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フラワータウンこれが神戸市の計画する
「将来にわたり住み続けられるまち」から

想定地域
曙町、天が岡、伊川谷町、池上、今寺、岩岡町、枝
吉、王塚台、大沢、大津和、押部谷町、上新地、神
出町、北別府、小山、白水、玉津町、天王山、中野、
長畑町、福吉台、二ッ屋、丸塚、水谷、南別府、宮
下、持子、森友、竜が岡、和井取、樫野台、春日台、
狩場台、櫨谷町、平野町

人口の

50％以上西 区

朝谷町、上高丸、向陽、小束山、小束山本町、潮見
が丘、塩屋北町、清水が丘、下畑町、松風台、神陵
台、清玄町、星陵台、多聞台、千鳥が丘、千代が丘、
つつじが丘、西脇、福田、星が丘、本多聞、舞多聞
西、舞多聞東、学が丘、南多聞台、名谷町、桃山台

人口の

40％前後垂水区

多井畑、多井畑東町、多井畑南町、高倉台、北落
合、車、白川、白川台、菅の台、東白川台、妙法寺、
若草町

人口の

20％前後須磨区

柏尾台、桜森町、ひよどり北町、ひよどり台、ひよ
どり台南町、山田町、赤松台、淡河町、大沢町、上
津台、道場町、長尾町上津、八多町

人口の

10％以上北 区

その他
［東灘区］渦森台１丁目、渦森台３丁目、渦森台４丁目、住吉台、住吉山手９丁目
［灘　区］大月台、鶴甲２丁目、鶴甲３丁目、鶴甲４丁目、鶴甲５丁目
［兵庫区］平野町、天王町１丁目、天王町２丁目

郊外拠点（鉄道駅から800ｍ圏内）

都心・旧市街地
（東西に走る鉄道沿線800ｍ圏内）

鉄道駅から1600mの円

山麓・郊外居住区域
市街化調整区域を含む

400m

バイパス
有料道路

私鉄
JR
高速道路

切り捨てられる
区域です！

2018年10月号　発行  日本共産党神戸市会議員団
神戸市中央区加納町6-5-1  神戸市議会内　電話322-5847  FAX322-6165www.jcp-kobe.com

神戸市会報告 10
2018

　神戸市は、駅から離れた地域（山麓・郊外）は「人口減少
のリスクが大きい地域」と決めつけ、「人口を減らさない」対
策を放棄し、駅周辺に転居を誘導しようとしています。
　神戸市が「引き続き住める地域」と言っても「リスクが高
い」と指定すれば、スーパー撤退やバス減便に拍車を掛け、
住みにくくなるのは明らかではないでしょうか？

　神戸市は、どこに住んでいても、等しく「将来も心地よく
健やかに住み続けられる」ための努力こそ行うべきです。

　神戸市は、どの地域を切り捨てるかを隠して、市民意見
を募集しています。神戸市の「設定方針」をもとに、日本共産
党市議団が、独自に製図・試算しましたのでご覧ください。

居住区域外

山麓･郊外居住
区域（居住誘導区域外）

居住区域の設定方針 （都市空間向上計画の考え方修正案より）

10月10日午後６時半～
神戸勤労会館多目的ホール

このほかの地域でも報
告会を準備中です。
主催は、いずれも日本
共産党神戸市会議員団

「都市空間
向上計画」

市民意見募集の提出先
【受付期間】10月２日～11月１日まで
【件名】神戸市都市空間向上計画の
　　  考え方 修正案
【宛先】神戸市
　　  〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
　　  神戸市役所2号館4階
　　  住宅都市局計画部都市計画課宛
【ファックス】078-322-6095
【メール】toshikukan@office.city.kobe.lg.jp

より詳しい計画の内容や意見募集
に関しては神戸市のホームページ

緊急報告会

地域報告会

※丁目は全部または一部が「山麓・郊外
居住区域」または「市街化調整区域」に。

境界線は、駅から800ｍ～1600mの範囲で、坂道など地形を考慮して設定する。
設定にあたって、小学校区、自治会、ふれまち協などのコミュニティは配慮しない。

（境界の外側）

駅周辺居住区域
（居住誘導区域）

（境界の内側）

＊駅周辺でも、市街化調整区域や、
工業専門、臨港地区などは「駅周辺
居住区域」から除外。

　区役所や図書館、百貨店などの都市機能の集める広
域型都市機能誘導区域。この区域の外側にある区役所
や公益施設が移転廃止されることが想定されます。

　商業業務、文化・教育・行政・観光などあらゆる都市
機能を集める広域型都市機能誘導区域。この地域と
周辺ではさらに過密が進むことが想定されます。

【垂水区】
●９日午後６時半～
レバンテ多目的ホール
【北区】
●13日午前10時～
ひよどり台小学校多目的室
●13日午後２時～
すずらんホール多目的室
●20日午前10時～
有野台会館多目的室
【西区】
●20日午前10時～
岩岡連絡所２階
●20日午後６時半～
西区民センター会議室１　
●27日午後２時～
栄市営住宅集会室

【垂水区】
●●●●９日午後６時半～
レバンテ多目的ホール
【北区】
●●●●13日午前10時～
ひよどり台小学校多目的室
●●●13日午後２時～
すずらんホール多目的室
●●●●20日午前10時～
有野台会館多目的室
【西区】
●●●●20日午前10時～
岩岡連絡所２階
●●●●20日午後６時半～
西区民センター会議室１　
●●●●●●●●27日午後２時～
栄市営住宅集会室



福祉環境委員会
大都市行財政委員会
農業委員会委員

林 まさひと
西区  TEL919-6650

文教こども委員会
大都市行財政委員会（理事）

今井まさこ
垂水区  TEL753-5287

総務財政委員会（副委員長）

赤田かつのり
垂水区  TEL753-5287

企業建設委員会
外郭団体委員会（理事）
阪神水道企業団議会議員

山本じゅんじ
須磨区  TEL732-6578

福祉環境委員会
外郭団体委員会

森本 真
長田区  TEL642-0448

経済港湾委員会
市会運営委員会（理事）
外郭団体委員会

大かわら鈴子
兵庫区  TEL577-7987

総務財政委員会

朝倉えつ子
北区  TEL591-4755

都市防災委員会
未来都市創造委員会

金沢はるみ
北区  TEL987-1130

都市防災委員会
未来都市創造委員会

大前まさひろ
中央区  TEL351-2541

文教こども委員会
市会運営委員会
未来都市創造委員会（理事）

味口としゆき
灘区  TEL881-2581

経済港湾委員会（委員長）
大都市行財政委員会

西 ただす
東灘区  TEL414-8875

企業建設委員会
阪神水道企業団議会議員

松本のり子
東灘区  TEL414-8875

　久元市長は「人口増対策は駅前マンション開発だ」な
どとしています。結果、東灘、灘、中央などは保育所が不
足し待機児童が急増。小中学校も仮設校舎（プレハブ校
舎）建設で運動場が狭くなる
など、子育て・教育環境が悪
化しています。さらに三宮再
開発で地価が高騰し、保育所
や学校用地の確保ができな
い事態です。
　郊外地域を切り捨てる「都
市空間向上計画」ではなく、
都心や駅周辺のマンション開
発を抑制し、各区のバランスと
れたまちづくりこそ必要です。

日本共産党神戸市会議員団

憲法9条（戦争放棄）を
変えることについて

Q.

反対

賛成
15%

わからない
18%

67%
消費税の10％への
増税について

Q.

賛成
18%

わからない
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70%

Q.あなたが神戸市政にのぞむことは？

5000人以上の市民の議員団
アンケート

みなさんからご協力いただきました

大前まさひろ議員

いじめ・不正の
根絶を
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　７月以降の台風や大雨で、大規模な土砂崩
れと、広域的な浸水・冠水災害がおこりまし
た。日本共産党市議団は、被災者のご意見を
伺い神戸市や、国に届け、篠原台など一部地
域の私有地の土砂撤去や、避難所の待遇改善
を求めすすめてきました。
　私有地の防災・減災工事の助成制度と、災
害と被災者の現状に見合った生活再建支援
制度の拡充もまったなしです。
　同時に、異常気象の頻発や超巨大地震・津
波から市民の命や財産を守る抜本的な防災
対策をしなければならない重大な時期に来て
るのではないでしょうか。駅前高層ビルや高

速道路建設よりも、砂防ダムや防潮施設など、
市民生活に身近な公共事業こそ、最優先に取
り組むべきです。また、今回の災害では都心
の交通機能がマヒする弱点もうきぼりになり
ました。三宮一極集中ではなく、各区にいろい
ろな都市機能を分散させることが必要です。

　神戸製鋼石炭火力発電所増設の差し止め
を求める訴訟がはじまりました。増設する２基
が稼働すれば、神戸製鋼一社のCO2排出量
が、神戸市の総排出量を上回ります。石炭火力
発電所は、周辺地域に大気汚染を起こし、大
企業のもうけが最優先され、地球温暖化防止

という世界の流れに逆行する計画です。
　被害を受けるのは、子どもや孫の世代です。
　日本共産党市議団は、バイオバスや、小水
力・地熱・潮力など神戸の豊かな自然を利用し
た自然エネルギーの促進こそ、環境にやさしく
地域経済の活性化にもつながると考えます。

　郊外の住宅地などで民間の生活利便施設
の撤退がすすんでいます。須磨区・県立こども
病院のポートアイランドへの移転、垂水区・掖
済会病院の小児科廃止、北区・済生会病院の
三田市民病院との統合計画など、命の砦であ
る基幹病院が地域から失われつつあります。
　また西区では、押部谷団地のスーパー撤退、
西神中央でも近隣センターの店舗撤退などが
つづいています。
　さらに神戸市は、こうした地域から、バスの
減便や保育園・幼稚園の廃止などで、追い打
ちをかけています。
　いま必要なのは、医療・子育て・買い物・交通
などに市が責任をもち、住み慣れた街で、孫子
の代まで安心して住み続けられる施策です。

　都心の駅周辺地域では、地価の高騰で特別
養護老人ホームの整備がおくれています。イオ
ンなど大店舗出店のあおりを受け、まちの顔でも
ある商店街では小売店廃業が増え、活気がう
ばわれています。駅前再整備は、オフィスビル中
心ではなく、バリアフリーの推進や、求められて
いる医療・介護・文化・商業施設の維持・充実
こそ必要です。

大型開発よりも身近な防災対策を

　2016年、垂水区の女子中学生が自ら命
を絶つ痛ましい事件が起きました。
　いじめがあったことを同級生が告発しま
したが、それを記録したメモが、教育委員会
の指示で隠ぺいされていました。教育委員
会は一部の教職員だけに責任を押し付け、
形だけの組織改革で幕引きを図ろうとして
います。遺族の気持ちに寄りそい事件の真
相解明こそ求められています。

災害に強い街に

待機児童・
過密学校の解消を

子育て安心の街に

神鋼石炭火力発電所増設STOP
環境にやさしい街に

安心して住み続けられる街に
医療・交通・商店街を守る

いつでもどこでも、みなさんの声を力に、願い実現に全力でがんばります

60歳以上
介護保険料・利用料の引下げ

ムダな公共事業の削減
国民健康保険料の引下げ

市バス路線やコミュニティーバス充実
敬老パスや福祉バスを無料に戻す

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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673673

492492
489489

40歳～59歳
ムダな公共事業の削減

市バス路線やコミュニティーバス充実
地震・豪雨・津波など災害対策
国民健康保険料の引下げ
雇用の安定や賃金の引上げ

0 50 100 150 200 250

226226

144144

131131

130130
121121

39歳以下
子どもの医療費の無料化

教育費や保育料の負担を減らす
学校給食の充実や無償化
ムダな公共事業の削減
保育所待機児童の解消

0 20 40 60 80 100 120 140 160

142142
118118
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100100
8181

北区の高校跡地問題で兵庫県と交渉する林議員、朝倉議員、
喜田結県会議員（右から）

７月豪雨災害について神戸市に緊急要望する日本共産党市議団

学校現場で調査をおこなう今井議員、赤田議員、山本議員（左から）

ご協力ありがとうございました。みなさんの願い実現へがんばります。

6月15日の本会議議案質疑

西ただす議員

6月25日の本会議一般質問

神
戸
市
会
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