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「令和2年度予算」で
こうなる市民のくらし
　令和２年度予算市会（2月18日～3月27日）では、新型コロナウイルス感染症に緊急対応するとと
もに、市民のくらしを守る令和2年度予算を審議し決定しました。
　予算の目玉は党をあげて取り組んできた教育費の負担軽減です。昨年10月からの保育料の無償化
とともに、次代を支える人材育成と所得格差を縮小することに取組んでいます。
　また、公明党が提案、制定した「災害時の要援護者支援条例」および「人と猫との共生条例」にのっ
とって、在宅人工呼吸器用非常電源購入助成の新設、新たな動物愛護拠点の整備も決定しました。
　さらに市民の要望の強かった防犯カメラ、街灯の増設、図書館の拡充についても久元市長とともに
実現をはかりました。

見ちがえる・神戸を創る
― 美しく、便利で、安心なまち ―

市内の駅や諸施設が老朽化し時代のニーズに十分応えられなくなっています。
　都市生活のグレードを向上していくために、主要駅及び周辺のリニューアルを進め

防犯カメラ、街灯の増設による安全対策を進めます。

❶マスク・消毒液など感染防止の衛生用品の確保
❷検査体制の強化と隔離病床の増設
❸固定資産税などの税の支払い猶予
❹運転資金融資の条件緩和と保証料無料に
❺休職時の給与補償　　　　　　　　　　など TEL.078-322-6829

三宮ががらっと変わる1
　中長距離バスの
ターミナルビル建
設が正式に決定。
　JR三宮駅南側
に2階デッキを新
設、そこに地上か
らあがるエスカ
レーターの設置など、JR三宮駅ビル、阪急ビル
の建て替えとともに、神戸の玄関口が見違える
空間に変貌します。

2
　西神中央駅、伊川谷駅、名谷
駅、垂水駅、新長田駅、兵庫駅、
神戸駅、新神戸駅、谷上駅など
の主要な駅舎、駅周辺において、
図書館や体育館、音楽ホールな
どを整備したり、植栽やライト
アップの工夫など
も含め、おしゃれ
で、便利な駅前に
生まれ変わります。

駅前が
おしゃれになる

公明こうべ

― 子育て、教育の費用を応援 ―
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市民の命とくらしを守れ！
　介護、保育、観光、交通など各分野の市民、事業者の声を聞
き、感染症による影響に対し以下の緊急要望を行いました。

感染症帰国者・接触者相談センター
（発熱、呼吸困難、倦怠感のある方）

TEL.078-322-6250
新型コロナウイルス専用相談窓口

防犯カメラを市が設置、
街灯も増設3

　自治会に対する防犯カメ
ラの助成制度に加え、直接市
が設置します（令和2年度：
1000台 令和3年度：1000
台の予定）。また、市民からの
要望の多い街灯設置につい
ても、現在の数の1.5倍、３
万基の街灯設置を進め、「暗
がりのない」街を進めて参り
ます。

外国人とともに
暮らす国際都市4

　新たな創造力、技術力を求め
て海外から人材を獲得すること
が新たな時代に生きる都市の課
題になっています。
　神戸において新たに来る外国人の生活支援と
して、日本語学習サポートセンター（仮称）の設
置、区役所における多言語対応通訳ツールの導
入、外国人シェアハウス改修補助制度（補助率：
1/2 上限50万円）、結核健康診断の補助など
を実施します。

24時間
対応

24時間
対応

緊急要望
新型コロナウイルス対策
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令和2年度
神戸市予算
獲得！！

一人親家庭の高校生
通学定期全額補助

助かります、子育て費用
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と
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い
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に
！！

少子化と貧困家庭の増加は、経済力の低下
社会保障制度の破たんをもたらす深刻な課題です。

親の子育て費用の軽減をはかるため、社会全体で支える施策を打ち出しています。

文化・スポーツを楽しむ街に

― 給付型奨学金も拡大 ―

私立高校授業料の
実質無償化

芸術、文化、スポーツは市民の活力、創造力、健康にとって大切な活動。
　生き生きとした人生を過ごせる街・神戸を創るため、
令和2年度予算で図書館等の整備を進めます。

　高校の学区が広域になり通学費の負担が大
きくなっているため、神戸市独自に、一人親家
庭（児童扶養手当受給世帯）
に通学定期代の全額を補助
します。（令和2年10月から）

図書館、
音楽ホールを新設1

　活字文化を推進してきた公明党。中央
区、須磨区、垂水区、西区などで図書館を
建て替えて拡充するとともに、音楽や演劇
等のためにホールを新たに整備します。

国際的スポーツ
イベントを開催3

　オリンピック、パラリンピックの事
前合宿受入れをはじめ、ワールドマ
スターズゲーム2021、神戸2021
世界パラ陸上競技選手権大会の開
催準備を行い、ユニバー記念競技場
のバリアフリー改修をします。

体育館の
移転新設2

　垂水駅、三宮駅周辺の
再整備にあわせ、それぞ
れ体育館を建設します。

０～２歳保育料の
市の追加減免実現3

　国制度では０～２歳児の保育料無償化は、
住民税非課税世帯に限られていましたが、市
独自に所得制限なくすべての世帯で第二子
半額、第三子以降無償にします。

保育所等の
副食費の減免5

　３～５歳児の副食費について所得制限を
無くし全世帯で第三子以降無償
化します。

中学校
給食費を半額に2

　年額約5万７,000円かかっている中学校
の給食費を２万8,500円の半額に引き下げ
ます。喫食率をあげるとともに家計の負担軽
減を図ります。また温かいメニューやデザー
ト提供回数のアップも図ります。

産後ケアの実施個所の
増設と料金の低減7一時保育料も減免4

　３歳未満児の一時保育料も第二子半額、第
三子以降全額無償化します。 　産後の心身休息と、授乳・沐浴などの育児

技術を身につけて頂く産後ケア事業を実現し
ましたが、好評につき、実施個所を８か所から
１６か所に増やし、利用料金の引き下げ、利用
日数の拡大を図りました。

保育園定員の拡大、
学童保育施設の増設8

　保育園の新増設により令和2
年度で定員約1000人分を増
やします。また、学童保育につい
ても新たに11か所を整備し、土
曜、夏休みなどの時、朝8時から
の開設を拡大します（令和3年
度には全施設実施を目標）。

病児保育
事業の拡大6

　公明党の要望で始まった
病児保育事業ですが、現在
実施している１８施設を２２施設に増やします。

　貧困の連鎖は、十分な教育を受けることを
妨げ、社会の活力を失わせるとともに人口減
少の原因ともなっています。
　そこでとくに教育費が高額になる高校、大学

等の負担を軽減するため、国、県に要望を重
ね、令和2年度から私立高校の授業料も実質
無償化を実現できることとなりました。
　さらに大学等の給付型奨学金（返済の必要
ない）の拡大も実現し、さらに充実を求めてい
ます。資源なき日本の活力は人材です。今後も
教育費の負担ゼロを目指して参ります。

施設個所

副  食  費
（3歳～5歳児）

一時保育料
（3歳児未満）

保  育  料
（0歳～2歳児）

第 三 子 以降第  二  子

半　額

半　額

ー

無　償

無　償

無　償
（所得制限なし）

※以上３施策は本年９月から実施します。

※私立高校の全国平均授業料は39万6,000円だが県内の平均授業料は
　40万8,000円のため1万2,000円を補助

■新しい図書館一覧

■私立高校授業料の軽減（兵庫県による上乗せ）

区

中央区
須磨区
垂水区
西 区

図 書 館 名

（仮称）新三宮図書館
（仮称）名谷図書館
 新垂水図書館
 新 西 図 書 館

蔵書数

未    定
約７万冊
未    定
約30万冊

開設予定年度

令和８年度頃
令和２年度
令和５年度頃
令和３年度頃

図 書 館 名

雲井通5丁目再整備ビル内
大丸須磨店４Ｆ
垂水駅東駅前広場の一部
西区美賀多台１丁目１番1

590万円～
730万円未満

590万円

県独自の
補助部分

国支給分
（年収） 730万円 910万円

世帯年収

補 助 額

730万円～
910万円未満 590万円未満

１０万円

1万2千円上乗せ

国による無償化
（39万6,000円支給）

国による就学支援（11万8,800円支給）
10万円上乗せ ５万円上乗せ

５万円 ※１万２千円

16か所
6,000円
2,000円

宿泊料金（1泊）

通所（1日）

8か所

13,200円

5,000円


