将来的な新興感染症の流行

にも備えるため、医療資器材の確保等による感染拡大防止策を強化するとともに、

検査体制の強化や、重症患者やリスクの高い患者に対して適切な医療サービスを提

供できる体制を構築するなど、息の長い、持続的な対策が必要である。 

１）地域の検査・医療提供体制の整備に対する支援の充実 

 新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関に対するさらなる支援 

●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金や診療報酬の増額等により、医療機関に対する支援が行われているところであ

るが、感染拡大の長期化により、新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関においては、病院経営に多大な影響が出ている。

診療体制の確保（空床確保等）、経営の安定化、院内感染防止対策（感染症病棟のゾーニング等）及び職員確保のための十分

な財政支援を行うこと。 

●感染症の疑いのある患者の受入れを行う病院については、院内感染を防ぐための病棟改修や備品整備などが必要であるため、

必要な経費を全額負担するとともに、改修にかかる医療法上の手続きの簡素化が必要である。 

●また、地域医療提供体制維持のため、感染拡大に伴う外来患者の減少等により経営状態が悪化している医療機関への財政支援

が必要である。 

 

 治療薬・ワクチンの開発や精度の高い簡易的な検査手法の確立 

●社会経済活動を維持していく上で、一日も早く新型コロナウイルス感染症の治療薬及びワクチンの開発と実用化を図ることが

重要であることから、国内外で実施されている臨床試験等に対する支援が必要である。 

●PCR 検査機器の配備や検査試薬の十分な確保、抗原検査の積極的な活用及び唾液等を検査材料とする精度の高い簡易的な検

査手法の実用化により検査体制をさらに強化し、必要な検査をより積極的に実施できるようにすることが必要である。 

 

 医療資器材及び感染拡大防止資器材の安定的な確保 

●新型コロナウイルス感染症拡大期においては、医療用マスクやガウン等の医療資器材が不足し、医療提供体制の確保に支障を

来すこととなった。この教訓を踏まえ、医療用マスクやガウン、人工呼吸器等の医療資器材について、国において引き続き、

国内での生産・増産体制の整備に取り組むとともに、必要な備蓄を行うことで、医療機関への安定供給体制を構築することが

必要である。 

●同様に、市民向けのマスクや手指消毒液といった感染拡大防止資器材についても、安定供給のため、国の責任による、生産設

備の増強、他業種からの参入支援、海外からの調達強化を図るとともに、価格の安定化や公平な購入機会の確保に努め、適切

な流通体制を早期に確立することが必要である。 
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 保健所及び地方衛生研究所の機能強化・体制充実に向けた財政支援 

●新型コロナウイルス感染症など新興感染症が発生した場合に、保健所を中心とした迅速な対応が必要となる。保健所の体制強

化のため、医師・保健師等の人材の確保・育成に国として努める必要がある。 

●地方衛生研究所は、今回の新型コロナウイルス感染症のような国民の生命・健康を脅かすような危機管理事案にかかる検査を

迅速かつ正確に実施するために必要不可欠な機関である。このため、法的な位置づけを明確にするとともに、国補助による機

器整備等の財政基盤の充実や教育・研修制度の充実による検査員の育成など、その機能維持・強化に必要な措置に対して、国

として責任をもって対応することが必要である。 

 

２）「新しい生活様式」への移行に伴う様々な課題への対応 

 熱中症予防の取組みに対する財政支援 

●新型コロナウイルス感染症対策で外出の自粛による体温調節機能の低下や、マスクの着用により熱の発散が妨げられること

で、例年以上に熱中症を起こしやすくなる。しかし、熱中症患者の救急搬送が増加すると、市内の医療提供体制（救急搬送、

病床確保）を大きく圧迫する恐れがある。 

●また、経済的負担により自宅で冷房を使用出来ない高齢者や生活困窮者等は、冷房設備のある公共施設等に集まることが多い

が、新型コロナウイルス感染症対策として、人の密集を避ける必要がある。 

●健康管理の徹底や注意喚起等の熱中症予防の啓発事業、及び地域の実情（人口規模・気温差等）に沿った施策に対する財政支

援が必要である。 

 

（参考） 

・令和２年５月 27 日「新型コロナウイルス対策とともに過ごす夏の『熱中症予防』神戸市熱中症予防対応指針」策定 

・熱中症救急搬送者数（令和元年度） 715 人（屋外：276 人、屋内：439 人） 

 

 緊急避難場所・避難所における感染拡大防止策に対する財政支援 

●自然災害が発生した場合に、避難所等での感染拡大を防ぎつつ、避難者を安全に受け入れる体制を整えるための財政支援が必

要である。 

 

 差別・偏見・誹謗中傷等の防止及びその標的となった方々への支援 

●新型コロナウイルス感染症患者に対応する医療従事者やライフラインを支えるエッセンシャルワーカー（生活を営む上で欠か

せない仕事に従事している人）においては、感染の恐れに不安や精神的緊張等を抱えながら日々業務に従事している。感染症

拡大の長期化により、心身の不調を来す可能性が高くなる。 

●新型コロナウイルス感染者に対応する医療従事者、患者やその家族等への心のケアや風評被害防止の啓発等、十分な支援策が

必要である。 
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Ⅲ. 市民生活を守るための取組みの推進 
 »内閣府、文部科学省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 外出自粛等に伴う経済活動の停滞により、収入が減少し、家計が急激に悪化するな

ど、市民生活に大きな影響が生じており、迅速かつ手厚い支援が必要である。 

◯ 新型コロナウイルスに感染した際に、特に重症化が懸念される高齢者・障害者の感

染を防ぐため、介護・障害者サービス事業所における感染拡大防止策の強化や、感

染者発生時の対応にかかる事業所への支援が必要である。 

◯ また、感染拡大に伴う保育所・学童保育施設等の特別保育への移行や、学校園の臨

時休業等により、子どもたちや保護者を取り巻く環境が急変しており、状況に応じ

た支援策を展開していく必要がある。 

◯ 特に、学校園の臨時休業等により十分な授業時数が確保できない状況が続く中、子

どもたちの学びを保障するための学習環境の整備が急務となっている。 

１）市民生活の維持に対する支援の拡充 

 生活に困っている世帯に対する迅速な支援の実施 

●新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活が困窮した世帯への支援を行うため、個人向け緊急小口資金等の

特例貸付や住居確保給付金の支給対象の見直しが実施されている。 

●感染拡大については引き続き予断を許さない状況であることから、生活に困っている世帯や個人への支援が迅速に行われるよ

う、必要な制度を継続するとともに、必要に応じて拡充に向けた検討を続けられたい。併せて、住居確保給付金について要件

緩和により対象者が増加し、市の財政負担が増大しており、国からの十分な財政措置が必要である。 

 

 高齢者・障害者の安全確保のための介護・障害者サービス事業所への支援 

●高齢者及び障害者は、新型コロナウイルスに感染した際に重症化が懸念される一方で、福祉サービス事業の継続は感染症対策

が必要な状況下にあっても特に求められているところである。利用者が安全・安心に福祉サービスを利用できるよう、事業者

の事業継続に向けた国による積極的な財政支援が必要である。 

●介護・障害者サービス事業所での感染拡大防止の観点から、マスクやガウン、アルコール消毒液といった衛生用品等の備蓄及

び経常的な供給体制を確保するとともに、感染者発生時や濃厚接触者への対応を行った事業所への報酬上の加算の創設や、休

業を余儀なくされた事業所への固定経費の給付などの財政支援制度の継続や拡充、並びに、学校園臨時休業に伴う放課後等デ

イサービス事業所等への運営費支援制度の確立が必要である。 

●家族等が感染した際に、濃厚接触者である在宅の高齢者・障害者を一時的に受け入れるために要する施設の借上げや福祉人材

確保にかかる財政支援が必要である。 
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 保育所等における児童の安全確保のための財政支援の拡充 

●感染拡大に伴う保育所・学童保育施設等の特別保育への移行や、学校園の臨時休業等により、子どもたちや保護者を取り巻く

環境が急変する状況下においても、子どもたちの生活・教育環境を守るため、十分な財政支援の継続が必要である。特に、学

童保育施設においては、勤務時間の短さから非正規雇用職員が多くを占めることを踏まえ、体制確保のため感染症対策により

勤務時間が急増する職員の控除対象配偶者及び社会保険の被扶養者の収入要件について、それぞれの収入上限額を緩和するな

どの措置が必要である。 

●保育所・学童保育施設等での感染拡大防止の観点から、マスクやアルコール消毒液といった衛生用品の継続的な配備が必要で

ある。 

 

２）教育環境の整備に対する支援の拡充 

 子どもたちの学びを保障するための継続的な財政支援 

●子どもたちの学びの保障に資する教職員体制の確保に向けた加配教員・学習指導員の増員等を図るための継続的な財政支援が

必要である。 

●感染症対策を講じながら学びを保障するため、学校園にマスクやアルコール消毒液といった衛生用品を配備するための継続的

な財政支援が必要である。 

 

 GIGA スクール構想の実現に向けた財政支援の拡充 

●児童生徒「１人１台端末」の整備に関し、「公立学校情報機器整備費補助金」においては、機器の保守管理費用、端末更新に

かかる費用、ソフトウェアのライセンス費用等は補助対象外とされている。また、「公立学校情報通信ネットワーク環境施設

整備費補助金」においては、増強が必要となる校外通信ネットワークの整備及び維持管理にかかる費用が補助対象外とされて

いる。 

・端末を活用するにあたって必要となるソフトウェアのライセンス費用、端末整備完了後における機器の保守管理費用及び 

端末更新時の費用、校外通信ネットワークの整備及び維持管理にかかる費用への国庫補助対象の拡充 

・Wi-Fi 環境が整っていない家庭に対するモバイルルータの配備や、学校や家庭において即時活用が可能なオンライン教材の 

提供など、学びを保障するための環境整備への支援 
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 学生等の修学機会を確保するための財政支援の拡充 

●家計の急激な悪化による学生の修学への影響が懸念されており、「学生支援緊急給付金」の拡充が必要である。 

●公立大学や公立高等専門学校においては、家計の急激な悪化に対応するため、独自で入学金・授業料の減免を検討しており、

さらなる財政支援が必要である。また、「高等教育の修学支援新制度」の対象となっていない大学院生、留学生についても支

援の対象にすることも必要である。 

●「新しい生活様式」への移行を踏まえ、公立大学や公立高等専門学校における遠隔授業の実施に必要な環境構築についての支

援が必要である。 
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Ⅳ. 神戸経済への影響を踏まえた支援策の充実  
 »文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 経済回復への基盤を維持していくため、経済活動の急速な縮小により疲弊し、厳し

い環境におかれている中小企業等に対して雇用維持と事業継続へのさらなる支援

が重要である。 

◯ 感染症拡大予防のための「新しい生活様式」の徹底や、新型コロナウイルスの再度

の感染拡大等、今後の社会変化を想定した効果的な支援策が必要である。 

◯ また、感染拡大下においても国民生活や経済活動を根幹的に支える港湾の物流機能

を確保するとともに、感染症の影響により旅客需要が大幅に減少したフェリーの航

路維持や航空路線の早期復便に対し、国の積極的な支援が必要である。 

◯ 感染症の収束後には、神戸経済を成長軌道へ回復させるため、短期集中的に消費・

観光需要を喚起するほか、サプライチェーンの国内回帰やデジタル化・リモート化

など将来への投資の促進等、強靭な経済構造を構築するための中長期的視点での支

援が必要である。 

◯ これらの支援策について、国において迅速かつ確実に実施するとともに、地域の実

情に応じた独自の柔軟な支援が実施できるよう財政措置が必要である。 

１）地域の雇用維持と事業継続及び地域経済の活性化に対する支援の充実 

 経済活動の維持・回復に向けた総合的な支援の強化 

●新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中小企業等に対して、民間金融機関を活用した融資のさらなる拡充をはじめと

した継続した資金繰り対策、各種給付金・助成金、家賃の負担軽減支援など、中小企業等の事業継続を下支えし、地域経済等

への影響を最小限に抑えるため、支援策のより一層の充実・強化が必要である。 

●融資制度について、信用保証制度の対象業種の拡大に止まらず、公益法人等の法人形態についても拡大することや、また、実

質無利子融資について、融資限度額を引き上げるとともに、市区町村で実施しているセーフティネット保証等の認定を不要と

することで、融資手続きの簡素化を図ることが必要である。 

●小規模事業者持続化補助金など中小企業生産性革命推進事業について、審査基準を満たしたものは全て採択できるよう十分な

財政措置が必要である。 

●感染拡大防止と社会経済活動維持の両立を持続可能にするため、事業者等に対し、テレワーク環境や感染防止対策に必要な整

備に対する補助制度の拡充など、「新しい生活様式」を実践するためのより一層の支援策が必要である。 
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 迅速かつ円滑な給付金支給のための取組みの強化 

●「雇用調整助成金」や「持続化給付金」等の既存の給付金及び、今後創設される給付金について、必要な事業者に迅速に給付

が行われるよう事務手続きの簡素化や、電話等での相談に確実に対応できるよう窓口体制の強化等が必要である。     

また WEB 等での申請を経験したことのない中小企業や個人事業主等が円滑に申請できるように、申請サポートの充実又は郵

送の申請を認める等の対応が必要である。 

 

 神戸経済の実情に応じた柔軟な支援 

●感染拡大の防止と経済活動の維持の両立を持続的に可能としていくため、「新しい生活様式」の定着や業種ごとの感染拡大予

防ガイドライン等の実践の上で業種・業態に応じた適切な支援策が求められる。地域によって異なる産業構造を踏まえた中長

期的な支援が可能となるよう、柔軟に活用できる支援策が必要である。 

●需要の大幅な落ち込みやサプライチェーンの寸断により神戸経済を支える中小ものづくり企業は厳しい経営環境に直面して

いる。生産拠点の国内回帰や多元化を目指した設備投資等生産性向上、販路開拓・拡大等による国際競争力強化に対するさら

なる支援が必要である。 

●地域コミュニティの賑わいや安全・安心を支える商店街等を対象に賑わいを回復するための支援について、十分な財政措置が

必要である。 

●真珠・ケミカルシューズ・灘の酒などの地場産業においては、商談会の中止や百貨店・飲食店等の休業に伴う受注・販売の機

会喪失により大きな影響を受けており、機会創出につながる新たな取組み・販路開拓及びブランド力強化に対する支援が必要

である。 

●今後の地域経済活動の回復に向け、観光需要を喚起するための観光産業への助成、地域で活用可能なプレミアム付商品券の発

行等の事業について、感染状況等も踏まえつつ、継続的な財政措置を講ずることが必要である。 

●農漁業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受け、安定した農漁業経営が困難になっているため、販路

開拓や農漁業経営の事業継続・転換に向けた支援制度である「経営継続補助金」の拡充及び手続きの簡素化が必要である。 

 

２）事業継続に向けた神戸港・神戸空港に対する支援 

 港湾物流事業者の事業継続の取組みに対する支援 

●国民生活や経済活動を根幹的に支える港湾の物流機能については、新型コロナウイルスの感染拡大下においても機能を維持

し、事業の継続を図る必要がある。 

・港湾運送事業者等が物流機能を維持するために必要な物資の購入や在宅勤務の導入、施設改修等に要する費用に対する財 

政支援 

 

 フェリー事業の航路維持に対する支援 

●内貿在来貨物においてトンベースで約８割、内貿コンテナ貨物の約 1/4 を占め、年間 83 万人の旅客が利用するフェリー事業

は、在来及びコンテナ物流・旅客輸送の観点から神戸港にとって不可欠である。また、新型コロナウイルスの感染拡大下にお

いても物流面から事業継続が求められる一方で、旅客需要は極めて厳しい状況が続くことが予想されることから、フェリー事

業の航路維持に対する支援が課題である。 

・需要回復や事業継続、地方自治体が行う使用料減免に対する財政支援 
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 航空路線の早期復便に対する支援 

●新型コロナウイルス感染症の影響により神戸空港就航便の大部分が運休・減便している。航空路線の早期再開による経済の回

復が不可欠である。 

・航空会社が行う感染防止のための取組みや運航継続に要する費用に対する財政支援 

・地方自治体が行う着陸料等の運航経費支援に対する財政支援 

 

３）公共交通を維持確保するための事業者への支援 

 地域の生活に必要な公共交通を維持するための支援 

●人口減少・高齢化の進展する中、公共交通の役割はますます高まりつつある。一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、

公共交通の利用者数は著しく減少しており、交通事業者の経営環境は極めて厳しい状況となっている。これらに対しては、

with コロナとして長期的視野で取り組んでいく必要があり、交通事業者が行う感染防止や地域の生活・経済活動を支える公共

交通を維持するための取組みに対する支援が不可欠である。 

 ・交通事業者が行う感染防止のための取組みや運行継続に要する費用に対する財政支援 

 

４）文化芸術に対する支援の拡充 

 アーティスト及び表現活動を支える文化芸術関係者・文化施設への継続的な支援 

●新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、活動自粛を余儀なくされているアーティストは、大幅な収益の減少により厳し

い経済状況に置かれている。また、音響や照明といった舞台技術者をはじめ表現活動を支える文化関係者は、緊急事態宣言が

解除されたものの、すぐに元どおりの活動が再開できるわけではなく、活動の継続に向けた継続的な支援が必要である。 

●「新しい生活様式」を前提とする中で、文化芸術活動を継続するためのアーティスト並びに施設における感染リスク低減のた

めの環境整備や創意工夫を促進するような支援策も必要である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

                                         

重 点 項 目 
国家予算に対する提案･要望 

令 和 ３ 年 度  神 戸 市 
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Ⅰ-１. 地方創生・人口減少社会への対応 

 »内閣官房、内閣府、総務省、農林水産省 

【提案・要望の背景】 

◯ 少子高齢化及び人口減少は、我が国が抱える構造的な問題であり、これらへの対応

が喫緊の課題となっている。 

◯ 人口減少等による社会課題の解決のためには、最先端技術の活用が不可欠であり、

人間中心の目線で「Human×Smart」な都市づくりを目指して「Be Smart KOBE」

プロジェクトを推進している。 

○ とりわけ、特徴的な強みや個性を持つ六甲山では、「異なる要素を掛け合わせ、こ

れまでにない発想を創造する」をテーマに掲げ、オフィスの誘致や最先端技術の導

入に取り組む「六甲山上スマートシティ構想」を推進している。 

○ また、都市の利便性と豊かな自然環境をあわせ持つ里山・農村地域においては、都

市近郊の強みを活かした農業の振興と、新たな移住者を呼び込むための定住環境の

整備など「神戸・里山暮らし」を推進している。 

◯ 今後、さらなる地方創生の実現に向け、先進的・先駆的な取組みを加速させるため

には、地方財政の安定化に加え、地方創生にかかる国の一層の支援が必要である。 

１）スマートシティ実現に向けた取組みの推進 

 社会課題の解決に向けた最先端技術の実証・実装の取組みに対する財政支援の拡充 

●自動運転やドローン配送、遠隔診療など様々な最先端技術を活用したサービスが実装されるスマートシティを実現するために

は、分野間を横断した支援や、収益化していない新技術の実装への充実した支援が求められる。 

・最先端技術の実証・実装の取組みに対する、自由度が高く、活用しやすい財政支援の拡充 

 

 最先端技術の社会実装を包括的に促進する柔軟かつ迅速な規制緩和の実現 

●AI やビッグデータなど最先端の技術を活用し、未来の暮らしを先行実現する「まるごと未来都市」の実現を目指す、国家戦略

特区の「スーパーシティ」構想については、活用しやすく、実効性のある制度運用及び財政措置が必要である。 

 ・地方におけるデータ連携基盤構築などにかかる財政支援 
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２）六甲山上スマートシティ構想の推進に向けた支援 

 六甲山上をクリエイティブ産業の集積地とするためのオフィス立地促進やベンチャー

ビジネス支援等の取組みに対する財政支援 

●都市計画法の運用について、都市型創造産業に資する事業者認定基準を新たに設け、既存の建築物の改築により山上での事務

所の立地を可能とする規制緩和を実施したところであるが、実際の企業進出にあたっては、オフィス立地促進のための助成や、

進出企業の山上での活動を促進するための各種支援が必要である。 

 

３）里山・農村地域の活性化のための支援 

 定住環境の整備に対する財政支援 

●人口減少や高齢化が進んでおり、里山・農村地域に新たな移住者を呼び込み、その定住・定着を支援する必要がある。 

・移住者が農村集落に受け入れられるよう地域との橋渡しを行うコーディネーターの活動に対する支援制度の創設 

・若年層を呼び込むため、賃貸の共同住宅をモデル的に設置する仕組みを検討しており、その実現に向けた初期投資や家賃 

を軽減する支援制度の創設 

 

 農業振興に対する財政支援 

●農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、耕作放棄地や手入れのされない里山が増え、農業生産環境が悪化している。持続的

な農業振興と農村の維持を目指して、集落ごとの徹底した話合いにより、今後５〜10 年後の農地の耕作者、後継者を明らか

にする「人・農地プラン」の実質化の取組みを強力に進める必要がある。 

・「人・農地問題解決加速化支援事業」における補助上限額の引上げ 

 

４）先駆的な地方創生の取組みを力強く後押しするための財政支援 

 地方創生推進交付金及びまち・ひと・しごと創生事業費の安定的な確保 

●地方創生推進交付金については、過年度認定済の継続事業の事業費も併せ持つため、新規事業も含めた予算額としては不十分

であり、さらなる事業費の確保が必要である。 

・まち・ひと・しごと創生事業費について、現行と同規模の予算額１兆円を安定的に確保 

・地方創生推進交付金について、新規事業にかかる予算を確保するため、少なくとも令和 2 年度予算額 1,000 億円以上を確保 
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Ⅰ-２. 空家空地対策の推進 

 »内閣官房、内閣府、総務省、法務省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 平成30年住宅・土地統計調査では、市内の空き家は約10万９千戸あり、今後、人口

減少に伴い、さらに増加していくことが予測されている。 

◯ 本市では、『使えない（危ない）空き家は壊す、使える（住める）空き家は活用す

る』という基本方針の下、「空家等対策計画」や「空家空地対策の推進に関する条

例」を策定し、空き家・空き地の適正管理の指導、勧告や代執行、空き家・空き地

の市場流通及び地域利用の促進に取り組んできた。 

◯ また、国においても、相続登記の義務化を含めた、相続を登記に反映させるための

仕組み等が検討されるなど、所有不明土地問題の解決に向けた制度改正が検討され

ている。 

◯ 今後も喫緊の課題である空家空地対策を推進していくため、制度改正や国からのさ

らなる財政支援が不可欠である。 

1）空家空地対策への支援制度の拡充 

 空家等対策の推進に関する特別措置法等の改正 

●災害等により、周囲へ著しい危険が切迫し、代執行も見据えて解体や補修の命令が必要となる場合においても、同法で規定す

る助言･指導、勧告を経なければならず、解消までに時間を要する。 

●長屋のうち、一部のみ使用されているものは同法上の「空家等」に含まれないため、法に基づく「代執行」の対象とならない。 

●同法に基づく空家等の所有者の特定に、住民票・戸籍等の住所地ごとに複数回公用請求を行う事例が多くあり、所有者調査に

時間を要する。 

・緊急時における命令手続きの簡略化 

・一部のみ使用されている長屋等への対象の拡大 

・所有者調査へのマイナンバー等の利用拡大 

 

 総合的な空家空地対策に関する財政支援 

●所有者不明土地については、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」により、適切な管理のため特に必要が

あると認めるときは、地方公共団体の長が財産管理人の選任を申立てることが可能になった（平成 30 年 11 月一部施行）。し

かし、申立てに必要な予納金について、土地が売却できないなど回収が見込めなければ、市負担となる。 

●人口減少に加え、今後は世帯数の減少も進行するため、市場性が低いこと等により流通や活用が難しく、管理が放置される恐

れのある空家等がますます増加することが懸念される。 

・財産管理人選任申立予納金に対する財政支援 

・管理不全空家の発生防止策として、早期の除却にかかる補助制度の創設 
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２）空家空地活用に対する支援制度の拡充 

 空家空地活用に対する財政支援の拡充及び補助要件の緩和 

●空き家活用を支援する国の現行制度は、活用者の自己負担が必要であるため、活用が進まない。 

●空き地活用に関しては、市場流通や地域での活用を支援する補助事業がない。 

●空き家活用の支援制度において、交付金事業と補助事業で空き家要件が異なっている。 

・空き家を地域利用する場合、地域団体の負担を免除（国：市：地域団体＝1/3：1/3：1/3 ⇒ 1/2：1/2：0） 

・空き地活用を支援する新たな補助事業の創設 

・対象となる空き家の要件を空き家期間の制限のない「交付金事業」の要件に統一 

 

（参考）現行の支援制度 

＜「空き家再生等推進事業」（社会資本整備総合交付金事業）の概要＞ 

対象物件：「現に使用されておらず、かつ今後も従来の用途に供される見込みがない空き家」 

 

＜「空き家対策総合支援事業」（補助事業）の概要＞ 

対象物件：「空き家法第２条第１項に規定される空き家等（建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がな

されていないことが常態※であるもの及びその敷地をいう）」※概ね 1 年間 

 

 寄付受けした土地の管理経費に対する財政支援の拡充 

●一定条件のもと市が土地の寄付を受けているが、市における寄付受け後の管理経費負担が重く、今後寄附の増加に十分対応し

ていくことは困難である。 
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Ⅰ-３. 多文化共生の推進 

 »法務省、文部科学省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 本市では、近年、ベトナム人を中心にアジアからの転入者が急増しており、平成31

年４月からの新たな在留資格制度の創設に伴い、さらなる増加が見込まれている

が、それに伴い、ごみ出し等の生活文化の相違により新たな課題が生じている。 

◯ このような状況の中、外国人市民が地域社会と共生していくためには、一定の日本

語能力の習得や生活する上での文化・習慣への理解の促進、また、制度面も踏まえ

た受入環境の整備についても充実させる必要があり、国と自治体が連携し、早急に

対策をする必要がある。 

１）外国人市民に対する日本語教育の充実 

 一定の日本語能力を習得できる仕組みの構築及び地域における日本語教育の取組みに

対する財政支援の拡充 

●令和元年６月に日本語教育推進法が施行。地方公共団体は日本語教育の推進に関する施策の基本的な方針の策定及び施策の実

施に努めると規定。 

●令和元年度より文化庁が「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を設け令和２年度も継続しているが、補助率が

1/2 であり、かつ、継続的に支援を受けられるのか不透明であるため、強力な継続的事業を打ち出すことが難しい。 

●同補助制度の実績報告の期日が３月初旬となっており、年間を通した間接補助制度の実施が難しく、また対象事業のうち３月

実施分を除外せざるを得ない。 

 ・年間を通して事業実施が可能となるような補助制度への拡充 

・補助率 10/10 への引上げ及び継続的な補助制度への拡充 

 

 公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業にかかる事業費の

確保 

●帰国・外国人児童生徒に対する生活適応支援、日本語能力に応じた特別の教育課程の編成・実施を含めた学習支援を行うため、

母語が分かる支援員や日本語指導員の派遣による支援の拡充が必要である。 

・年々増加する帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導や、児童生徒一人一人の状況に応じた対応の充実に必要な財政支援 

の拡充 
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２）外国人の受入環境整備の促進 

 安定的かつ地域の実情に応じたワンストップ型の相談窓口の運営にかかる財政支援の

拡充 

●令和元年度より出入国在留管理庁が「外国人受入環境整備交付金」事業を実施しているが、運営事業にかかる補助率が 1/2 と

なっている。令和２年度も継続しているが、今後の事業の継続性については不透明な状況であり、強力な継続的事業を打ち出

すことが難しい。 

・補助率 10/10 への引上げ及び継続的な補助制度への拡充 

 

 生活する上での文化・習慣や国民健康保険制度など全国共通制度の理解促進に向けた支

援 

●ごみ出しや駐輪マナーといった日本での生活文化・習慣や、国民健康保険や年金、税といった国による全国共通の制度につい

て、政府による多言語での情報提供が不十分であり、市独自で多言語による動画コンテンツやチラシ等を作成して周知・啓発

にあたっており、業務上・財政上の負担が生じている。 

・日本での生活文化・習慣や全国共通制度に関して、多言語でわかりやすく説明する動画等のコンテンツ作成などの周知・啓 

発事業に要する経費に対する財政支援 

 

３）外国人留学生の結核・感染症対策 

 日本語教育機関に対する結核定期健康診断の義務化及び精密検査の費用助成 

●本市の結核罹患率は全国平均を上回り、政令指定都市でワースト４位である。20 代の結核新登録患者の７割が日本語教育機

関の結核高まん延国出身の留学生であり、近年神戸でも集団発生の事例等が認められている。 

●感染した状態で入国し、その後発病する事例もあるため、入国後も年に１回の結核健診が必要であるが、「感染症の予防と感

染症の患者に対する医療に関する法律」の定期の健康診断の対象に日本語教育機関の多くは該当しない。 

・結核高まん延国出身の留学生が増加している日本語教育機関において、結核感染拡大予防のため、年に１回の胸部 X 線健 

診の受診義務化の法制化 

・発見の遅れによる感染拡大を防止するため、精密検査（CT・気管支鏡等）費用に対する財政支援の拡充 
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Ⅱ-１. 広域幹線道路ネットワークの機能強化 

 »総務省、財務省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 我が国の成長エンジンとして関西が発展し続けるためには、大阪湾ベイエリアから

内陸部にかけて広がる次世代産業の企業集積や、国策で進める国際コンテナ戦略港

湾・阪神港の機能強化、一体運営が行われている関西３空港のさらなる連携強化が

求められている。 

◯ そのためには、大きなストック効果の発現が期待できる広域幹線道路ネットワーク

及びそれを補完する都市内幹線道路ネットワークを早期構築し、その機能を最大限

に発揮することが重要である。 

１）大阪湾岸道路西伸部の事業促進 

 早期供用に向けた事業費の確保 

●陸上部においては、六甲アイランドで橋梁下部工事、駒栄地区で開削トンネル工事が実施されている。 

●海上部においては、長大橋の橋梁形式・基本構造形式が決定され、基本構造における詳細検討が実施されている。 

・概ね 10 年での供用に向けた十分な事業費の確保 

 

 事業実施における沿道地域や港湾活動等への配慮 

●大阪湾岸道路西伸部の整備に伴う沿道地域への影響が懸念される。 

・沿道地域の方々に対する丁寧な対応 

・海上部での航行の安全確保など、港湾活動等への配慮 
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 「みなと神戸」にふさわしい景観の創出及び地域活性化に資する関連事業の実施 

●令和元年 12 月に大阪湾岸道路西伸部技術検討委員会において海上長大橋の橋梁形式が選定され、中間とりまとめⅡが公表さ

れている。 

●大阪湾岸道路西伸部の整備にあわせ、市は沿道地域の活性化に資する取組みとしてポートアイランドにおいて地域の賑わい創

出のための地域活性化拠点の整備を検討している。 

・海上長大橋を新たなランドマークとした、神戸さらには関西を代表とするような景観検討の継続 

・「震災資料保管庫の移転・常時公開」、「海上長大橋主塔登頂体験ツアー」、「展望施設整備への協力」等、地域活性化に 

資する関連事業の市との協調による実施 

 

（参考） 

・震災資料保管庫の移転・常時公開：阪神高速道路の「震災資料保管庫」（深江浜）の移転・常設公開 

・海上長大橋主塔登頂体験ツアー ：海外観光客に好評の明石海峡大橋で実施されている「登頂体験ツアー」と同様の取組み 

・展望施設整備への協力     ：県市が計画し、阪神高速で委託検討している本体添架形式の展望施設整備への協力 

 

 整備加速に向けた財政投融資の活用及び直轄高規格幹線道路並みの地方財政措置導入 

●成長力を強化する物流ネットワーク強化等のための高速道路の整備に、財政投融資が活用されている。（新名神高速道路の６

車線化及び暫定２車線区間の機能強化など） 

●大阪湾岸道路西伸部は、高規格幹線道路である名神高速道路と神戸淡路鳴門自動車道を結ぶネットワークを形成し、国土の骨

格をなす重要な路線である。 

・大阪湾岸道路西伸部への財政投融資の活用 

・直轄負担金の起債に対する直轄高規格幹線道路並みの交付税措置（通常 20％⇒45％） 

 

２）神戸西バイパスの事業促進 

 自動車専用部及び一般道路部の早期・同時供用に向けた事業費の確保 

●慢性的に渋滞が発生している国道 2 号や第二神明道路の交通を分散し、神戸西部地域の道路ネットワークの強化を図るため、

西日本高速道路株式会社により平成 30 年 3 月に自動車専用部に有料道路事業が導入され、令和 2 年 2 月に工事着手している。 

・自動車専用部と共に一般道路部の早期供用を実現するための確実な事業費の確保 

 

３）都市活動を支える幹線道路の事業促進 

 国道 175 号（神出バイパス）の早期供用に向けた事業費の確保 

●国道 175 号は明石～舞鶴方面を南北に結ぶ主要幹線道路であり、市域内の国道 175 号（神出バイパス）は延長 5.7 ㎞のうち

4.2 ㎞が暫定 2 車線供用、0.6 ㎞が未整備のため、交通容量超過による慢性的な交通混雑が発生している。 

・暫定 2 車線及び未整備区間の早期供用に向けた事業費の確保 
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 新神戸トンネル南伸部の具体化に向けた支援 

●大阪湾岸道路～北神戸線を南北に連絡する神戸中央線及び神戸中央線南伸部のうち、国道２号～港島トンネル（新神戸トンネ

ル南伸部）の約１㎞がミッシングリンクとなっている。 

・新神戸トンネル南伸部について、近畿地区幹線道路協議会の課題別会議でのテーマ設定など、国・県を含む関係機関との事 

業具体化に向けた議論の開始 

 

 都市内幹線道路の整備に必要な事業費の確保（国道 428 号（箕谷北）の整備等） 

●道路事業や街路事業による道路改築については１箇所ごとの事業延長が長いため、事業期間が長く多額の事業費を要するが、

地方創生や防災等の観点から、さらに整備を推進し早期に都市内幹線道路のネットワークを構築する必要がある。 

●道路事業の国道 428 号（箕谷北）は令和 2 年度に空港・港湾等アクセス道路整備補助制度において採択され、事業推進を図っ

ている。その他道路事業及び街路事業の垂水妙法寺線等は防災・安全交付金により、事業推進を図っている。 

・着実に事業を推進するための継続的な事業費の確保 

 

（参考）市事業費 

 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度以降 

道路事業 562 百万円 1,162 百万円 11,348 百万円 

街路事業 1,497 百万円 1,946 百万円 12,048 百万円 

合計 2,059 百万円 3,108 百万円 23,396 百万円 
  

 

４）高速道路を賢く使うための料金体系の実現 

 幹線道路沿道の環境改善、都心迂回促進等に資する戦略的な料金の導入 

●近畿圏の高速道路料金については、平成 28 年度に「高速道路を賢く使うための戦略的な料金」の方針が示され、平成 29 年６

月には神戸都心部及び大阪都心部において「ルートに関わらない同一料金」とする都心流入割引が導入された。将来的には、

ミッシングリンクの整備に伴い、さらなる戦略的料金が導入される方針となっている。 

・大阪湾岸道路西伸部などのミッシングリンクの整備の進展に併せて、都心を通過する交通についても「ルートに関わらない 

同一料金」の対象とするなど、「高速道路を賢く使うための料金」の実現 
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新神戸トンネル南伸 

大阪湾岸道路西伸部 

（名谷～南駒栄） （駒栄～六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北） 

神戸西バイパス 

国道 175号 

（神出バイパス） 

阪神高速３号神戸線 神戸空港 国際コンテナ戦略港湾 

凡例 

事業中 

計画中・構想中 

関西ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ国際戦略総合特区 

国道 428 号（箕谷北） 

（幹線道路網図） 
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Ⅱ-２. 神戸港の機能強化 

 »経済産業省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 国際コンテナ戦略港湾である神戸港は、西日本の経済・産業を支えるゲートポート

として、「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本柱を軸に港湾施策を強力に推進す

るなど、官民一体となって着実に取組みを進めているところである。 

◯ コンテナ船の大型化や急速な労働人口の減少に加え、新型コロナウイルス対策とし

て国によるサプライチェーン改革・生産拠点の国内回帰が進められる中、国内産業

の国際競争力の維持・強化を図る上で、西日本の物流拠点である神戸港が果たす役

割は大きい。国際コンテナ戦略港湾としてのさらなる機能強化を、国のリーダーシ

ップのもと強力に推進していく必要がある。 

◯ 今後も激化するアジア諸港との港湾間競争の中で、基幹航路を維持・拡充し、世界

のメガキャリアから選ばれ続ける神戸港を目指すため、これまでの瀬戸内・九州か

らの貨物集貨に加え、東南アジア等より広域からの集貨施策など、新たな施策展開

が不可欠である。 

◯ さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客需要が大幅に減少したクルー

ズ誘致について、客船入港数の回復・増加を図ることで地域経済の活性化に寄与す

るため、受入機能を強化することが不可欠である。 

１）コンテナターミナルの生産性向上及び交通円滑化に向けた取組みの推進  

 高規格コンテナターミナルの早期整備 

●国の国際コンテナ戦略港湾政策に基づき、「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本柱を軸に、これまで取組みを進めてきた。

しかしながら、米中貿易摩擦や、新型コロナウイルス感染症による影響など、世界の海運状況は常に変化しており、引き続き

ユーザーニーズに対応した取組みが必要である。 

・神戸港における、コンテナターミナルの生産性向上に向けた改良（直轄事業）に関する重点的な事業費の確保 

 

 ヒトを支援する AI ターミナルの実現に向けた取組みの推進 

●AI ターミナルの推進については、国策として取組みを推進している。 

・特に、コンテナターミナル前の渋滞緩和に向けた港湾情報システムである「CONPAS」の阪神港への導入に向けた、国の 

財政的な支援及び積極的な関与 
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 大阪湾岸道路西伸部の早期供用に向けた事業費の確保 

●海上部においては、長大橋の橋梁形式・基本構造形式が決定され、基本構造における詳細検討が実施されている。 

●陸上部においては、六甲アイランドで橋梁下部工事、駒栄地区で開削トンネル工事が実施されている。 

・概ね 10 年での供用に向けた、十分な事業費の確保 

 

 空港島への輸送能力強化に向けた財政支援の拡充 

●インバウンド需要などによる海上アクセス旅客数の増加や、神戸空港の利用進展などにより、空港連絡橋の交通量が増大して

おり、2025 年大阪・関西万博を見据え、ボトルネック化を未然に防ぐための早急な対策が必要である。 

●道路拡幅のためには一定の投資が必要であり、短期間で集中的に予算を確保する必要がある。 

●大阪・関西万博に向け、新たな航路（神戸⇔夢洲）が検討されており、浮桟橋などの検討も必要である。 

・ストック効果を早期に発現させるため、十分な事業費の確保 

 

２）アジア広域集貨事業の促進と新たな「集貨」施策の展開 

 基幹航路の多方面・多頻度化に向けた重点的な航路誘致施策の実施 

●各船社は寄港に要するコストや貨物量等を考慮しつつ、効率的な運航に向け、毎年、航路改編等を実施している。近年の船舶

大型化に伴い寄港地の絞り込みが一層加速しており、特に基幹航路については、新規開設のみならず航路の維持についても、

非常に厳しい状況である。 

・基幹航路の新規開設について、これまでの港費相当分の支援に加え、港域に至るまでの経費についても支援できるよう補 

助要件の緩和 

・基幹航路の維持について、一定の支援が必要であるため、取扱量に応じた支援ができるよう補助要件の緩和 



 アジア⇔北米間貨物をはじめとしたトランシップ貨物の集貨支援 

●新たな航路開設には、外航船社にとって寄港に値する貨物量の確保が必要となり、トランシップ貨物の誘致は不可欠である。

トランシップ港として選定されるためには、コスト競争力を高める必要があるが、海外諸港におけるトランシップコストと比

較し、国内港湾ではコスト高となるため、集貨に苦戦している状況である。 

・コスト競争力を高めるだけでなく、全てのトランシップ貨物に対する支援に向けた補助要件の緩和 

 

 西日本諸港が実施する釜山港等への海外フィーダー航路支援の廃止に向けた国の積極

的な関与 

●釜山港フィーダーとイコールフッティングとなるよう、これまでも、西日本諸港に対して働きかけていただいているが、依然

として、釜山港経由で輸出入されている貨物は増加傾向にある。また、西日本諸港において、新たに、ガントリークレーンを

設置するなどの動きも続いており、釜山港フィーダー等がより寄港しやすい環境となっている。 

・国際コンテナ戦略港湾政策がより一層加速するよう、戦略港湾へのさらなる集貨の働きかけの実施 
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３）船舶の環境規制強化やフェリー大型化に対する支援制度の拡充 

 硫黄酸化物（SOx）排出規制強化に対応した新造船・船舶設備改良等への支援及び燃料

の需給・価格の安定化 

●船舶の燃料油に含まれる硫黄分濃度を 3.5%以下から 0.5%以下とする国際的な規制強化が令和 2 年 1 月 1 日より開始した。 

●低硫黄燃料油への切り替えやスクラバー（排気ガス洗浄装置）設置に伴うコスト上昇、燃料油の性状・供給の安定化が課題で

ある。 

・国際条約（海洋汚染防止条約（MARPOL 条約））に基づく規制の開始直後であり、規制に対応した船舶の建造支援にかか 

る事業費の確保 

・既存船への設備導入に対する財政支援の拡充 

・燃料需給や価格の安定化に対する継続的取組み 

 

 モーダルシフトの推進をはじめ、ドライバー不足も見据えた内航フェリーの大型化、又

は安全面・環境面に配慮した新船建造に対する支援 

●トラックドライバー不足や働き方改革の推進等に伴い、モーダルシフトの促進や、内航フェリーの大型化が期待されている。 

●安全面においては、船内のバリアフリー対応等が求められている。 

●「地球温暖化対策計画」（平成 28 年５月閣議決定）において、内航海運における CO2 排出削減目標を「2030 年度に 2013

年度比で 157 万ｔ－CO2 削減」(平成 25 年度比 15％の削減)と定めており、環境に優しい船舶へ代替していく必要がある。 

●また、フェリー大型化に対応し、防舷材や係船柱などの港湾施設の改修が必要となるが、施設を供用しながら新船就航に合わ

せた集中的な整備が求められ、交付金の枠が限られるなかで必要な予算の確保が課題である。 

・課題の解決に資する新船建造費用に対する財政支援の拡充 

・民間投資に連動した整備が求められるため、十分な事業費の確保 

 

４）クルーズ船受入機能の強化に向けた取組みの推進 

 クルーズ旅客の受入機能の高度化及び需要回復に対する支援 

●クルーズ船の受入れに向けては国のガイドラインを踏まえた取組みや市民理解への対応が不可欠。一方で、クルーズ船の受入

れは、地域経済の活性化にとって重要であるため、大型クルーズ船による発着クルーズの受入れに対応するターミナル改修、

サーモグラフィーの設置、また国内クルーズや寄港地観光にかかる連携など、需要回復に向けた受入環境の整備・機能強化が

必要である。 

 ・引き続き、個別補助事業として、十分な事業費の確保 
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Ⅱ-３. 神戸空港の利便性向上 

 »内閣府、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 国によりインバウンド促進施策の取組みが進められているところであり、今後開催

される東京2020オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ2021

関西、2025年 大阪・関西万博の開催等の好機を逃すことなく、インバウンドの勢

いを加速させ、関西の成長・発展につなげていくことが重要である。 

◯ また、地域の自治体や経済界が連携し、関西全体の魅力向上に取り組むと同時に、

３空港それぞれの機能を適切に発揮させ、今後、拡大する関西の航空需要を確実に

受け止めていくことが求められている。 

◯ そのため、関西３空港懇談会で取りまとめた、世界・アジアに向けた「関西地域に

おける一つの空港システムの構築」の実現に向け、国の一層の支援が必要である。 

１）神戸空港の国内航空需要拡大への支援 

 さらなる発着枠の拡大及び運用時間の延長 

●令和元年５月の関西３空港懇談会において神戸空港の発着枠の拡大、運用時間の延長の合意がされ、拡大された発着枠の活用

が進んでいる。 

●令和元年度の利用客数は過去最高を更新（323 万人）した。 

●今後、「関西地域における一つの空港システム」として神戸空港が関西全体の航空需要拡大、関西経済の発展に役割を果たし

ていくためには、神戸空港のさらなる発着枠の拡大及び運用時間の延長が必要である。 

・神戸空港の１日の発着回数の拡大及び運用時間の延長 

〔現在 発着回数：80 回/日（40 往復便）、運用時間：16 時間（７時～23 時）〕 
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２）プライベートジェットの受入推進に向けた取組み 

 プライベートジェットの受入推進のため CIQ（税関・出入国管理・検疫）体制の充実及

び諸手続きの緩和 

●令和元年５月の関西３空港懇談会において、概ね 2021 年頃までに実現を目指す取組みとして、今後ニーズの高まりが予想さ

れるプライベートジェットの受入の推進と必要な CIQ 体制整備等の関係省庁への理解・協力を求めていくこととされた。 

●現在の神戸空港のプライベートジェットの受入状況 

〔受入時間〕出国時：8 時 30 分～17 時 00 分 入国時：平日の 8 時 30 分～17 時 00 分（土日祝不可） 

〔フライトプランの届出〕出国時：出国日の３日前まで 入国時：入国日の 14 日前まで 

●国際定期便が未就航の神戸空港では、プライベートジェットの出入国の都度、CIQ 各機関から出張して審査を実施していただ

いているが、商用目的の利用が多いプライベートジェットの特性上、直前申請や時間外利用等が多く、プライベートジェット

を利用する企業や地上運航支援事業者からも神戸空港の運用時間に合わせた受入れ時間の延長や届出期間の短縮について強

い要請がある。 

・神戸空港におけるプライベートジェットの受入促進のためには、CIQ 体制を充実させ、神戸空港の運用時間に合わせた受入 

時間の拡大、国際定期便が就航している他空港と同等のフライトプラン届出期間の緩和を要望 

 

 プライベートジェットの施設整備にかかる補助制度の創設 

●政府が観光先進国への新たな国づくりに向けて策定した、『明日の日本を支える観光ビジョン』において、地方空港のゲート

ウェイ機能強化やプライベートジェット受入環境の改善等を推進している。 

●プライベートジェット利用の促進を図るためには、地上運航支援事業者をはじめとする民間事業者が実施するプライベートジ

ェット受入環境の整備を推進していく必要がある。 

・民間事業者が実施するプライベートジェット専用ターミナル、エプロン、格納庫の整備に対する補助制度の創設 
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Ⅲ-１. 都心・三宮再整備の推進 

 »内閣府、法務省、財務省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］と三宮周辺地区の『再整備基本構想』に基

づき、都心・三宮の再整備を推進しており、神戸の山や海が近いという地理的条件

や美しい街並みなどの資源を活かしながら、「人が主役のまち」「居心地の良いま

ち」を目指している。 

◯ 従来からの課題である三宮駅周辺の交通結節機能を向上させるため、西日本最大級

となる新たな中・長距離バスターミナルの整備を含む雲井通５・６丁目地区の再整

備に取り組んでいる。 

◯ また、三宮にある６つの駅と周辺のまちが一体的につながる「えき≈まち空間」及

び、駅前の幹線道路を人中心の広場的空間へ転換する三宮クロススクエアの整備な

ど「ウォーカブル推進都市」としての取組みを進めている。 

◯ ハーバーランドから新港突堤西地区にいたる神戸の都心・ウォーターフロントエリ

アにおいても、「『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のウォーターフロント」の実現に向け、順次、再

開発を進めている。 

◯ 神戸の玄関口にふさわしい、魅力的で風格ある都市空間の実現に向け、民間投資を

誘発し、さらなるスピード感を持って事業を推進するため、国の一層の財政支援や

規制緩和等が必要である。 

１）三宮周辺地区の再整備にかかる支援 

 神戸三宮駅交通ターミナル整備事業の促進 

●新たなバスターミナルの整備については、国土交通省と本市で令和２年３月に「国道 2 号等 神戸三宮駅前空間の事業計画」

をとりまとめ、４月には新たなバスターミナル（Ⅰ期）と周辺道路空間を再編する「一般国道２号 神戸三宮駅交通ターミナ

ル整備事業」が事業化された。 

・官民が連携し遅滞なく事業を進めていくための事業費の確保 

 

 雲井通５・６丁目地区市街地再開発事業等の事業化推進にかかる財政支援 

●雲井通５・６丁目地区では、平成 30 年にⅠ期施行主体となる雲井通５丁目再開発株式会社が設立され、事業化を進めてきて

おり、令和２年３月には都市計画決定をし、令和８年度頃の完成に向けた具体的な検討を進めているところである。 

・事業を遅滞なく安定的に進めていくための財政支援 
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 「えき≈まち空間」の実現に向けた支援 

●平成 30 年に策定した神戸三宮「えき≈まち空間」基本計画に基づき、官民が連携しながら、駅前広場やデッキ等の「公共施

設」や周辺の民間施設の「公共的な空間」を一体的な空間として整備していく。 

●「えき≈まち空間」の核となる三宮クロススクエアの実現に向けては、都心の通過交通の円滑な処理等を行いながら、交通状

況を見据えた段階的な整備を進めることとしている。 

・官民が連携し遅滞なく事業を進めていくための財政支援 

・三宮クロススクエアの整備にかかる財政支援 

・国道２号の交差点改良（春日野・東川崎交差点）による道路の交通処理機能強化への協力 

 

 市街地再開発事業の施行要件や区分所有者の合意要件の緩和 

●三宮駅周辺地区では、市街地再開発事業や区分所有法に基づく建替事業等の実施が想定されるが、現行の施行要件が支障とな

り、円滑かつ早急に事業が実施できない可能性がある。 

・市街地再開発事業の施行要件の緩和（耐火建築面積が区域内建築物面積合計の 1/3 以下） 

・再々開発に対する市街地再開発事業の施行要件（十分な公共施設がない、土地細分化・土地利用が著しく不健全）の柔軟な 

適用 

・区分所有法に基づく建替決議要件の緩和（現行：区分所有者の 4/5 以上→要望：2/3 以上の合意へ） 

 

 都心内における魅力ある道路空間再整備のための事業費の確保 

●都心の道路空間については、道路を都市の貴重な公共空間としてとらえ、「みちづくり計画」に基づき再整備を進めている。

市民ニーズや地域課題に対応するために、道路の利用環境や周辺の土地利用状況を十分に分析した上で、ウォーカブルな人中

心の空間への再整備や、それに伴う都心の外周道路のアクセス強化を行うことで、道路から「暮らしの豊かさ」を感じられる

公共空間の整備を目指し取り組んでいる。 

 

（参考）「都市構造再編集中支援事業」（道路事業抜粋） 

（主な道路事業）税関前歩道橋のリニューアル、三宮中央通り地下通路のリノベーション、生田川右岸線の機能強化 等 

（令和３年度事業費）13.4 億円程度 

 

 都市再生緊急整備地域の拡大に向けた支援 

●神戸三宮駅周辺・臨海地域（三宮駅周辺及びウォーターフロントに至るまでの地域）は、平成 14 年 10 月に都市再生緊急整備

地域の指定（平成 25 年 7 月に地域拡大）、平成 28 年 10 月に駅周辺の一部地域が特定都市再生緊急整備地域に指定されてい

る。今後、県庁舎等再整備やウォーターフロントエリアの開発などが計画されている中、より一層の民間投資の喚起や、都市

再生の質の向上を図る必要があるため、都市再生緊急整備地域の拡大を目指している。 

・都市再生緊急整備地域の拡大に向けた円滑な手続きの実施等の支援 

 

 東遊園地の再整備にかかる財政支援 

●東遊園地は、都心・三宮の再整備において都心の回遊性や賑わい創出の拠点として位置づけられている。 

●これまでイベントの開催時以外は利用者が少なく、日常的な賑わいの創出が課題となっている。 

・都市の魅力を向上させ、神戸のシンボルとなる公園として再整備を進めるための財政支援 
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２）ウォーターフロント地区の魅力向上に対する支援 

 神戸第２地方合同庁舎別館の早期解体による眺望景観向上への協力 

●平成 23 年 3 月に公表した「港都 神戸」グランドデザインにおいて、波止場町 1 番地は、眺望や歩行者動線の連続性などに配

慮した賑わいや憩いの空間（オープンスペース）を創出することとしている。現在使用されていない神戸第 2 地方合同庁舎別

館の解体により、都心（旧居留地）から海への眺望が可能となる新たなオープンスペースが生まれる。 

・神戸第 2 地方合同庁舎別館の早期解体 

 

 ウォーターフロント地区再開発に向けた国有地の柔軟な管理処分 

●「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針」において、「有用性が高く希少な国有地については、国が所有権を留保

し、活用を図り、その活用に当たっては定期借地権による貸付けを前提として対応する」との方針が出されている。一方で、

新港突堤西地区などの国有地は市が一定の埋立負担を有する土地であり、これまでどおり市が自主性・主体性を持ってウォー

ターフロント再開発に取り組む必要がある。 

・市への土地譲渡を前提とした柔軟な管理処分 

 

 民間投資誘発に向けた官民連携支援 

●新型コロナウイルス感染症の影響による民間投資意欲の減退が懸念される。 

・都市開発に対する民間投資意欲を誘発するため、旧民活法のようにまちの賑わい・活性化に資する各種施設に対する支援 

制度の創設 

・非常事態を踏まえた民活補助率（５％を阪神・淡路大震災以降は 10％に引上げ）の特例措置 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東遊園地 
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（イメージ図） 
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R2 R3 R8~

2020 2021 2026~

① ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙⅠ期

② ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙⅡ期

エリア

R4～7

2022~25

三

宮

手続き等

検討

工事着手 完成

工事

着手

令和2年2月10日

R2 R3

2020 2021

③
三宮クロススクエア

（東側）

④
JR新駅ビル

JR三ノ宮南側駅前広場

⑤
神戸阪急ビル

サンキタ通り

さんきたアモーレ広場

⑥ エスカレーター設置

エリア

R4～7

2022~25

三

宮

設計

工事

完成工事

完成

都市計画

手続き

設計

都市計画

手続き

設計・工事

設計・工事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ.神戸三宮駅交通ターミナル整備事業 

Ｂ.三宮駅周辺エリアの再整備 

Ｃ.行政施設の再整備 Ｄ.回遊性向上 
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Ⅳ-１. 神戸医療産業都市の推進 

 »内閣府、文部科学省 

【提案・要望の背景】 

◯ 神戸医療産業都市は、構想開始から20年以上が経過し、約370の企業・団体が集積

する日本最大級のバイオメディカルクラスターに成長している。 

◯ 産学官連携による医療機器開発事業「神戸未来医療構想」や創薬開発、ライフサイ

エンス・スタートアップエコシステム構築等に取り組んでいる。また、スーパーコ

ンピュータ「京」の後継機である「富岳」の開発も行われており、国際的に注目度

の高い取組みが次々と進められている。 

◯ 神戸医療産業都市は、昨年策定された「バイオ戦略2019」における国際バイオコミ

ュニティ圏としての拠点指定を目指しており、このような取組みをさらに加速さ

せ、自立的・継続的なイノベーションの創出を実現することによって、経済の活性

化、国際社会への貢献を行っていく。 

◯ その実現に向け、国が重点的な財政支援や規制改革を行う等、国と市が一体となっ

た事業推進が必要である。 

１）自立的・継続的イノベーション創出に向けたエコシステムの形成推進 

 国の重点施策に位置付けられている、バイオ分野におけるイノベーション創出基盤の形

成に向けた「共創の場形成支援（本格型）」の採択 

●JST の支援により、「ヘルスケアのエコシステムを神戸に創る」を目標に、「健康”生き活き”羅針盤リサーチコンプレック

ス」事業（中核機関：理化学研究所、支援期間：平成 27 年度～令和元年度（５年間））を推進してきた。今後、健康・医

療データ基盤を整備することで、バイオ×デジタルなどの異分野融合研究を進めるとともに、それら研究成果を速やかに社

会実装するため、神戸医療産業都市の強みを活かした産学官連携イノベーション創出基盤を構築していく。 

・「共創の場形成支援」による財政支援 

・病院のみならず自治体が保有する健康・医療データの利活用促進に向けた支援 
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 ライフサイエンス分野におけるスタートアップエコシステム構築支援 

●ライフサイエンス分野において、世界的に大企業の自前技術による新製品・サービス開発からスタートアップの技術を活用し

た開発にシフトしている。 

●神戸医療産業都市としてもスタートアップ支援を充実し、優れた技術から世界初のイノベーションが次々と創出される日本初

のライフサイエンス・スタートアップエコシステムを構築することで、大企業やスタートアップによる雇用創出や地域の経済

活性化につなげていく。 

・内閣府地方創生推進交付金による継続的な財政支援 

・文部科学省事業「社会還元プログラム（SCORE）大学推進型」事業の神戸での実施 

 

２）産学官連携による神戸未来医療構想の推進 

 神戸発の医療機器創出や医工連携人材の育成に対する財政支援の継続 

●「神戸未来医療構想」では、今後、医療分野で急速にデジタル化が進展することを見据え、神戸大学医学部附属病院国際が

ん医療・研究センター（ICCRC）を実証拠点として、今年度上市予定の神戸発国産手術支援ロボットを、AI・８Ｋ・５Ｇな

ど未来医療技術を活用して高機能化・高付加価値化する研究開発をはじめとした、医療機器開発による産業振興、人材育成、

基盤整備を産学官連携により一体的に推進していく。 

●医療用ロボット及び周辺機器の生産増加により、雇用者数増加の好循環を生み出す産業エコシステムを構築し、市内の人口

減少に歯止めをかけ、地方創生を実現する。 

・産学官が一体となって研究開発や人材育成を推進していくための「地方大学・地域産業創生交付金事業」事業費の確保 

 

３）スーパーコンピューティング研究拠点の形成と産業利用の推進 

 「富岳」の共用開始に向けた着実な整備と円滑な移行の実現 

●スーパーコンピュータは、国民生活の安全･安心や国際競争力の確保のための先端的な研究に不可欠な研究情報基盤であると

位置付けられており、国においてスーパーコンピュータ「京」の後継機である「富岳」の整備が 2021 年ごろの運用開始を目

指して進められている。「富岳」は、システムとアプリケーションを協調的に開発することにより、世界最高水準の汎用性、

最大で「京」の 100 倍のアプリケーション実行性能を目指している。 

・「富岳」について、令和３年ごろの共用開始に向けた着実な整備の継続と、産業利用者が「富岳」に円滑に移行・利活用を 

促進する制度の構築 

 

 「富岳」の産業利用拡大に向けた役割を担う FOCUS に対する財政支援 

●「富岳」の産業利用促進及び成果創出加速に向けて、FOCUS スパコンは初中級者のステップアップ支援の役割を果たすため、

随時機能更新し性能確保する必要がある。また、FOCUS による潜在的ユーザーの開拓及びユーザー支援を行うため、マーケ

ティングやユーザーサービスなどの事業拡大を行う必要がある。 

・FOCUS スパコンの更新及び FOCUS 事業拡大のための財政支援 
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Ⅴ-１. 六甲山を活用した賑わいの創出 

 »国土交通省、環境省 

【提案・要望の背景】 

◯ 国立公園である六甲山では、放置された企業保養所等の増加により、景観の悪化や

環境破壊を招くことが懸念されることから、本市では遊休施設の利活用に対する支

援等に取り組んでいる。 

◯ また、六甲山の目指すべき方向性及び実現に向けた方策として官民連携のもと策定

した「六甲山グランドデザイン」においては、多くの人々を持続的に惹きつける賑

わいの山として、六甲山を進化させていくこととしている。 

◯ 国において、瀬戸内海国立公園（六甲地域）の公園計画の見直しとして、六甲山・

摩耶山集団施設地区が指定されたことに加え、本市においても時代にあった規制の

見直しを進め、県との協調事業による遊休施設の利活用支援などの活性化の取組み

を進めたことで、山上に新たな賑わいが生まれつつある。 

◯ 今後、六甲山の活性化を加速度的に進めていくためにも、引き続き国・地方が一体

となって取り組み、さらなる規制の見直しを行うことにより、瀬戸内海国立公園（六

甲地域）の実情に即した管理・運営を行っていくことが不可欠である。 

１）瀬戸内海国立公園（六甲地域）の活性化 

 国立公園六甲山の実情に応じた各種行為に対する許可基準の緩和 

●民間投資の促進を図り、六甲山の活性化を進めるためには、事業者にとってハードルとなっている自然公園法による規制の緩

和が必要。 

●自然公園法施行規則第 11 条において、「建築物の高さ基準 13ｍ以下」「建築面積 2,000 ㎡以下」「主要道路からの壁面後退

距離 20ｍ以上」と定められている。 

・事業を実施する場所の実情を勘案し柔軟な運用を可能とする改訂 
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 管理運営計画の「許可届出取扱方針」、「公園事業取扱方針」の国立公園六甲山の実情に

応じた改訂 

●民間投資の促進を図り、六甲山の活性化を進めるためには、事業者にとってのハードルとなっている管理運営計画による規制

の緩和が必要である。 

・事業を実施する場所の実情を勘案した柔軟な運用を可能とするような改訂 

 

（参考）管理運営計画の「許可・届出取扱方針」及び「公園事業取扱方針」 

・屋根の形態は、切妻、寄棟、入母屋型もしくは差し掛け型式等の両流れの勾配屋根とする。屋根の勾配は 1/10 以上とする。 

・屋根の色彩は、こげ茶色（着色のための処理をしていない銅板葺を含む。）、暗緑色、灰緑色または暗灰色（黒色は避ける）、

もしくは自然素材の色（緑青のついた銅板葺、和瓦を含む。）とする。 

・壁面の色彩は茶系色や灰系色等、自然と調和した落ちついた色調とし、白色及び黒色は使用しない。 

 

※管理運営計画……国立公園の目指すべき姿や将来目標などについて、地域との共通認識を持つことで適正な利用と保護を推進

することを目的として地方環境事務所長が作成 
 

 

 六甲・摩耶山上へのアクセス交通の維持・充実に対する支援 

●市街地からのアクセス交通の維持・充実を図り、六甲山の活性化を進めるため、ソフト施策に限定されている観光振興事業費

補助金の支援メニューにハード整備を加える等の支援拡充が必要である。 

 

２）六甲山上スマートシティ構想の推進に向けた支援（再掲） 

 六甲山上をクリエイティブ産業の集積地とするためのオフィス立地促進やベンチャー

ビジネス支援等の取組みに対する財政支援 

●都市計画法の運用について、都市型創造産業に資する事業者認定基準を新たに設け、既存の建築物の改築により山上での事務

所の立地を可能とする規制緩和を実施したところであるが、実際の企業進出にあたっては、オフィス立地促進のための助成や、

進出企業の山上での活動を促進するための各種支援が必要である。 
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Ⅵ-１. 地球温暖化対策の推進 

 »経済産業省、国土交通省、環境省 

【提案・要望の背景】 

◯ 気候変動対策としての脱炭素化の動きやエネルギー需要の高まりを受けて、世界的

に再生可能エネルギーなどの次世代エネルギーの活用が求められている。 

◯ パリ協定に基づく我が国の長期戦略では、今世紀後半のできるだけ早期に温室効果

ガスの排出が実質ゼロとなる脱炭素社会を目指すとされており、本市では、省エネ

ルギーの推進、再生可能エネルギーの普及、水素エネルギー等の革新的技術開発の

推進を地球温暖化対策の３つの柱として、市民・事業者に対して賢い選択（COOL 

CHOICE）を呼びかける「KOBE COOL CHOICE」を推進している。 

◯ 本市では、世界でも類のない液化水素にかかる先駆的な実証事業に取り組んでお

り、世界初となる水素発電による電気・熱エネルギーの近隣公共施設への供給を平

成30年４月に実施し、水素サプライチェーン構築に不可欠な液化水素運搬船の進水

式が令和元年12月に挙行されるなど、次世代エネルギーの中心となる水素の利活用

促進に向けた取組みが着実に進展している。 

◯ 水素社会の黎明期にある中で、エネルギー分野における水素の飛躍的拡大は、低炭

素社会の実現に寄与することから、水素エネルギーの利活用及び普及促進に向けた

先導的な取組みや水素関連製品の開発に対する支援、並びに水素をエネルギーとし

て積極的に選択する需要者の創出に向けた取組みが不可欠である。 

１）水素エネルギーの利活用促進 

 水素エネルギー利用者への積極的な負担軽減を推進する財政支援の拡充 

●水素流通量は限られているだけでなく、コスト負担が大きいことから、水素エネルギー利用者に対する負担軽減なしに、大

幅な水素需要の創出が困難となっている。 

・水素エネルギー利用者への積極的な負担軽減のため、水素エネルギー利用で生じた負担を補填する制度の創設 
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 水素発電による電気・熱エネルギー供給システムのさらなる技術革新に向けた実証に対

する事業費の確保 

●水素発電施設が実証から実装、事業化へ至るためには、さらなる技術革新が不可欠となっている。 

・技術開発に必要な新たな実証に取り組む事業者に対する支援の継続 
 

（参考）【ドライ低 NOx 水素専焼ガスタービン技術開発・実証事業】 

概要：ガスタービン発電における水素専焼技術の開発及び低運用コストのエネルギーシステム技術の開発 

実施主体：川崎重工業㈱、㈱大林組 

事業期間：令和元～２年度 

 

 燃料電池自動車、水素ステーション及び家庭用燃料電池（エネファーム）に対する事業

費の確保 

●市内の燃料電池自動車はあまり普及しておらず、新たな水素ステーション整備が困難な状況である。エネファームの累計台

数は着実に増加してきたが、国の目標である累計 530 万台達成には、さらなる普及拡大が必要である。 

・燃料電池自動車、水素ステーション及び家庭用燃料電池に対する財政支援の継続 
 

（参考） 

【全国の設置・導入の状況】 

・燃 料 電 池 自 動 車：3,009 台(平成 31.３時点) 

 

・次世代自動車補助金：約 200 万円/台を補助 

・水素ステーション：136 箇所(開所 112 箇所)(令和２.３時点) 

・再エネ水素ステーション：20 箇所 

・エ ネ フ ァ ー ム：累計約 30 万台(令和元.11 時点) 

 

【神戸市の取組み状況】 

・燃 料 電 池 自 動 車：市内 23 台(平成 31.３時点) 

うち公用車 2 台(MIRAI、クラリティ) 

・県 市 協 調 補 助：事業者を対象に 50.5 万円/台を助成 

・水素ステーション：平成 29.４に営業開始(兵庫区) 

・再エネ水素ステーション：平成 28.７に稼働(こうべ環境未来館) 

・エ ネ フ ァ ー ム：累計 8,415 台（平成 31.３時点） 

 

２）水素エネルギー供給体制の確立 

 液化水素の長距離海上輸送技術及び荷役技術のさらなる技術開発、並びに規模の拡大に

向けた実証に対する事業費の確保 

●液化水素の長距離海上輸送技術及び荷役技術が実証から実装、事業化へ至るためには、さらなる技術革新とともに規模の拡

大が不可欠となっている。 

・技術開発及び規模の拡大のために新たな実証に取り組む事業者に対する支援の継続 
 

（参考）【未利用エネルギー由来水素サプライチェーン構築実証事業】 

概要：世界初の液化水素長距離輸送技術及び荷役技術の開発 

実施主体：技術研究組合 CO2 フリー水素サプライチェーン推進機構 HySTRA（ハイストラ） 

（川崎重工業㈱、岩谷産業㈱、シェルジャパン㈱、電源開発㈱、丸紅㈱、JXTG エネルギー㈱、川崎汽船㈱） 

事業期間：平成 27 年度～令和２年度 
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３）水素エネルギー産業の振興 

 水素関連製品の研究・開発に対する財政支援の拡充 

●水素関連製品に欠かせないセンサーやバルブなどの部品は、極低温（－253℃、体積 1/800）や超高圧（100ＭPa）など、他

の分野にはない厳しい環境下で使用されるため、格段に高度な技術が必要である。 

●水素産業分野は、現時点では、技術面でも研究段階のものが多く、中小企業が単独で研究・開発に取り組むことは困難であ

ることから、大学・研究機関等との共同研究・開発を通じて、技術力を高め、製品の信頼性を証明することが必要である。 

・水素関連製品に特化した大学・研究機関等と連携による共同研究・開発に対する財政支援と専門家によるコーディネート 

 

 水素関連製品の販路開拓に対する事業費の確保 

●水素基本戦略において、日本の水素・燃料電池技術（FCV、水素ステーション、水素発電用ガスタービン、水電解装置、水素

輸送船舶など）は世界最高水準であり、国内外での積極展開により、低炭素化への貢献とともに、新たな成長産業の一つにな

ることが期待されている。 

・中小事業者に対する海外展開も含めた販路開拓や先進事例調査に対する支援の継続 

 

４）市民・事業者向け普及啓発の強化 

 「COOL CHOICE」推進のための補助事業の拡充 

●家庭部門や業務部門における温室効果ガス排出削減のためには、市民や事業者に対して、意識や行動の変容を促す啓発を絶

え間なく行い、より一層の理解と参画を得ながら施策を進めていくことが不可欠である。 

・家庭やオフィスでの省エネ啓発のみならず、再生可能エネルギーや水素エネルギーを含む次世代エネルギーへの理解促進・  

普及拡大に向けた啓発にも活用できるよう、「地方公共団体等と連携した CO2 排出削減促進事業」の補助対象事業の拡充 
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５）災害対応にも寄与する次世代自動車の普及及び活用 

 次世代自動車による災害時の給電活動を円滑に進めるための環境整備（受電設備改修 

等）にかかる補助制度の拡充 

●本市では、全国の自治体に先駆けた取組みとして、災害停電時に EV（電気自動車）や FCV（燃料電池自動車）等から、集

会所や公民館など住民の活動拠点となる公共施設の分電盤に接続して給電を行う「外部給電・神戸モデル」の普及に努めて

いる。 

●次世代自動車を平時から所有していないこれらの施設において V2H 機器を設置することは現時点では費用対効果が低いが、

神戸モデルのように施設側の受電設備に簡易な改修を行うことで、費用を抑えるとともに次世代自動車を活用することが可

能である。 

・災害時における次世代自動車のさらなる活用及び普及のため、費用対効果が高い施設側の受電設備の改修が補助対象とな 

るような制度の拡充 
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Ⅶ-１. 国土強靭化による安全・安心の確保 

 »総務省、財務省、文部科学省、国土交通省 

【提案・要望の背景】 

◯ 近年激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している状況から、防災・

減災、国土強靭化は、喫緊の課題となっている。 

◯ 国が示した「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」に本市として積極

的に取り組んでおり、令和２年度の完了を目指している。 

◯ また、阪神・淡路大震災の経験を礎に、今後発生が予想される南海トラフ地震や局

地的豪雨による土砂災害等の減災対策に取り組み、安全な都市基盤の構築を目指し

ている。 

◯ 市民の生命・財産を守るためには、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急

対策」完了後も引き続き、防災・減災、国土強靭化に向けた事業に積極的に取り組

み、国・地方がより一層、相互に密接な連携を図り、災害に強いまちづくりを推進

していく必要がある。 

１）防災・減災、国土強靭化の推進 

 防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策に引き続き実施する対策の事業費の確

保と財政支援の拡充 

●防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策においては、平成 30 年度に実施した重要インフラの緊急点検等の結果を踏

まえ、平成 30 年度から令和２年度までの期間に対策を実施する事業が対象となっている。 

・令和３年度以降に対策を実施する事業への支援策の創設及び事業費の確保といった財政支援の拡充 
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（参考） 

【防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策（期間：平成 30 年度～令和 2 年度）】 

（道路） 

対策実施事業 法面対策 橋梁の耐震化 無電柱化 

対策箇所数 1 箇所 5 箇所 21 箇所 

事業費 

（国費） 

1,347 百万円 

(741 百万円) 

514 百万円 

(283 百万円) 

2,759 百万円 

(1,518 百万円) 

  

（下水道） 

対策実施事業 地震対策 浸水対策 

対策箇所 
管渠：10.8km、処理場：2 箇所、 

耐震診断：７箇所  

今津 1 号雨水幹線築造工事（西河原地区）、 

魚崎ポンプ場、内水ハザードマップ更新、他 

事業費 

（国費） 

7,875 百万円 

(1,638.1 百万円) 

2,982 百万円 

(671.7 百万円) 

  

（教育） 

対策実施事業 学校施設の改修 

対策箇所 市立学校園（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校） 

事業費 

（国費） 

23,337 百万円 

（2,757 百万円） 

               

 

（参考） 

【防災・減災、国土強靭化のための今後の事業費の見通し（期間：令和 3 年度～令和 12 年度）】 

（道路） 

対策実施事業 法面対策・橋梁の耐震化・無電柱化 

概算事業費 28,340 百万円 

（下水道） 

対策実施事業 地震対策・老朽化対策 浸水対策 

概算事業費 162,687 百万円 32,167 百万円 

（教育） 

対策実施事業 学校施設の改修 

概算事業費 168,318 百万円 
  

 

 緊急防災・減災事業債等の恒久化 

●緊急防災・減災事業債は、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業が対象とさ

れている。制度創設当初は平成 28 年度までの時限措置とされていたが、東日本大震災にかかる復興・創生期間である令和２

年度まで延長された。 

●防災・減災、国土強靭化緊急対策事業債は、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（以下、「３か年緊急対策」）

に基づく国直轄・補助事業による防災インフラ整備の地方負担に対する地方財政措置として創設され、事業期間は令和２年度

までとなっている。 

●緊急自然災害防止対策事業債は、３か年緊急対策と連携しつつ地方単独事業として実施する防災インフラ整備を推進するため

に創設され、事業期間は令和２年度までとなっている。 

・新型コロナウイルス感染症の影響による工期の見直しなどの現状を踏まえ、令和３年度以降に対策を実施する事業につい 

ても対象となるよう、各地方債の恒久化、もしくは事業期間の延長 
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（参考） 

＜緊急防災・減災事業債（期間：平成 23 年度～令和２年度）＞ 

対象となる地方単独事業について、100％起債が可能であり、元利償還金の 70％が地方交付税措置される。 

 

＜防災・減災、国土強靭化緊急対策事業債（期間：令和元年～令和２年度）＞ 

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」に基づく補助事業にかかる地方負担額及び国の直轄事業にかかる負担金に

対して、100％起債が可能であり、元利償還金の 50％が地方交付税措置される。 

 

＜緊急自然災害防止対策事業債（期間：令和元年度～令和２年度）＞ 

対象となる地方単独事業について、100％起債が可能であり、元利償還金の 70％が地方交付税措置される。 

 

２）港湾等の臨海部における防災対策の推進 

 港湾施設及び海岸保全施設の老朽化・耐震対策にかかる事業費の確保 

●神戸港の海岸保全施設は、昭和 40 年代から高潮対策の一環として整備が進められてきたが、既に供用開始から 50 年以上が経

過しており、高潮及び津波から背後地の被災を防ぐために、施設の強度確保を前提とした延命化が必要となっている。 

・対波性能を維持するために必要な防潮胸壁の矢板基礎等の改修費用、防潮胸壁の目地等からの浸水防止対策費用、不要とな 

っている陸閘の胸壁化に資する費用の確保 

・交付金事業にて対応が困難な小規模改修について継続的な対応を行うための公共施設等適正管理推進事業債の恒久化 

 

 ポンプ場の大規模更新を着実に進めるための事業費の確保 

●供用から既に 40 年以上が経過しているポンプ場は、施設の老朽化にともなう排水能力の低下が進んでいる。ポンプ場内の各

設備は現在生産停止となっているものが多く、一度故障すると背後地の浸水被害が発生してしまう状況にある。さらに、ポン

プ場内の各設備は機能が連動している一体不可分なものであるため、多大な事業費が必要となる。 

・ポンプ場の排水能力を確保するために必要なポンプ・原動機・減速機・発電機、その他周辺設備の更新にかかる事業費の 

確保 

 

３）土砂災害・水害対策にかかる事業費の確保及び財政支援の充実 

 直轄砂防事業（砂防施設整備、六甲山系グリーンベルト整備）の着実な推進 

●六甲山系山麓部に広がる神戸・阪神地域は、主要交通網や重要施設が集中する日本社会・経済にとって極めて重要な地域であ

るが、近年、集中豪雨等に伴う土砂災害が頻発しており、六甲山系における減災対策が喫緊の課題となっている。 

・砂防施設整備や六甲山系グリーンベルト整備事業など、直轄砂防事業のより一層の推進 

 

 土砂災害特別警戒区域における移転支援事業の制度拡充 

●がけ地近接等危険住宅移転事業は、移転先住宅の建設購入費に関する助成であるが、資金を金融機関等から借入れた場合に限

られた制度であるため、助成対象者が限定され、制度利用を検討する方にとって分かりにくく、全国的な適用実績も少ない。 

・助成対象を広げるため、移転に要する費用の借入の有無によらない助成 

・移転跡地を防災上、公的に管理できるような制度設計と、これに併せた財政支援 
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 河川治水対策の推進にかかる事業費の確保 

●都市基盤河川改修事業で事業中の河川では、近年、氾濫危険水位を超える状況が増加傾向にあり、治水安全度の早期向上が喫

緊の課題となっている。 

●現在事業中の３河川は国の重点配分に該当していないため、平成 26 年度以降は、十分な事業費の確保ができていない状況で

あり、そのため、関連する街路事業の進捗に影響を及ぼす恐れもある。 

・着実に事業を進めるための事業費の確保 

 

４）災害時における道路ネットワークの機能強化 

 無電柱化推進計画において着手した事業における完了までの継続的な事業費の確保 

●無電柱化推進計画において、令和２年度までに工事着手した事業は完了までに多くの事業費が必要となる。 

 

（参考） 

【無電柱化事業の実施状況と令和３年度予定】 

 

 

 

 

 

 
          

対策実施事業 無電柱化推進計画支援補助制度 

年度 令和２年度 令和３年度 

対策箇所数 3 箇所 8 箇所 

事業費 

(国費) 

418 百万円 

(230 百万円) 

1,375 百万円 

(756 百万円) 

 

 道路防災対策における事業費の確保と財政支援の拡充 

●道路防災対策事業において、土砂災害対策道路整備補助制度にて要望している。また、地方単独事業は、「緊急自然災害防止

対策事業債」を活用しており、事業期間が令和２年度までとなっている。 

・補助事業、交付金事業における事業費の確保及び地方債期間の延長またはこれに代わる支援の創設 

 

（参考） 

【道路防災対策事業の実施状況と令和３年度予定】 

対策実施事業 土砂災害対策道路整備補助制度 
地方単独事業 

（緊急自然災害防止対策事業債） 

年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 

対策箇所数 ７箇所 7 箇所 29 箇所 25 箇所 

事業費 

(国費) 

119 百万円 

(65 百万円) 

335 百万円 

(184 百万円) 
1,248 百万円 2,194 百万円 
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 橋梁の耐震化における事業費の確保と財政支援の拡充 

●橋梁耐震化事業においては、個別施設計画に基づき緊急輸送道路にかかる橋長 15m 以上の橋梁の耐震補強を実施しているが、

事業完了までには、多くの事業費が必要となる。また、地方単独事業は、「緊急防災・減災事業債」を活用しており、事業期

間が令和２年度までとなっている。 

・補助事業、交付金事業における事業費の確保及び地方債期間の延長またはこれに代わる支援の創設 

 

（参考） 

【橋梁耐震化事業の実施状況と令和３年度予定】 

 

 

 

 

 

 
             

対策実施事業 
地方単独事業 

（緊急防災・減災事業債） 

年度 令和２年度 令和３年度 

対策箇所数 8 箇所 5 箇所 

事業費 375 百万円 500 百万円 

 

 災害時の交通マネジメントによる有料道路への弾力的な料金の導入 

●平成 30 年７月豪雨により市内の主要幹線道路が被災し、通行止めや片側通行規制等により周辺道路で渋滞が発生し、市民生

活や経済活動に大きく影響が生じた。 

・被災した一般道路が復旧するまでの間、渋滞している区間と並行する高速道路の代替区間のみ利用する車に限り、通行料金 

を低減する制度の導入 

 

５）東播海岸保全施設整備の早期完了に向けた着実な推進 

 直轄海岸保全施設整備事業（塩屋東地区、狩口地区）の着実な推進 

●市内においては、塩屋東地区、狩口地区における海岸保全施設が未整備である。その背後には、六甲山地が海岸に迫り、わず

かな低地部に国道２号や JR 山陽本線、山陽電鉄などの主要交通が集中している。そのため、台風等に伴う越波により、鉄道

の運行停止が発生している。 

・地域の道路・鉄道の重要路線の安全を確保するため、保全施設の早期整備 

 

６）下水道施設の強靭化に必要な事業費の確保及び財政支援の継続 

 浸水対策にかかる事業費の確保 

●豪雨等による浸水被害は市民生活及び経済活動に大きな打撃を与えることから、本市では浸水常襲地区を重点地区と定め、整

備を推進している。 

●しかし、平成 30 年の台風第 21 号では、高潮の影響を受けた市街地沿岸部での浸水被害や、既設の雨水圧力幹線からの溢水被

害など、浸水対策上の新たな課題が生じた。 

・これまでの浸水対策にかかる事業費に加え、神戸駅周辺地区におけるポンプ場や、雨水幹線の整備及び既設雨水圧力幹線の 

構造強化等、新たな対策に必要な事業費の確保 
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【参考】 

・平成 30 年の台風第 21 号では、神戸市中央区東川崎町を含む神戸駅周辺地区において、床上浸水 13 件・床下浸水 24 件、国

道 2 号の通行止めの被害が発生した。 

・新たなポンプ場や雨水管渠等の建設事業について、民間活力導入によるコスト削減に努めているものの、概算事業費は 80 億

円を見込んでいる。 

 

 耐震化にかかる事業費の確保 

●災害時における下水道の最低限の機能確保のため、処理場やポンプ場の耐震診断を進めるとともに、優先順位を定めて下水道

施設の耐震化を進めている。 

●西部処理場やポートアイランド処理場については、老朽化した施設を全面的に改築することで耐震性を確保することとしてお

り、施設の老朽化対策も含めた総合的な対策として事業を進めているところである。これらの大規模事業については、長期の

事業期間と多大な事業費を要する。 

●下水道管渠の耐震化については、災害拠点となる病院や避難所などの重要施設の機能確保、緊急輸送路の通行阻害の防止を図

るため、優先的に対策を行う箇所を定め、重要な幹線等から耐震化を進めているが、管渠全体では約 3,000km の未耐震化延

長を抱えており、さらなる対策の推進が不可欠である。 

 

（参考） 

【令和３年度の主要事業】 

西部処理場北系水処理施設築造工事、ポートアイランド処理場改築更新事業 

 

【管渠の耐震化状況（令和元年度末見込み）】 

汚水・合流：延長 4,157km のうち、1,816km（44％） 

雨水   ：延長 788km のうち、 107km（14%） 
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Ⅷ-１. 待機児童解消に向けた取組みの推進 

 »内閣府、文部科学省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 本市では、過去５年間で約4,100人分の保育定員の拡大を行うなど、様々な施策を

実施してきた。待機児童数は減少傾向にあるものの、令和２年４月においても52

名が待機児童となっている。 

◯ 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、保育ニーズの増加が見込ま

れる中、待機児童の解消に向け、「子ども・子育て支援新制度」施行時に予定され

ていた１兆円超の財源確保に加え、施設整備・定員拡大や保育人材確保等の取組み

に対して、より一層の国からの支援が不可欠である。 

１）教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業等への財政支援 

 「量的拡充」及び「質の向上」の実現に必要な１兆円超の財源の確実な確保 

●子ども・子育て支援新制度において、幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充と質の向上を図るために必要とされている１

兆円超の財源のうち、0.7 兆円程度は消費税増収分から充当されているが、残りの 0.3 兆円超に関しては、具体的な確保策が

示されていない。 

・残りの 0.3 兆円超について恒久的な安定財源の確保 
 

（参考）0.3 兆円超の追加財源によって実施予定の「質の向上」（主なもの） 

・１歳児の職員配置の改善（６：１ ⇒ ５：１）［所要額 670 億円］ 

・４・５歳児の職員配置の改善（30：１ ⇒ 25：１）［所要額 591 億円］ 

・主幹教諭・主任保育士の専任化［所要額 264 億円］ 

 

 幼児教育・保育の無償化の着実な実施にかかる事業費の確保 

●幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、令和２年度は、無償化にかかる事務費を全額国費による負担として措置することと

されていたが、令和３年度以降は、財源措置の対象が認可外保育施設の無償化にかかる事務費に限られている。 

・地方自治体の負担が増えることのないよう、令和３年度以降も無償化にかかる事務費について、全額国費による財源措置 

 

 病児保育事業に対する財政支援の拡充 

●賃借料等に対する国の経常的な財政支援がないことが、病児保育事業の開始につながらない要因の一つとなっている。 

●保育所等と同様に病児保育室においても、保育士確保が喫緊の課題であるが、病児保育室の保育士は、保育所等の処遇改善等

加算の対象ではないため、保育士確保がより困難な状況である。 

・病児保育事業を推進するため、賃借料等に対する経常的な財政支援 

・病児保育室の保育士に対する処遇改善にかかる財政支援 
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（参考）病児保育事業にかかる既存支援策（市単独事業を含む） 

【現行の賃借料に対する補助（子ども・子育て支援交付金：国 1/3 県 1/3 市 1/3）】 

・礼金及び賃借料（開設前月分）１か所あたり 600 千円 ※１回限り 

【病児保育事業賃借料等補助金（市単独事業）】 

・賃借料加算：上限 100 千円/月（賃貸物件） 

  ※新設のみ補助（100 千円/月・開設前後 12 か月上限）を既存施設も含めた経常的な補助へ拡大 

・減価償却費加算：25 千円/月（自己所有物件） 

【病児保育事業処遇改善等加算（市単独事業）】 

・処遇改善費加算：48,740 円×人数Ａ+6,090 円×人数Ｂ（上限月額） 

※人数Ａ＝利用定員による最低配置人数×1/3、人数Ｂ＝利用定員による最低配置人数×1/5 

 

２）教育・保育施設等の整備及び耐震・老朽改修のための財政支援 

 保育所等整備交付金等における補助率のさらなる拡充 

●「待機児童解消加速度プラン」の次期計画として「子育て安心プラン」が国より示され、令和２年度においては「子育て安心

プラン」に参加する市町村であること等の要件を満たし、定員の増加を伴う整備（創設、増築、増改築）を行う場合、国庫補

助金の補助率が嵩上げされている。 

 ・国庫補助金の補助率の嵩上げの維持及びさらなる拡充 

 

（参考） 

従来の負担割合  ⇒ 国：1/2、市： 1/4、事業者：1/4 

嵩上げ後の負担割合⇒ 国：2/3、市：1/12、事業者：1/4 

 

３）保育士等の人材確保に向けた財政支援 

 保育士等の就業及び定着の促進を図るための処遇改善 

●待機児童の解消に向けた保育定員の拡大にあわせ、保育人材の確保が大きな課題となっており、国においては、処遇改善加算

制度等により保育士の処遇改善に一定の取組みはなされているが、国の「令和元年度賃金構造基本統計調査」において、保育

士の月額賃金は全職種平均と比べ約 10 万円の差がある。 

●改正認定こども園法の施行後５年間とされていた特例措置（幼稚園教諭免許のみ有する者であっても、特例措置として保育教

諭とみなされる）が延長されたが、「保育士宿舎借り上げ支援事業」の対象者は、認定こども園に勤務する保育士資格を有す

る者のみが対象とされており、幼稚園教諭免許のみを有する者は対象外とされている。 

・質の高い教育・保育を提供するため、さらなる処遇改善策の実施 

・認定こども園に勤務する幼稚園教諭免許のみを有する者への対象拡充 
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Ⅷ-２. 子育て家庭の経済的負担の軽減 

 »内閣府、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 今後、人口減少・超高齢社会がより一層進展すると見込まれる中、少子化対策は、

国を挙げて取り組むべき喫緊の課題となっている。 

◯ 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されているが、子育てしやすい環

境を推進するために、国策としてのこども医療費助成制度の創設や無償化の対象外

である０～２歳児（非課税世帯を除く）の教育・保育施設等にかかる利用者負担の

軽減等により、国・地方が一体となって子育て家庭の経済的負担を軽減していくこ

とが不可欠である。 

１）持続可能なこども医療費助成制度の確立 

 国策としてのこども医療費助成制度の創設 

●国の制度として未就学児にかかる医療費の負担軽減措置（３割→２割）はあるが、未就学児以降の子どもに対する医療費助

成制度はなく、自治体がそれぞれ独自の助成制度を実施している。 

・社会保障制度として安定して持続可能な制度とするため、全国一律の制度創設 
 

（参考）神戸市のこども医療費助成制度 

（入院）０歳～中３：無料 

（外来）０歳～３歳未満：無料、３歳～中３：上限 400 円/回（１医療機関等あたり・月３回目以降無料） 

※入院・外来ともに所得制限なし 

 

２）教育・保育施設等にかかる利用者負担の軽減 

 住民税課税世帯の０～２歳児にかかる国基準利用者負担額の引下げ 

●教育・保育の無償化において、住民税課税世帯の０～２歳児は対象外となっている。 

 

（参考）本市における令和２年度の対国基準徴収率：68.5％（所要額：約 15 億８千万円） 
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 多子世帯の利用者負担軽減にかかる所得要件の撤廃 

●多子世帯の利用者負担の軽減制度（第２子半額、第３子以降無償）について、国制度では年収約 360 万円を超える世帯におい

て、多子計算にかかる同時在園要件が課されている。 

・所得に関わらず多子計算にかかる同時在園要件の撤廃し、全ての世帯について扶養順で第２子半額、第３子以降無償化 

 

（参考）本市では、独自に年収 520 万円以下の世帯まで要件を緩和しており、さらに令和２年９月からは全ての世帯において

同時在園要件を撤廃する予定 

 

３）予防接種にかかる保護者負担の軽減 

 おたふくかぜワクチンの早期の定期予防接種化 

●平成 24 年５月、厚生労働省厚生科学審議会の予防接種部会にて取りまとめられた第 2 次提言において、医学的観点から広く

接種を促進することが望ましいと定期接種化が提言された７ワクチン（子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、おたふくか

ぜ、成人用肺炎球菌、B 型肝炎）のうち、おたふくかぜは、ワクチンの有効性や安全性、費用対効果など技術的課題の整理が

なされておらず、具体的な定期接種化の時期等は明示されていない。疾病の発生・まん延防止及び国民の健康維持の観点から

安全性を十分に検討した上で、早期に定期接種化すべきである。 

●任意予防接種は全額自己負担であり、各自治体が独自助成を実施している。 

●令和 2 年 10 月にロタウイルスワクチンが定期接種化されることになった。 

・広く接種を推奨されているおたふくかぜワクチンについての国の財政措置及び早期の定期接種化 

 

（参考）本市では、令和元年度より平成 31 年 4 月以降の出生児が 3 歳になるまでの間の、ロタウイルスまたはおたふくかぜ

ワクチンの接種に対し、2 回まで助成（上限 2,000 円/回）を実施 
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Ⅷ-３. 教育環境の充実 

 »文部科学省 

【提案・要望の背景】 

◯ 学校現場は、いじめ問題、不登校、教育格差等、様々な教育上の課題に直面してお

り、教職員が子どもと正面から向き合うことができる学校運営体制の整備が不可欠

である。 

◯ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う「新しい生活様式」への移行を踏まえた教職

員定数の計画的な改善、マネジメント機能の強化、いじめ問題への対応など学校運

営の改善充実に加えて、きめ細やかで質の高い教育を実現するため、特別支援教育

の充実、計画的な施設改修、GIGAスクール構想の推進等、総合的な教育環境の充

実を図ることが必要である。 

１）教職員定数の計画的な改善及び安定的な学校運営体制の確保 

 新型コロナウイルス感染症対策に伴う「新しい生活様式」への移行を踏まえた新たな教

職員定数改善計画の早期策定及び円滑な実施 

●平成 13～17 年度に実施された第７次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を最後に、新たな計画は策定されていない。 

・「新しい生活様式」への移行を実現するとともに、きめ細かな教育環境を整備するために、少人数学級の実現を含む新たな 

教職員定数改善計画を策定・実施 

●令和 2 年度現在、生徒指導専門教員配置校は、小学校 164 校中 15 校（9.1％）中学校 85 校中 56 校（65.9％）にとどまって

いる。問題行動の低年齢化への対応に加え、いじめ防止対策の充実等を図るため、生徒指導専門教員の全校配置が必要である。 

・小中学校全校に生徒指導専門教員を配置 

●小中学校（給食調理単独実施校）における栄養教諭等の配置基準は、児童生徒数 549 人以下の学校においては、４校に１人と

されており、令和 2 年度現在、本市の単独実施校 140 校のうち栄養教諭配置校は 71 校（50.7％）にとどまっている。安全で

質の高い給食管理を実現し、食育指導をより一層推進していくためには栄養教諭の配置拡充が不可欠である。 

・給食調理単独実施校における栄養教諭の配置基準の緩和 

●令和２年度より、小学校５・６年生において英語が教科化されており、担任や ALT との連携を図りながら英語教育を推進す

る英語専科加配教員の配置を拡充し、英語の指導体制を一層充実させる必要がある。また、専門的な教科指導の実施や教員の

働き方改革という観点から、英語以外の教科についても、専科教員の配置が必要である。 

・小学校における専科指導の拡充のための加配教員の増員 

●複雑化・多様化する教育課題に対し的確に対応できるよう学校の組織力の強化を図るため、主幹教諭が管理職を補佐するミド

ルリーダーとしての役割を発揮することが重要である。主幹教諭が本来の役割を十分に発揮できるようにするため、主幹教諭

のマネジメント機能強化のための加配教員の配置を拡充し、主幹教諭の負担軽減を図る必要がある。 

・主幹教諭のマネジメント機能強化にかかる加配教員の増員 
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 小学校における英語教科化に対応する ALT の人材確保 

●本市では、神戸らしい特色ある教育の推進として英語教育を位置付け、主に JET プログラムによる外国人英語指導助手（ALT）

を導入するなど積極的な英語教育を推進している。児童生徒の英語によるコミュニケーション能力育成に資するため、教員の

指導力向上とあわせて ALT の拡充を行い、令和２年度には、小学校英語の教科化を機に、英語力向上に注力し、国際都市神

戸として特色ある英語教育を更に推進していくため、小学校の全ての英語の授業に ALT を配置する。 

・JET プログラムによる ALT の安定した配置への支援 

 

 管理職の処遇改善 

●学校の組織力の強化のためには、校長を補佐する教頭の役割が非常に大きい。しかし、教頭の職務が極めて多忙であることか

ら、管理職を目指す教員が減っている状況である。一定の管理職手当の水準を確保すること等により、優秀な人材を安定的に

確保する必要がある。 

・国において義務教育国庫負担金の算定における管理職手当の引上げを実施するなど、管理職の処遇を改善 

 

２）特別支援教育の推進 

 小中学校における特別支援教育コーディネーターの専任配置 

●平成 28 年 4 月 1 日に障害者差別解消法が施行され、学校園において合理的配慮の提供が義務付けられた。特別支援教育コー

ディネーターは幼児児童生徒及び保護者から相談を受けることになり、その役割はより重要なものになっている。また、実態

把握、個別の指導計画や個別教育支援計画の作成及びアドバイス、各担任や保護者、関係機関との連絡調整等、その他の業務

も多岐にわたる。しかし、現状は通常学級や特別支援学級の担任を兼任している場合が多いため、幼児児童生徒の実態把握や

様々な課題に即時に対応することが困難である。 

・校内支援体制の充実や関係機関との連絡調整役を専門に担う特別支援教育コーディネーターの専任配置 

 

 特別支援学級にかかる学級編制の標準の見直し 

●障害のある児童生徒に対しては、個々の教育的ニーズに応じ、特別支援学校や小中学校の特別支援学級、通級による指導とい

った多様な学びの場が提供されており、近年では、重度の障害のある児童生徒が特別支援学級に入級するケースも増加してい

る。小中学校の特別支援学級の学級編制においては、障害の種別のみで、単一・重複の別なく入級する学級が決定されるため、

特別支援学校であれば３人１学級で学級編制されるような重複障害のある児童生徒が、８人１学級で学級編制されている。

個々のニーズに対応したきめ細かで質の高い教育を実現するためにも、特別支援学級にかかる学級編制の基準の見直しが不可

欠である。 

・特別支援学級にかかる学級編制の標準を見直し、より少ない人数での学級編制を実現 
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３）学校施設整備事業の推進 

 学校施設環境改善交付金にかかる事業費の継続的な確保、補助単価の引上げ等 

●学校施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、地震等の災害時には、地域住民の避難所としての役割も担う重要な

施設であることから、その安全性の確保や防災機能強化等、施設の強靭化が求められている。しかし、昨今の資材・人件費等

の高騰により、学校施設環境改善交付金にかかる事業費について、実工事費と国の補助単価には大きな乖離が生じており、地

方公共団体の負担が増加傾向にあることから、計画的な事業推進が難しい状況にある。さらに、補助要件の厳しさが障壁とな

ることもあり、交付金の採択を断念せざるを得ない状況が発生している。 

●実工事費と国の補助単価には、大きな乖離が生じており、地方公共団体の負担が増加している。 

・実態を調査の上、工事経費の補助について、補助単価の引上げ、補助下限額の引下げ、補助要件の緩和等、補助制度の充実 

 

（参考）昨今の採択状況 

 
 

年度 

神戸市 うち国庫補助対象事業 

事業費 事業内容 
事業費 

（国費） 
事業内容 

令和元年度 96.0 億円 

長寿命化改修、大規模改修（外壁・

便所・EV・空調）、その他学校施

設改修 

39.8 億円 

（9.7 億円） 

長寿命化改修、大規模改修（外壁・

便所・EV・空調） 

令和２年度 103.5 億円 

長寿命化改修、大規模改修（外壁・

便所・EV・空調）、その他学校施

設改修 

48.5 億円 

（14.3 億円） 

長寿命化改修、大規模改修（外壁・

便所・EV・空調） 

 

 学校統合に伴う学校施設環境改善交付金にかかる補助要件の緩和 

●学校統合による統合校の設置場所は、統合対象校のいずれかの校地とするケースが一般的であり、学校統合に伴う既存施設の

改修については、児童生徒の安全面や工期・工事費用の縮減を考慮すると、統合後、一方の校地へ一旦移転し、その後、もう

一方の校地において整備工事を実施している状況にある。しかし、学校施設環境改善交付金の対象事業のうち、学校統合に伴

う既存施設の改修について、原則として学校統合前に完了する整備のみが対象となっているため、当該事業の対象とならない。 

・学校統合に伴う既存施設の改修事業については、統合の実態を踏まえ、統合後の整備着工事業も対象とするよう補助要件 

の緩和 

 

（参考）「学校統合に伴う既存施設の改修」（学校施設環境改善交付金）の概要 

事業内容 
小中学校等を適正な規模にするため統合しようとする又は統合したことに伴い実施する校舎改修に

要する経費の補助 

対象工事 長寿命化改良工事、大規模改造工事 

補助内容 配分基礎額の１/２ 
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４）GIGA スクール構想の推進 

 GIGA スクール構想における財政支援の拡充（再掲） 

●児童生徒「１人１台端末」の整備に関し、「公立学校情報機器整備費補助金」においては、機器の保守管理費用、端末更新に

かかる費用、ソフトウェアのライセンス費用等は補助対象外とされている。また、「公立学校情報通信ネットワーク環境施設

整備費補助金」においては、増強が必要となる校外通信ネットワークの整備及び維持管理にかかる費用が補助対象外とされて

いる。 

・端末を活用するにあたって必要となるソフトウェアのライセンス費用、端末整備完了後における機器の保守管理費用及び 

端末更新時の費用、校外通信ネットワークの整備及び維持管理にかかる費用への国庫補助対象の拡充 

・Wi-Fi 環境が整っていない家庭に対するモバイルルータの配備や、学校や家庭において即時活用が可能なオンライン教材の 

提供など、学びを保障するための環境整備への支援 
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Ⅸ-１. 高齢者・障害者施策等の推進 
 »厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 超高齢社会の進展に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれる中、本市においては、

認知症「神戸モデル」として、認知症の早期受診を促進するための診断助成制度と

認知症の方が起こした事故に対する救済制度を実施している。認知症の人とその家

族等が安全にかつ安心して暮らし続けられるよう、社会全体で支える取組みをさら

に促進する必要がある。 

◯ 高齢化の進行、障害の重度化に伴い、福祉・介護サービスへのニーズが増大する中、

これらサービスを担う人材の不足が喫緊の課題となっている。 

◯ 認知能⼒の低下などに対する支援を推進する成年後見制度利⽤促進法が国におい

て制定され、成年後見制度等の利⽤者数は今後もさらに大幅な増加が見込まれるた

め、財政措置の拡充や制度の強化が必要である。 

◯ 障害のある人の高齢化や重度化が進む中、親が亡くなった後や家族による支援が難

しくなった場合も含めた「親なき後対策」を見据えた障害のある人の暮らしを支え

る支援の取組みが必要である。 

１）認知症対策の充実 

 早期診断のための認知機能検診にかかる財政支援 

●本市の認知症診断助成制度は、第 1 段階の認知機能検診と第 2 段階の認知機能精密検査（医療保険適⽤）の 2 段階方式で実

施し、その財源は市民税均等割の上乗せにより対応している。 

・継続的な制度運⽤ができるよう、第 1 段階の認知機能検診について、介護保険の地域支援事業もしくは新たな補助メニュ 

ーの創設による財政支援 
 

（参考）神戸市認知症診断助成制度（平成 31 年１月 28 日開始）の概要 

第１段階：認知機能検診 
対象 ： 65 歳以上になる市民 

内容 ： 認知症の疑いが「ある」か「ない」かの検診 

第２段階：認知機能精密検査 

対象 ： 第１段階で認知症の疑いが「ある」とされた方 

内容 ： 認知症かどうか、軽度認知障害を含めた病名の診断を行う。 

※医療保険適⽤。自己負担分について市から助成 

財源 市民税均等割の上乗せ（事故救済制度と併せて 400 円／年） 
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 認知症の人が起こした事故に対する救済制度の創設及び認知症予防施策の充実 

●事故救済制度については、国での制度化が見送られた結果本市独自で取り組んでいるが、一自治体ではスケールメリットが

無く、継続的な制度運⽤に不安がある。また現在、認知症予防に関するエビデンスが十分でなく、予防に必要なサービスメ

ニューが明確にされていない。 

 ・事故救済制度について、全国的な救済制度の創設及び財政支援 

・認知症予防について、必要なメニューを明確化した上で地域支援事業でのサービス創設やその他財政支援 

 

２）福祉人材確保の推進 

 福祉人材の確保、離職防止のための適切な報酬設定 

●介護及び障害福祉サービスに従事する福祉人材の給与については、他産業と比べ依然として格差があり、人材不足から事業所

の運営に影響が生じている。 

 ・令和３年度からの次期報酬改定において、人材確保や離職防止に資する報酬設定 

 ・国による福祉人材の育成・定着の取組みの強化と自治体へのさらなる財政支援 

 

３）地域包括ケアシステム構築のための施策の一層の充実 

 地域医療介護総合確保基⾦における政令市への配分枠の設定 

●地域包括ケアシステムの構築に関する事業は、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステム」の構

築を目的として、都道府県に設置された地域医療介護総合確保基⾦を充てることが可能とされている。 

●しかし、地域医療介護総合確保基⾦の対象は、在宅医療・介護連携のための情報システムの整備・運⽤や医療・介護人材の確

保といった事業であるものの、必ずしも大都市がその特性に応じ、主体的に同基⾦を活⽤して取り組むことができる仕組みと

はなっていない。 

・大都市が早期に地域包括ケアシステムを構築できるよう、地域医療介護総合確保基⾦について、政令市への配分枠を設定 

する等、政令市が事業に主体的に取り組むことのできる財政支援の仕組みの構築 

 

（参考）地域医療介護総合確保基⾦ 

＜対象事業＞ 

１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業  

２．居宅等における医療の提供に関する事業 

３．介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等） 

４．医療従事者の確保に関する事業 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 

＜地域医療介護総合確保基⾦のスキーム（兵庫県）＞ 

平成 30 年度事業分より、全県事業は従来どおり関係団体等からの要望を 

県が個別に受け、事業を選定するが、医療分野で取り組むべき事業で、 

２次医療圏域における課題に対応するための地域事業については、 

各圏域の地域医療構想調整会議で情報共有し、県へ提出するよう 

仕組みが変更された。 

しかし、基⾦の事業計画及び配分額を決定するのは都道府県であり、 

政令市の意見が反映される仕組みとなっていない。     
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４）総合的な権利擁護体制の構築 

 成年後見制度利⽤促進のための財政措置の拡充 

●本人や親族等による成年後見申立てに関する支援制度（弁護士費⽤への補助等）が無いこと、市町村に設置する地域連携ネッ

トワークの中核機関に対する財政措置が不十分であることから、成年後見制度の利⽤促進が停滞している。 

 ・成年後見利⽤支援事業の補助対象拡充と中核機関に関する補助制度の見直し及び国における十分な予算の確保 

 

（参考） 

【成年後見制度利⽤支援事業の概要】 

対象の申立 市町村長が申立てを行った場合 

対象経費 登記印紙代・精神鑑定料等の申立費⽤、後見人等への報酬 

補助割合 国：地方＝１：１ 

【市町村における中核機関の設置について】 

根拠 成年後見制度利⽤促進基本計画 

市町村の役割 
①地域連携ネットワークの設立及び運営のため中核機関の設置、②市町村の利⽤促進計画策定、

③審議会の設置 

財政措置 交付税措置 

    

 

 日常生活自立支援事業の制度強化 

●福祉サービスの利⽤手続や⾦銭管理（預貯⾦の払出・預入、公共料⾦の支払等）を援助する日常生活自立支援事業について、

実施主体である社会福祉協議会等での専門員の確保が難しいこと、特にコンプライアンスを理由とした⾦融機関との調整に

時間を要することから、支援事務が停滞している。 

・新たな実施主体の確保と財政支援、⾦融機関に対する制度周知と手続きの統一化の要請等、より簡素で迅速な支援制度の 

構築 
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５）親なき後対策の強化 

 高齢障害者に配慮した特別養護老人ホームの支援 

●重度障害を有する高齢者について特別養護老人ホーム入所や入所希望が増加しているが、施設側の財政的問題により、障害の

特性に配慮した介護が十分に実施できないケースや、受入れを断られるケースが発生している。 

 ・障害者生活支援体制加算制度の要件緩和 

 

（参考） 

【特別養護老人ホームにおける障害者生活支援体制加算制度の概要】 

要件 

Ⅰ）重度障害者を 15 名（または入所者総数の 30％）以上受入れ、かつ、常勤・専従の障害者生活支援員を

１名以上配置 

Ⅱ）重度障害者を入所者総数の 50％以上受入れ、かつ、常勤・専従の障害者生活支援員を２名以上配置 

加算 
Ⅰ）26 単位／日 

Ⅱ）41 単位／日 

参考 神戸市内の特別養護老人ホームのうち、当該加算の対象となっている施設は無い 

【神戸市特別養護老人ホームにおける障害者受入支援補助制度の概要】 

要件 
補助基準日からの 6 か月間で重度障害者を延べ５人以上受入れ、かつ、日中勤務する直接処遇職員のうち 

１名を障害者支援担当者として指名 

補助 半期（上半期：４～９月、下半期：10～３月）につき、50 万円 

参考 特別養護老人ホームにおける障害者の受入れを促進することを目的に、平成 30 年 10 月１日に施行 
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Ⅸ-２. 生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策の推進 
 »法務省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 改正生活保護法及び生活困窮者自立支援法を実効性のある制度とするためには、ナ

ショナルミニマムとして国の責任において十分な財源を確保するとともに、地方自

治体の意見を反映しながら運⽤していく必要がある。 

１）生活保護業務の負担軽減 

 ケースワーカーの負担軽減を図るための制度改正と財政措置 

●ケースワーカーが取り扱う文書量は膨大であり、制度改正の影響で事務が複雑化し時間を要する中、本来⼒を入れるべき被

保護者の自立支援や相談援助業務に支障が出ている。 

 ・文書類の押印廃止・年⾦機構との円滑なデータ授受といった ICT 化推進に資する制度改善 

・ケースワーカーの事務負担軽減を目的としたシステム改修や外部委託化に対する財政支援 

 

 自治体における資産調査権限の強化と財政措置 

●資産調査における民間⾦融機関への調査に関して、コンプライアンスを理由に本人同意を条件とされる項目や、回答手数料

を請求される事例が増えており、調査が停滞している。 

・⾦融機関に対する十分な制度周知と回答義務対象項目の拡大、調査手数料に対する財政支援等、制度の再構築 

 

２）医療扶助の抜本的な見直し 

 医療費の一部自己負担の導入など医療扶助適正化の推進 

●医療扶助費は生活保護費全体の約 50％を占め、高齢化に伴う悪化は今後も避けられず、自治体財政を大きく圧迫している。 

・生活保護世帯の医療保険加入、医療費の一部自己負担の導入も視野に、医療扶助の抜本的な見直しに向け、マイナンバー 

カードを活⽤するなどのモデル事業の実施 

 

（参考）医療扶助と医療保険制度の比較 

 医療扶助制度 本市の国民健康保険制度 

保険料負担 無し（加入不可） 低所得者であっても一定負担 

医療費負担 全額公費負担 一部自己負担あり 

本市の１人あたりの医療費（平成 30 年度実績） 630,499 円 325,922 円 
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３）生活困窮者自立支援制度の充実 

 自立相談支援事業における国庫負担上限設定の撤廃 

●自立相談支援事業については、本市の総事業費に比して国の補助額が 3/4 の割合を下回っており、財政支援が不十分である。 

・人口区分による国庫負担上限額の撤廃、総事業費に対する補助率の設定 

 

（参考）自立相談支援事業の概要 

補助基本額 
人口 150～160 万人未満：160,000 千円 

 ※令和元年度は 1.2 倍の経過措置あり 160,000 千円→192,000 千円 

補助割合 国：地方＝３：１ 

参考 本市の令和２年度総事業費：233,774 千円（×3/4＝175,330 千円） 

    

 

 学習支援事業及び就労準備支援事業における対象経費の拡充 

●学習支援事業及び就労準備支援事業に関して、生活困窮者が負担する交通費や、民間の取組みに対する財政支援がなく、困

窮の連鎖の解消に支障が出ている。 

・事業の参加にかかる交通費や、民間における学習支援事業と類似の事業に対する地方自治体の支援について補助対象の拡 

 充 
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Ⅸ-３. 単身世帯の急増に伴う新たな社会福祉施策の展開 
 »法務省、厚生労働省 

【提案・要望の背景】 

◯ 少子化や生涯未婚率の上昇、核家族化などの社会環境の変化による単身世帯の増加

は顕著であり、本市においても単身世帯は約28万世帯に上り、今後もさらに増加し

ていくことが予測されている。 

◯ 本市では、身寄りのない人が死亡した場合の残余遺留⾦について保管の根拠を定め

た「神戸市遺留⾦条例」を平成30年４月１日に施行した。 

◯ 保管以外の残余遺留⾦の取扱いについて、根本的解決を図るためには国の制度改正

が不可欠である。 

１）遺留⾦に関する制度構築 

 地方自治体が行う相続人調査の負担軽減 

●民法に基づく相続財産管理人選任申立手続では、被葬者に代襲相続人を含めた全ての相続人が存在しないことを調査する必要

があるため、地方自治体の事務負担が大きく、迅速な対応が不可能である。 

・地方自治体が行う選任申立に関して、調査範囲の限定（例：配偶者・直系血族・兄弟姉妹のみとする）、若しくは一定期間 

の公告をもって調査に代える等の制度改正 

 

 遺留⾦の帰属先を地方自治体へと変更 

●独居死亡人については、地方自治体において、遺体の引取り・葬祭の執行・相続人調査・相続財産管理人選任申立手続等を担

っており、件数増加に伴い、自治体の負担が大きくなっている。 

・遺留⾦（の最終残余⾦）の帰属先を国から地方自治体へ変更するとともに、自治体が保管する遺留⾦について自治体の裁量 

による活⽤を認める旨の法改正 

 

 遺留⾦の取扱いに関する根拠法の早急な整備 

●予納⾦額に満たない少額遺留⾦は、相続財産管理人制度の手続きができず、地方自治体は法律に根拠なく歳入歳出外現⾦とし

て保管し続けることを余儀なくされており、その最終的な処分方法も明確ではない。 

・少額の遺留⾦の処分に関し、地方自治体に帰属させることも含めた早急な法整備 
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（参考）神戸市遺留⾦取扱条例（平成 30 年４月１日施行）の概要 

目的 遺留⾦の適正な取扱いに関し必要な事項を定める 

遺留⾦の保管 遺留⾦は、地方自治法第 235 条の 4 第 3 項に規定する歳入歳出外現⾦として保管するものとする。 

調査費⽤ 
身寄りなき死亡者にかかる相続人その他の遺留⾦の引渡しを受ける権利を有する者の所在につい

て可能な範囲内で調査を行い、その調査に要する費⽤は遺留⾦をもって充てる。 
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Ⅹ-１. 地方分権のさらなる推進 

 »内閣府、総務省 

【提案・要望の背景】 

◯ 現行の指定都市制度は、道府県との二重行政や不十分な税制上の措置など、多くの

課題を抱えており、大都市がその能力を十分に発揮できる制度ではない。 

◯ 基礎自治体優先の原則の下、大都市が自らの発想と創意工夫により課題を解決する

ため、事務・権限及び税財源の移譲や義務付け・枠付けの見直しを一層進めるとと

もに、「特別自治市」制度の法制化の早期実現を図る必要がある。 

１）大幅な事務・権限及び税財源の移譲 

 事務・権限及び税財源の移譲、国の義務付け・枠付けの見直しのさらなる推進 

●地域の実情を把握している地方自治体には、多様化・複雑化する地域の課題や住民ニーズに的確に対応し、自らの発想と創意

工夫により課題解決を図ることが求められている。 

・基礎自治体の「現場力」と大都市の「総合力」を併せ持つ指定都市に対して、事務・権限の移譲とあわせ、抜本的な税財源 

の移譲の実現、義務付け・枠付けの見直し 

 

２）「特別自治市」制度の法制化  

 地方が行うべき事務のすべてを一元的に担う「特別自治市」制度の法制化 

●地方自治法の施行から 70 年以上が経過し、広域自治体と基礎自治体の役割は大きく変化している。現行の指定都市制度は、

特例として道府県から事務・権限の一部が移譲されるに留まり、大都市の位置付けや役割が不明確な制度となっている。 

・基礎自治体優先の原則の下、住民により良い行政サービスを提供するために、二重行政を完全に解消し、公平な税財源配分 

に見直す「特別自治市」制度の法制化の早期実現 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                         

その他項目 
国家予算に対する提案･要望 

令 和 ３ 年 度  神 戸 市 
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Ⅰ. まちの活力の創出 

 »内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 

国土交通省、環境省 

１）公共交通機関の利用促進等の充実 

 地⽅鉄道施設の維持充実を図るための事業費の確保 

●鉄道軌道の施設の維持・更新に関して、資金力等に一定の限界がある中小鉄道事業者等は、進展しつつある老朽化の対策

を講じることが困難な状況にある。 

・鉄道施設の安全確保と地⽅鉄道路線の経営の安定化を図るため、現行の国の補助制度である「鉄道軌道安全輸送設備等 

整備事業」の事業費の確保（補助対象事業者は神戸電鉄） 

 

地域コミュニティ交通の推進に対する補助制度の充実 

●高齢化の進展に伴い、地域コミュニティ交通の重要性は増しており、本市においても積極的に支援を行っているところで

あるが、地域の実情にあわせた地域コミュニティ交通の継続的な運行に対して、より一層の支援が必要であり、そのため

には、現行の「地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統補助）」における補助制度の充実が必要である。 

・交通不便地域の緩和 

・車両購入・更新補助の緩和 

 

２）道路整備の推進 

阪神電鉄本線連続⽴体交差事業（住吉駅東⽅〜芦屋市境）における関連道路整備に向け

た継続的な事業費の確保 

●阪神電鉄本線連続⽴体交差事業（住吉駅東⽅〜芦屋市境）は、令和元年度に鉄道高架切替えが完了したため、令和２年度

以降、仮線施設の撤去が完了した区間より順次、関連道路整備を行う。 

・踏切の除却に加え、歩行者の安全確保や地域の一体化などの連続⽴体交差事業のストック効果を最大限発揮させるため、 

関連道路整備に向けた計画的かつ集中的な事業費の確保 

 

３）公園整備の推進 

都市公園リノベーション推進のための事業費の確保と補助要件の緩和 

●社会情勢の変化による子育て支援や高齢社会に対応した公園の整備や適正化が課題となるとともに、公園施設の老朽化に

直面しており、都市公園のリノベーションが必要となっている。 

●都市公園リノベーションの推進にあたっては、事業費の確保や補助要件等が課題となっている。 

●都市公園安全・安心対策支援事業のバリアフリー化の支援にかかる補助が令和２年度末で終了予定となっている。 

・子育て支援や高齢社会に対応した都市公園ストックの再編事業費の確保 

・長寿命化対策支援事業において、面積要件（遊戯施設は除く）により約 90％以上の公園が交付対象外となっているため、 

補助要件の緩和 

・都市公園安全・安心対策支援事業のバリアフリー化の支援事業の期間延長 
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国営明石海峡公園（神戸地区）の整備推進 

●国営明石海峡公園（神戸地区）は平成 28 年度に第１期開園し、神戸地区の全体面積約 234 ㏊のうち、約 46 ㏊が供用され

ている。国営明石海峡公園の神戸地区の整備は、隣接する総合福祉ゾーン「しあわせの村」と合わせて、経済・文化・教

育・産業等各⽅面にわたる広範な波及効果が期待されている。 

・残りの区域についても早期に供用が開始できるよう整備の推進 

 

４）市街地整備の推進 

新長田駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業にかかる事業費の確保 

●阪神・淡路大震災により甚大な被害を受けた新長田駅南地区の震災復興市街地再開発事業では、最後の残３工区において

特定建築者制度を活用した事業の推進を図っている。 

・特定建築者に対する共同施設整備費補助等、必要となる事業費の確保 

 

密集市街地における住環境整備費等の事業費の確保及び補助制度の拡充 

●本市では、平成 23 年３月に「密集市街地再生⽅針」を策定し、令和７年度までの密集市街地の解消を目指し防災まちづく

りに取り組んでおり、一定の成果（現在の密集市街地の面積は 199 ㏊であり、「密集市街地再生⽅針」策定時より概ね１

割が解消）はあがっているが、目標達成のためには事業費の確保や補助制度を拡充するとともに、さらなる新たな取組み

に対する制度を創設する必要がある。 

・老朽建築物等除却にかかる補助率の緩和（1/3→2/5） 

・防災街区整備事業における個別利用区内の宅地の面積要件緩和（100 ㎡以上→60 ㎡以上） 

 

⺠間市街地再開発事業等にかかる事業費の確保 

●耐震性不足や老朽化が進む地区（北鈴蘭台駅前・垂水中央東・湊川公園北・岡本１丁目）について、市街地再開発事業や優

良建築物等整備事業を実施し、良好な住環境の形成や地域活性化を図る。 

・再開発会社や市街地再開発組合等に対する共同施設整備費補助等、必要となる事業費の確保 

 

５）計画的開発団地のリノベーション 

⺠間活力を導入した市営住宅の建替事業にかかる事業費の確保 

●老朽化した大規模市営住宅団地では、まちづくりの観点から当該住宅の建替えとあわせて余剰地の活用を行い、地域に不

足している利便施設や生活支援施設を一体的に整備し、居住機能の再生を図る必要がある。本市では桜の宮住宅と東多聞

台住宅において、事業期間の短縮やコスト縮減を図るため、地域居住再生推進事業により⺠間活力を導入した PFI 事業と

して事業の推進に取り組んでいる。 

・PFI 事業による大規模市営住宅の円滑な建替えのための安定的かつ継続的な財政支援 
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６）地域価値の維持に資する歴史的建築物等の保全・転活用の推進 

土地等の譲渡における都市再生推進法人への特例措置の要件拡大 

●都市再生整備計画や⽴地適正化計画を推進するため、都市再生推進法人への土地譲渡において、所得税等の軽減措置が講

じられているが、その対象は低未利用土地に限定され、かつ譲受人となる都市再生推進法人は公益社団法人又は公益財団

法人と要件化されている。 

●しかし、低未利用土地になってからの対処だけでなく、低未利用土地になることを抑止することが非常に重要であり、そ

のためには地域の歴史や文化を活かしたまちづくりが求められている。 

●特に、相続等で地域価値の維持に資する歴史的建築物等が喪失すると、まちの歴史性の減退のみならず、景観形成にも大

きな影響を与えることから、⺠間事業者の資金・ノウハウを活用して、その保全・転活用を推進していく必要がある。 

 ・租税特例措置の適用について、対象土地を低未利用土地に加え地域価値の維持に資する歴史的建築物等の土地に拡充 

・譲受人である都市再生推進法人の要件を公益社団法人や公益財団法人のみならず、都市再生に関する市と⺠間事業者と 

の包括連携協定の締結や、市の出資比率を一定割合以上とするなど、公共性及び公益性が担保できることを条件に、株 

式会社等にも適用できるよう要件拡大 

 

７）住宅等対策の推進 

市営住宅マネジメント計画に基づく市営住宅の建設・修繕等にかかる事業費の確保 

●市営住宅の管理戸数は、令和元年度末で 46,981 戸となっている。このうち、阪神・淡路大震災後に大量供給した約１万戸

が一斉に修繕時期を迎えることから、増加し続ける事業量を平準化しつつ、計画的に維持保全を行う必要がある。 

●現在、市営住宅マネジメント計画に基づき円滑な縮減を図っているが、改修・更新時期を迎える大量の市営住宅への対応

や、空き住戸が増えつつある郊外の大規模団地の再編といった様々な課題を踏まえ、今後も住まいの安全・安心や、市営

住宅会計の安定、将来にわたる良好な市営住宅の維持等を図る必要がある。 

・市営住宅の建設・修繕等にかかる事業費の確保のため、社会資本整備総合交付金による財政支援 

 

すまいに関する相談・情報提供事業の交付金における取扱いの緩和 

●本市では、社会資本整備総合交付金を活用し、「すまいに関する相談・情報提供事業」を実施している。この事業は、交付

金のうち提案事業に位置付けられ、提案事業と効果促進事業の合計事業費（ソフト事業）は、基幹事業（ハード事業）を含

めた全体事業費の 20％までしか認められていない。 

●住生活基本法の趣旨も踏まえた事業であり、基幹事業の事業量に左右されない、安定的な運営が必要と認識している。 

・住情報施策をはじめとした基礎的な住宅施策を基幹事業として位置付け 

・提案事業と効果促進事業の合計事業費の現行における比率の見直し 

 

分譲マンション管理組合の合意形成にかかる財政支援の拡充 

●本市は分譲マンション戸数が他都市に比べて多く、経年に伴う老朽マンションの急増や、居住者の高齢化による管理組合

活動の停滞など、今後、大きな社会問題となることが懸念される。令和２年度に、適切な維持管理や円滑な改修、建替え等

を図るため、「届出」と「情報開示」により市が管理状況を把握し、その管理状況が市場で評価される、マンション管理の

適正化に向けた新たな制度を創設する。 

・市が実施するマンション管理組合への支援（管理状況把握・相談対応・情報提供・専門家派遣・劣化調査等への助成等） 

について、「マンション管理適正化・再生推進事業」の補助対象への追加 
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中古住宅の取得時にかかる税制支援制度の充実 

●本市においては、定住・転入を促進し、豊かな住まいの確保と居住の安定を実現するため、住宅ストックの活用・更新によ

って流通促進を図るとともに、若年・子育て世帯への持ち家取得支援による、より確実な定住の促進に取り組んでいる。 

●中古住宅取得時と新築住宅取得時の税制面の優遇措置については、ほぼ同程度となってきているが、中古住宅の流通促進

を図るため、さらなる優遇措置を行っていく必要がある。 

・中古住宅流通のさらなる促進につながるような、中古住宅の取得時の税制面の優遇措置 

 

新たな住宅セーフティネット制度の要件拡充 

●新たな住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者（高齢者、障害者等）専用住宅として登録した賃貸住宅につい

ては、家賃の低廉化にかかる費用に対して賃貸人は補助を受けることができる。 

●しかし、要件の一つとして、賃貸借契約では一般的な礼金、更新料等の受領を禁止しており、また、補助の申請者は、入居

者ではなく賃貸人で、実質的な経済支援を受けない賃貸人の大きな事務負担となっており、登録数が伸びない要因の一つ

となっている。 

・住宅要件の緩和（礼金・更新料等の受領有無を除外） 

・補助申請者の拡大（賃貸人→賃貸人＋入居者） 

 

住宅・建築物アスベスト改修事業にかかる事業費の確保 

●⺠間建築物に対するアスベスト含有調査及び除去等を支援・促進するための補助は、社会資本整備総合交付金において令

和 2 年度末までに着手した事業に限り交付対象とされている。これまでに補助制度の周知に努めてきたが、引き続きアス

ベスト対策を行っていく必要がある。 

・アスベスト含有調査及び除去等に関する補助制度の延長及び事業費の確保 

 

８）大阪湾フェニックス事業の推進 

フェニックス３期事業のスキーム構築支援 

●近畿 2 府 4 県 168 市町村の広域処理対象区域から発生する一般廃棄物、産業廃棄物を適正に処理するため、新たな埋⽴処

分場として計画されている神戸沖 3 期事業の早期推進が求められている。 

●広域臨海環境整備センター法（昭和 56 年）の施行以降、環境関連法令（土対法、廃掃法など）が改正されており、港湾管

理者に過度な負担が生じない事業スキームの構築が不可欠である。 

・大阪湾広域臨海環境整備センターと連携のうえ、事業スキーム構築に積極的に関与し、負担軽減につながる制度設計の 

早期構築 
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９）須磨海岸エリアの整備の促進 

みなとオアシスの指定を受けた須磨海岸の再整備を促進するための事業費の確保 

●阪神間随一の自然海岸である須磨海岸を核に、周辺施設と一体的な交流拠点エリアとして「みなとオアシス須磨」の指定

を受けている。 

●須磨海浜水族園を含む海浜公園の再整備を契機として、周辺エリアの一体的な賑わいを創出するため、須磨海岸の再整備

とあわせて須磨ヨットハーバーなど各施設間の回遊性の向上のための整備が必要となってくる。 

・須磨海浜水族園を含む海浜公園の再整備と歩調を合わせた、須磨海岸の再整備、須磨ヨットハーバーとの回遊性向上を 

実現するための事業費の確保 

 

須磨海浜水族園・海浜公園の再整備にかかる財政支援 

●海浜公園は、松林の景観、歴史的・文化的景勝の地であり、周辺住⺠の憩いの場となっている。一⽅で、年間 110 万人が

来園する須磨海浜水族園があり、神戸の有数の観光スポットでもある。しかし、共に整備から数十年を経て老朽化が進ん

でおり、さらに多くの利用者ニーズに応えられる施設として Park-PFI を導入した再整備を予定している。 

・海浜公園の特定公園施設の整備にあたり、官⺠連携型にぎわい拠点創出事業による財政支援 

 

10）訪日外国人旅行者誘客の強化に向けた情報発信 

訪日外国人旅行者誘客のためのプロモーションに対する支援 

●観光地域づくり法人（DMO）や地⽅公共団体が連絡調整会議を経て実施する環境整備、情報発信・プロモーションなどの

取組みに対する補助制度はあるが、単独の地域 DMO が実施する情報発信・プロモーションは対象外となっている。 

・地域の実情に応じた柔軟な運用が可能な制度への改善 

 

海外に向けた大規模国際スポーツイベントの国・地⽅が一体となった積極的な情報発信 

●ゴールデン・スポーツイヤーズには海外からより多くの訪日外国人を呼び込むことが期待される。 

・ワールドマスターズゲームズや世界パラ陸上競技選手権大会の開催に伴う、海外に向けた大会開催の積極的な情報発信 

及び訪日外国人旅行者をターゲットとした観光施策の実施 

 

11）訪日外国人旅行者の満足度向上に向けた取組みの推進 

ナイトタイム等の活用による新たな観光コンテンツ開発の財政支援 

●訪日外国人の旅行消費額を増加させ、長期滞在に繋げるため、外国人観光客の確実な取込みと訪日予定者への動機づけに

効果が見込まれるナイトタイムエコノミーを推進する必要がある。 

・観光地域づくり法人（DMO）を中心として既に実施している支援事業への補助や、年に複数回公募を実施するといった 

柔軟な運用が可能な制度への改善 
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多言語観光案内標識等の整備に対する財政支援 

●多言語観光案内標識等の受入環境の整備を継続的に行わなければならない。 

・観光地の「まちあるき」の満足度向上事業の継続 

 

12）東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催効果を全国へ波及させる取組みの推進 

ホストタウン推進のための地⽅財政措置にかかる事業費の継続的な確保 

●東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、スポーツ⽴国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光

振興等に資する観点から、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地⽅公共団体が「ホストタウン」とし

て登録され、一定の地⽅財政措置がなされてきた。当該財政措置は、当初の大会開催年である令和２年度までであること

が予定されていたが、この度、大会開催が１年延期されることとなり、令和３年度の財政措置の継続が未定である。 

・これまでと同程度の市の負担で、ホストタウン交流が実施できるよう、財政支援の継続 

 

13）神戸 2022 世界パラ陸上競技選手権大会開催に向けた支援 

東アジア初となる大会開催の成功に向けた機運醸成 

●多くの観客を会場に集め、世界中から来日する選手役員・観光客等に心から楽しんでもらえる日本開催を実現するには、

パラ陸上競技ならびに大会への認知度を高め、開催都市神戸のみならず日本全体で機運醸成を図る必要がある。 

・国・地⽅・関係機関等の行事や広報媒体などを通じた、大会を周知する機会の提供への配慮 

 

14）商店街・小売市場の活性化 

商店街活性化・観光消費創出事業の継続など、商店街・小売市場の活性化に資する取組

みに対する財政支援 

●人口減少や消費者ニーズの変化などの社会状況の変化に加え、消費税増税や新型コロナウイルスなど消費への影響があり、

商店街を取り巻く状況は一層厳しくなっている。 

●大きな消費効果を得るためには、地域外からの集客や既存とは異なる顧客層を取り込む必要があり、ハード面の整備も含

めた大規模な環境整備を必要とする場合が多い。 

・商店街が新たな需要獲得に向けて、ハード整備を含めた大規模な事業を実施するために、商店街活性化・観光消費創出 

事業を継続するなど財政支援の継続 
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15）雇用対策のさらなる推進 

障害者の超短時間雇用及び在宅就労の推進に向けた制度の拡充 

●雇用促進に向けては多様な働き⽅の創出が求められるが、週 20 時間未満の超短時間労働者は雇用率制度の対象外であるこ

とから企業へのインセンティブが働きにくく、また、在宅就労者への業務発注に対する企業への支援制度も十分に活用さ

れていない。 

・雇用率制度の対象拡充 

・在宅就労に関する支援制度の要件緩和や新たな仕組みづくり 

 

16）真珠産業の活性化 

真珠振興法に基づき策定された兵庫県真珠振興計画に定める取組みに対する財政支援

の拡充 

●神戸の真珠加工業は、地理的条件を背景に大正時代から発展し、現在でも高い世界シェアを誇る神戸の重要な地場産業で

あり、業界においても、真珠産業のさらなる販路拡大や神戸の真珠の認知度向上を図るために、海外展示会への出展やブ

ランディングの取組みが重要であると考えており、多くの企業がこれらに取り組んでいる。 

●新型コロナウイルスの影響を受け、直近では年間最大の商機である３月の香港宝飾展と西日本最大の宝飾展である５月の

神戸国際宝飾展が８月に延期、６月の香港宝飾展が 11 月に延期されたことにより、売上が激減し、経営状況が悪化してい

る。需要の低下など長期的に影響が続くと思われることから、販売機会の創出が求められている。 

・平成 31 年３月に策定された兵庫県真珠振興計画に記載されている項目の内、特に業界からの要望の強い、販路拡大・ブ 

ランド構築推進のための海外展示会への出展やブランディングにかかる費用に対する財政支援の拡充 

 

17）若い世代の結婚の推進 

結婚新生活支援事業の継続的な実施、要件緩和及び対象費用の拡充 

●結婚新生活支援事業の補助要件は、世帯所得 340 万円未満だが、この要件がハードルとなり申請に結びつかないケースが

多く、本市では令和２年度より、独自に世帯所得 510 万円未満（年間収入約 700 万円）まで拡充している。 

●また、住まいを確保する際に一般的にかかる費用である家賃債務保証料及び損害保険料が対象でないことから、補助額の

上限は 30 万円であるが、本市の補助実績は平均約 23 万円に留まっている。 

・制度の趣旨である結婚に伴う経済的負担の軽減のための所得要件の緩和及び対象費用の拡充 
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Ⅱ. 安全・安心なまちづくりの推進 

 »内閣官房、内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

１）防災体制の推進 

 防災庁の創設及び神戸周辺への拠点設置 

●関西広域連合では平成 28 年７月に有識者からなる「我が国の防災・減災体制のあり⽅に関する懇話会」を設置し、防災庁

に求められる機能や業務についての検討を行い、平成 29 年７月に報告書をとりまとめ、国への要望やシンポジウムの開催

等を実施している。 

●報告書では、防災庁の創設と関西への拠点設置（東京も含めた複数拠点の設置）を提案しており、平時には防災に関する

政策⽴案を行い、総合調整機能を担うとともに、首都直下型地震発生時には東京のバックアップ機能を担い、南海トラフ

巨大地震発生時には現地対策機能を担うこととしている。 

●また兵庫県においても、防災庁の創設と、人と防災未来センター等の防災関係機関が集積している神戸周辺への設置を国

へ要望している。 

・南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの災害に備えるため、防災庁の創設及び神戸周辺への拠点設置 

 

２）被災者生活再建支援制度の充実 

対象となる自治体の世帯数要件の撤廃及び支援金支給対象の拡大 

●被災者生活再建支援法に基づく支援金支給制度は、同様の住宅被害でも属する自治体によっては対象外となり得ること、

また大規模補修・解体を伴わない半壊や住宅以外の生活基盤被害については対象外であることから、被災者救済・迅速な

生活再建に支障が出ている。 

・被災者生活再建支援制度について、被害規模要件の撤廃及び対象者の要件緩和 

 

３）社会インフラの強靭化による安全・安心の確保 

道路の長寿命化修繕計画に基づいて実施する事業費の確保 

●橋梁・トンネル・道路附属物等においては、個別施設計画に基づき令和 2 年度より創設された「道路メンテナンス事業補

助制度」を活用している。 

・個別施設計画に基づき着実な修繕を実施するための継続的な事業費の確保 
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河川施設の計画的な維持管理にかかる財政支援の拡充 

●平成 25 年の河川法改正により、１年に１回以上の河川点検（法定点検）が義務付けられた。本市では、平成 26 年度より

堤防河川約５㎞を毎年、平成 27 年度より河川背後に道路・人家等がある区間を重点化した掘込河川約 158 ㎞を 5 年サイ

クルで点検している。また、点検結果に基づく長寿命化計画を策定し、公共施設等適正管理推進事業債を活用し予防保全

的な補修を図っている。 

●しかし、点検を実施した河川が多岐にわたり、補修箇所も多いことから、措置期間である令和３年度までに予防保全的な

補修を完了させることは困難である。 

●現在、実施している河川管理施設の点検・補修を計画的に実施・継続して進めていく必要がある。 

・公共施設等適正管理推進事業債の措置期間の延長 

 

上水道・工業用水道施設・管路の計画的な老朽化対策にかかる財政支援の拡充 

●上水道事業は、市⺠生活及び都市の生産活動に不可欠な都市インフラだが、先の熊本地震などにおいて甚大な被害を受け

ており、水道施設の災害対策を推進していくことが急務となっている。また、高度経済成長期に布設された配水管の更新

需要が今後急増する見込みであるため、より一層老朽管の更新に取り組んでいく必要がある。 

●また、工業用水道施設についても供用開始が昭和 39 年と古く、特に大正から昭和初期に布設した上水道管を転用した基幹

管路を中心に経年化が進んでいる状況である。 

●近年、節水型社会の進展や人口の減少などにより水需要が低迷し、給水収益が減少傾向にあるなか、より一層の更新・耐

震化を図る必要がある。 

・生活基盤施設耐震化等交付金について、引き続き国において十分な財源の確保 

・工業用水道にかかる改築事業の補助率について、緊急更新・耐震化事業と同様の補助率（1/3）への引上げ 

・基幹水道施設の耐震化事業における水管橋（下部工含む）の耐震化事業への対象の拡大 

 

下水道管渠の老朽化対策にかかる財政支援の継続及び積算基準等の柔軟な運用 

●下水道管渠の老朽化による陥没、漏水等の事故や雨天時浸入水の増大が全国的に大きな問題となっている。本市の汚水管

渠は、昭和 40 年代後半から急速に整備してきたもので、10 年後には布設から 50 年を経過するものの割合が半分以上と

なる。 

●雨水管渠も、石積みの水路を引継いだもの等、構造的に問題のあるものも多く、早急な対策が必要となっている。 

●急速に進む管渠の老朽化に対し、改築工事のペースを上げて対策を進めているところであるが、施工難易度が高い市街地

での開削工事については請負業者から敬遠される傾向にあり、業者決定に時間を要する事態となっている。 

・公共性・公益性の極めて高い下水道施設の老朽化対策事業を着実に推進するため、改築・更新にかかる財政支援の継続 

・下水道の管渠工事の特殊性を踏まえた積算基準や入札・契約制度等の柔軟な運用 

 

４）「ユニバーサルデザイン」のまちづくりの推進  

「移動等円滑化の促進に関する基本⽅針」の達成に向けた鉄道駅のバリアフリー化にか

かる事業費の確保 

●鉄道駅舎のバリアフリー化にかかる国からの補助の現状は、実質支給割合が 1/3 を下回り、3,000 人未満の駅等に対して

は事実上補助が行われず、鉄道事業者への支援が不十分である。 
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視覚障害者等にとってリスクが高い鉄道駅へのホームドア・可動式ホーム柵整備に対す

る財政支援の拡充 

●ホームドア・可動式ホーム柵の整備にかかる国からの補助の現状は、1 日平均乗降客数 10 万人未満の駅に対しては事実上

補助が行われず、鉄道事業者への支援が不十分である。 

・国における十分な事業費の確保、特に視覚障害者・肢体障害者等にとって危険性が高い駅についての優先的な取扱い 

 

５）ニホンジカ対策 

六甲山（ニホンジカ未侵入地域）へのニホンジカの侵入防止対策への支援・協力 

●ニホンジカは近年生息数が急速に増加し、全国各地で農作物や生態系へ被害を及ぼしている。特に、都市近郊の多くの人

が利用する観光地であり、かつ鳥獣保護区にも指定されているという六甲山の特性を踏まえれば、ニホンジカの侵入を許

した後の捕獲等の実施はきわめて困難であることから、被害を未然に防ぐために侵入防止対策を実施していくことが肝要

であると考えられる。 

・都市部近郊の貴重な自然地であり、観光地としても重要な六甲山へのニホンジカの侵入防止に取り組む自治体等に対す 

る財政支援 

・地⽅環境事務所や自然保護官事務所等による協力体制の構築 

 

６）ため池改修等の推進 

ため池整備事業にかかる調査・計画等の定額助成事業の継続及び事業費の確保 

●平成 30 年 7 月豪雨等を踏まえて令和元年 7 月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行され、ため池の防災

安全対策のより一層の推進が求められている。 

●本市においても平成 25 年度よりため池の点検や耐震調査に着手するとともに、耐震性が不足するため池を県営事業として

改修するにあたり、整備計画書を全額国負担で作成している。引き続き定期的な点検調査やため池改修によるハード対策

を推進し、防災減災対策に取り組んでいく必要がある。 

・ため池整備事業にかかる調査・計画等に要する費用の国の定額助成事業の継続（令和２年度で終了予定） 

・耐震化・老朽化等のハード対策として必要となるため池改修の事業費の確保 
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Ⅲ. 子育て・教育環境の充実 

 »文部科学省、厚生労働省 

１）児童福祉施策の拡充 

 児童養護施設等における障害児加算の創設等、人員配置の充実に対する財政支援の拡充 

●児童養護施設等においては、発達障害児など、支援が困難な児童に対応するための人員配置が必要であるが、人員配置に

要する財政支援が不十分である。 

●施設措置の主な理由が虐待で、長期入所している児童に対するケアを充実させる必要があるが、被虐待受入加算の加算適

用期間が認定後１年間に限られている。 

●栄養士の配置については、施設定員 41 名以上の場合に配置を義務づけられているが、配置義務のない施設においても、栄

養士による献⽴や帳票類の作成等が求められている。 

・障害児加算の創設など人員配置の充実に要する財政支援の拡充 

・被虐待受入加算の認定後２年目以降についても、加算適用期間とするなどの財政支援の拡充 

・全施設での栄養士の配置を義務づけるとともに財政支援の拡充 

 

 児童家庭支援センターにおける人員配置に対する財政支援の拡充 

●国が定める職員配置基準（相談支援担当職員２名及び心理療法等担当職員１名）に対する国庫補助基準額が低く、児童家

庭支援センターの設置・運営が困難な状況にある。 

 

 自⽴援助ホームにおける心理士配置に対する財政支援の拡充 

●心理的側面から入所児童等の自⽴支援を行うための心理士配置にかかる国庫補助金額が低く常勤職員の配置が難しい。 

・常勤職員の配置を可能とするための財政支援の拡充 

 

 ファミリーホームに対する財政支援の拡充 

●児童養護施設等の事務費は、施設の定員数に応じて算定されるが、ファミリーホームについては、入所児童数に応じて算

定されるため、運営が不安定になりやすい状況にある。 

・ファミリーホームの事務費について定員数に応じた算定⽅法への変更 

 

 新・放課後子ども総合プランの推進に対する財政支援の拡充 

●放課後子供教室は、放課後等の小学校の図書室や多目的室・運動場などを利用し、地域ボランティアの協力を得て実施し

ているが、地域人材の確保が課題となっている。 

・人材の確保のための処遇改善が行えるよう国庫補助金（学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金）の補助率の引上げ 
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 放課後児童健全育成事業における障害児加算制度の拡充 

●障害児の受け入れ体制を確保するためには、職員の継続的な雇用が必要であるが、現状の障害児加算については、対象児

童が退会した月末時点で加算の対象外とする算定⽅法であるため、職員の年間を通じた雇用が難しい状況となっている。 

・職員を継続的に雇用できるよう年間を通じた算定⽅法の導入 

 

 児童館の整備に対する財政支援の拡充 

●本市の児童館については、昭和 40 年代から 50 年代に建設したものが多く、老朽化が進んでおり、子どもたちや保護者に

安全に、また安心して利用していただくために、早急に大規模改修や建て替えを行う必要がある。 

・施設整備が進みやすい環境を整えるため、国庫補助金（次世代育成支援対策施設整備交付金）の補助率の引上げ 

 

２）多様な児童生徒に対する支援体制の充実及び学校の組織力強化 

不登校児童生徒に対する支援推進事業にかかる事業費の確保 

●不登校児童生徒に対して多様で適切な教育機会を確保するために、適応指導教室「くすのき教室」をはじめとした支援体

制の整備やフリースクール等に通う不登校児童生徒に対する支援が必要である。 

・不登校児童生徒の支援にかかる事業費の確保 

 

夜間中学における幅広い教育ニーズに対応するための教職員体制の拡充 

●夜間中学においては、通常の小規模校に比べて多様な年齢層・国籍の生徒が在籍している。今後、生徒数増加に対応し、

個々の生徒のニーズに合わせたきめ細やかな教育を継続するためには、教職員の配置拡充が不可欠である。 

●現在、夜間中学の教員数は、通常学級と同様の算定基準に基づいて決定されている。 

・多様な年齢層・国籍の生徒が在籍する夜間中学独自の状況を踏まえた教職員体制の充実 

 

一般図書の無償給付を受けている特別支援学級在籍児童生徒への検定教科書の無償給

付 

●特別支援学級の児童生徒、特に知的障害のある児童生徒は当該学年の学習が難しいため、特別の教育課程を編成し、これ

に合わせて下学年の検定教科書や、文部科学省が著作名義を有する教科書、検定教科書以外の一般図書を選定し、本市に

おいても児童生徒の実態に応じた教科書を給与している。 

●特別支援学級に在籍する児童生徒が交流学級（通常の学級）の授業に出席する際、部分的に当該学年の検定教科書を貸与

している。 

・インクルーシブ教育推進の観点からも、特別支援学級の児童生徒が交流及び共同学習のための検定教科書が必要になる 

場合、当該教科書の無償給付 
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補習等のための指導員等派遣事業にかかる事業費の確保 

●学力向上の取組や配慮が必要な児童生徒に対してきめ細やかに対応するため、学力向上を目的とした補習等のための指導

員等を全小中学校、義務教育学校に配置し、授業での学習内容の定着を図るとともに、放課後を活用した学習指導を行っ

ている。学力に課題のみられる学校に対しては、放課後の学習指導の回数増などで学力向上の取組みの充実が必要なこと

から、引き続き学習指導等を行う支援員の配置・拡充が不可欠である。 

・指導員の配置拡充のための十分な事業費の確保 

 

小中学校における特別支援教育就学奨励費制度の拡充 

●特別支援学校においては、肢体不自由又は重度・重複障害のある児童生徒の通学及び修学旅行や校外活動等の付添人（保

護者等）に対する費用は、国の特別支援教育就学奨励費制度では対象となっている。一⽅、インクルーシブ教育を推進す

る中で、小中学校においても安全確保等のために、保護者の付き添いが必要になる児童生徒が在籍しているが、現状では、

通学及び修学旅行や校外活動等に参加する際の付添人（保護者等）に対する費用については、対象外となっている。 

・対象となる児童生徒が安全に通学し、安心して修学旅行や校外活動等に参加して多様な経験ができるよう、付添人（保 

護者等）に対する費用についても特別支援教育就学奨励費の対象となるよう制度の拡充 

 

スクール・サポート・スタッフ配置事業にかかる事業費の確保 

●教員の多忙化を解消し、学校の組織力強化に資するよう、スクール・サポート・スタッフの配置拡充を図るため、十分に事 

業費を確保するとともに補助単価の引上げが必要である。 
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Ⅳ. 保健・福祉・医療の充実 

 »法務省、厚生労働省 

１）地域医療提供体制の整備 

 不足する産科、小児科等における医師確保に向けた施策の推進 

●医師数は、多くの診療科で増加傾向にある中、産科・産婦人科はほぼ横ばいで推移しており、小児科は増加傾向にあるも

のの、相対的に増加割合が小さい状況である。 

●相対的に 20〜30 歳代の女性医師の割合が高い（全体の 44.9％）ことから、妊娠、出産、育児等のライフイベントを踏ま

え、女性医師等が働きやすい環境づくりが必要である。 

・大学医学部の定員増 

・平成 26 年度に廃止された夜間・土日休日の救急を担う勤務医への手当の財政的支援の復活 

・産科医の分娩取扱手当等の拡充 

・女性医師の働きやすい職場環境の整備 

 

 小児救急医療及び周産期医療体制の確保に対する財政措置の拡充 

●医師の高齢化等から今後当番医の確保等が困難になることが想定され、救急医療の安定的な体制確保が必要となっている。 

●分娩を取り扱う医療機関が減少している一⽅で、ハイリスク妊産婦に対する医療需要が増加している。 

●新生児医療を担う小児科医が不足している。 

・小児科救急対応病院群輪番制の国の補助基準額の増額 

・小児科の休日・夜間急患センターへの財政的支援の拡充 

・小児救急医療に対する診療報酬の拡充 

・国の補助制度に基づく県からの補助金（「総合周産期母子医療センター」及び「地域周産期母子医療センター」に対する 

補助金）の増額 

 

二次救急を行う⺠間病院に対する税制上の特例措置の創設 

●地⽅税法第 348 条第 2 項第 11 条の 5 において、医療法第 42 条の 2 第 1 項に規定する社会医療法人が救急医療等確保事業

にかかる業務の用に供する場合は、固定資産税を課することができないとされている。本市では、⺠間病院が中心となり、

市内の二次救急医療体制を確保しているのが現状である。 

・救急医療等確保事業の用に供する固定資産税の非課税措置を医療法人・個人病院等へ適用拡大 

 

２）障害者等に対する保健福祉施策の充実 

制度改正の円滑な実施のための適切な財政支援及び速やかな情報提供 

●障害者施策の制度改正や報酬改定について、必要となるシステム改修への財政措置が十分ではなく、具体的な事務手順の

通知も改正施行直前であることから、自治体での事務に遅滞を招いている。 

・制度改正時に伴う適切な財政措置と十分な準備期間の確保 

・自治体の負担軽減のため、国主導で全国統一のパッケージシステムの開発 
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重症心身障害者を受け入れる障害福祉サービス事業所の加算制度の拡充 

●医療的ケアの必要な重症心身障害者の日中活動支援について、人員配置体制に関する報酬体系が十分ではなく、看護師を

はじめとする人員配置や体調不安定による欠席率が現状の欠席時対応加算では見合わないことが、生活介護事業所の大き

な負担となっており、重症心身障害者の受入れが厳しくなっている。 

・生活介護にかかる人員配置体制加算の配置比率の引上げ 

・重症心身障害者の欠席率や送迎時の看護師添乗を考慮した加算制度の拡充 

 

地域生活支援事業にかかる自治体の超過負担の解消 

●「地域生活支援事業」については規定の１/2 補助率を実質的に大きく下回っており、自治体の財政的負担は大きく、結果

として自治体格差が生じるとともに、十分なサービス給付に支障が出ている。 

・特に移動支援事業等の全国一律に実施すべき取組みについて、「自⽴支援給付事業」と位置付け 

・その他の施策に対しても国において十分な事業費を確保 

 

日中サービス支援型グループホームの整備に対する財政支援の拡充  

●日中サービス支援型の共同生活援助（グループホーム）は重度障害者等を対象としており、特殊浴槽等、その整備におい

て他のグループホームよりも事業者の財政的負担が大きく、整備が進んでいない。 

・社会福祉施設等施設整備費補助における共同生活援助の補助基準額に、日中サービス支援型を整備する場合の加算制度 

を創設するなど、財政支援の拡充 

 

グループホームの消防法施行令適合等に必要な改修に対する財政支援の拡充 

●消防法施行令の改正により、スプリンクラーなどの消防設備の設置基準が強化され、特にグループホームにおいて事業者

の負担が大きく、整備が進みにくい。 

・社会福祉施設等施設整備費補助におけるスプリンクラー設備等の補助について、特に重度の障害者を受け入れているグ 

ループホームについては、補助率の引上げによる事業者負担の軽減や、事業費や対象事業にかかる補助基準の緩和など、 

さらなる財政支援の拡充 

 

措置入院患者等に対する継続的な支援体制の構築にかかる財政支援 

●平成 28 年に、相模原市の障害者支援施設における事件を受けた国の検証及び検討報告において、地域で孤⽴せず安心して

生活が送れるようにするため、精神障害者の措置入院解除後の継続的支援が必要とされた。 

●平成 30 年度に開催した神戸市精神保健福祉施策懇話会においても、地域での生活継続支援について提言されている。 

・退院後の継続支援に対する財政支援 

 

入院患者の権利擁護確⽴に向けた障害者虐待防止法等関係法令の改正 

●令和元年度、精神科病院の医療関係者による患者に対する暴力等が明らかになった。しかし、障害者虐待防止法において

病院・学校・保育所等については、発見者の行政等への通報義務は対象外となっている。 

・入院患者の権利擁護の確⽴ 

・通報者に対する法的保護を定める等関係法令の改正 
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制度的理由で障害基礎年金を受給できない外国人障害者等に対する救済措置の実施 

●国⺠年金法の国籍要件撤廃時（昭和 57 年 1 月 1 日）、障害基礎年金を受給できない在日外国人障害者等への救済措置が講

じられずに制度的無年金者が生じており、これまでの間、重度・中度障害者に対する給付金を市負担で支給している。 

・制度的無年金者を救済のための法整備 

 

３）医療保険制度の安定化 

国⺠健康保険が抱える構造的な課題の解決に必要な財政措置 

●国⺠健康保険は、他の医療保険制度と比較して、高齢者や低所得者の加入割合が高いという構造的な課題を抱え、高齢化

の進展、医療の高度化に伴う一人当たり医療費の増加等により、財政は非常に厳しい状況にある。 

・国⺠皆保険制度を安定的で持続可能な制度としていくため、国において医療保険制度の一本化の検討を進め、それまで 

の間、さらなる国費追加等の財政措置 

 

在留資格審査基準への保険料納付要件の早急な適用拡大と随時確認 

●外国人留学生の保険料の納付状況は極めて低く、本市国⺠健康保険の収納率を悪化させている。 

・外国人留学生について、特定技能外国人と同様に在留資格更新許可等申請時に国⺠健康保険料納付を要件化するととも 

に、毎年収納状況を確認する手順を制度化 

 

４）保健衛生施策の充実 

ウイルス性肝炎対策にかかる財政支援 

●ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症であるが、初期には自覚症状がなく、他者へ感染させてしまったり、放置し適切な

医療につながらないまま、肝硬変や肝がんなど重症化したりすることが多い。また、本市の肝がん死亡率は全国平均より

も高い状況が続いている。身近な場所（集団健診会場・医療機関）での肝炎ウイルス検査の受診機会を引き続き確保し、潜

在的な陽性者の発見、適切な治療につなげる必要がある。 

●集団健診でのウイルス検査の国庫補助は 1/3 であるが、医療機関でのウイルス検査の国庫補助は 1/2 である。集団健診に

おける市の負担軽減を行い、肝炎ウイルス検査の受診機会を引き続き確保する必要がある。 

・集団健診における検査費用の国庫補助率の引上げ 

 

感染症早期探知地域連携システム（神戸モデル）への財政支援 

●平成 21 年の新型インフルエンザ発生を受けた検証をもとに、平常時から地域と行政のネットワークづくりに取り組み、感

染症の早期探知及び発生時の対応力の向上を図るなど、地域と行政の顔の見える協働体制を構築してきた。 

●この体制構築の一つとして、平成 27 年度に感染症訪問指導員事業を開始したが、国の財政支援は⽴ち上げのみであり、平

成 28 年度には体制の構築完了を理由に削減された。 

●平成 29 年３月 10 日に感染症法に基づく「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本指針」の一部改正が行われたが、

事前対応型行政の構築は継続して示されている。 

・地域と行政の協働による感染症の発生予防・早期探知・拡大防止に向けた事前対応型の取組みを維持・継続するための 

財政支援 
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指定難病医療費助成制度における患者負担の軽減 

●「難病の患者に対する医療費等に関する法律」の施行により、平成 27 年 1 月から指定難病医療費助成制度が開始となり、

令和２年３月末時点で 333 疾病が対象となっている。現在、指定難病の医療費の自己負担割合は 2 割となっているが、障

害者自⽴支援法に基づく更生医療費の自己負担割合 1 割と比較すると、患者負担に差があり、さらなる患者負担の軽減を

図る必要がある。 
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Ⅴ. 真の分権型社会の実現 

 »内閣官房、総務省、厚生労働省 

１）マイナンバー制度に関する財政支援及び柔軟な制度運用 

 マイナンバーを利用するシステムにかかる改修等の財政支援及び迅速な情報提供 

●毎年度実施されているデータ標準レイアウトの改版により、それを使用しているシステム（統合宛名システム及び各業務

システム）に改修作業が発生する。 

・予算編成作業やシステム改修のスケジュール管理等をスムーズに行うための財政支援及び迅速な情報提供 

 

 消費税率引上げに伴う経済対策としてのマイナポイント利用促進のための広報の強化 

●現状では、マイナポイントの認知度は必ずしも高くない（令和２年５月現在設定者数：全国で 39 万人）。 

・令和２年９月スタートのマイナポイントを広く市⺠に利用いただけるよう国としての広報の強化 

 

 マイナンバーカードの健康保険証としての利用促進のための支援 

●被保険者証として利用するためには、被保険者による初回登録手続きと医療機関側の読み取り機器の設置が必要である。 

・自治体が行う初回登録手続きの支援にかかる必要経費についての財政支援 

・カードによるオンライン資格確認ができる医療機関等が増えるよう、医療機関等における機器設置にかかる必要な支援 

・市独自の福祉医療制度においても、マイナンバーカードに集約できるようなシステム（サーバー構築等）の具体化 

 

 感染症拡大防止等の観点からの非対面手続きの拡大とマイナポータル及び公的個人認

証システムの安定稼働 

●新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中、現在は対面による手続きが必須とされているため、窓口に電子証明書更

新のための来庁者が増加している。また、５月の特別定額給付金のオンライン申請開始時には、マイナポータルへのアク

セス集中による遅延、電子証明書のロック解除等の急増による公的個人認証システムの遅延が発生し、問い合わせや窓口

に３密状態を生む結果となった。 

・スマートフォン等を活用した電子証明書更新のオンライン化の検討 

・交付円滑化計画に基づくマイナンバーカードの着実な普及に対応できるよう、システムアーキテクチャの抜本的見直し 

 

マイナンバーカード交付促進に関する支援 

●交付円滑化計画を具現化する必要がある。 

・財政措置として、広報費（交付税措置からの付替）の補助対象化 

・効率的な申請・交付作業への支援（独自システムへの財政措置・RPA を用いた一括申請等にかかる支援（API 開示等）） 

・住⺠基本台帳ネットワーク端末操作の委託化解禁 

・文書保存期限の短縮（15 年⇒10 年） 

・住⺠基本台帳ネットワーク端末のモバイル化支援 
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２）地⽅交付税等の改⾰ 

 地⽅交付税の法定率の引上げによる地⽅財源不足の解消及び臨時財政対策債の速やか

な廃止 

●臨時財政対策債の残高は平成 30 年度末時点で 4,988 億円と市債残高全体の約 45％を占めており、市債発行額抑制や残高

削減の取組みの支障となっている。 

 

 地⽅交付税の算定における大都市特有の財政需要の的確な反映及び予見可能性の確保 

●地⽅交付税の算定においては、大都市特有の財政需要を反映させた客観的・合理的な基準によって配分するとともに、地

⽅の予算編成に支障が生じないよう、具体的な算定⽅法を早期に明示していただく必要がある。 

 

 会計年度任用職員にかかる適切かつ確実な財政措置の実施 

●会計年度任用職員制度が令和 2 年度から施行されたことに伴う期末手当の支給等にかかる経費について、令和 2 年度に地

⽅財政措置が講じられているが、経験加算による月例給の増加や期末手当の支給月数の増加により、さらなる財政負担の

増加が見込まれている。 

・令和３年度以降の財政負担の増加に伴い必要となる事業費の適切かつ確実な確保 
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