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神戸の未来を創生します！

市政報告

　長田区民と私の長年の悲願でありました、“新長田南
地区への行政機関移転”が、ついに動き出しました！９月
28日に井戸兵庫県知事と久元神戸市長が共同で記者
発表を行い、「兵庫県と神戸市が協力して新長田の活性
化に力を注ぐ」と力強く宣言されたのです（記事参照）。
　震災以降、兵庫県や神戸市は新長田南地区での再
開発事業など、あらゆる活性化策を導入してきました
が、なかなか昼間の人口は震災前の状態には戻りませ
んでした。そこで私は、井戸知事や歴代の神戸市長に
対し、「新長田に県や市の機能を移転してほしい！」と
訴え続けてきましたが、やっと想いが通じ、ここまでた
どり着くことができました。
　このたび発表された行政機関の移転に関する情報
は、以下のとおりです。

＜行政機関の移転情報＞
　移転予定地：アスタくにづか５番館南棟の東側

（新たな業務ビルを建設）
　延べ床面積：約18,000㎡
　予定職員数：約1,000人
　移 転 時 期：平成31年度 
　経 済 効 果：約185億円（神戸市全域への波及効

果額）

　新長田南地区に新たな業務ビルが建設され、そこへ
毎日、約1,000人もの職員が通勤してきます。そうする
と、次のような効果が期待されます。

（１）職員や来庁する市民等が、地元商店街や飲食店
で買い物や食事を行い、まちの賑わいが期待で
きます。

（２）県市の行政機能が一体となるため、市民サービ
スの向上、業務の効率化が期待されます。

（３）三宮周辺の再整備との相乗効果により、市街地
西部地域全体が活性化されます。

　今回の井戸知事と久元市長のご英断は、新長田地
区における神戸の副都心整備に向けた大きな大きな
一歩です。「快速」が停車する新長田駅、人とモノが
流入し、三宮に次ぐ行政・商業規模を備えた「西の
副都心・新長田」の実現に向け、全力を尽くしてまい
ります。

　９月25日の市会本会議において、久元市長に対し、
「三宮の再整備が完成すると、人の流れは三宮に集
中してしまう。三宮と同時に、新長田地区も都心とし
ての整備を行うべきではないか」と質問しました。
　かつて新長田地区は、神戸市の基本計画において
「西部副都心」として位置付けられていましたが、現在
も新長田地区の都市としての機能性は変わっていま
せん。一度定着した人の流れを再び変えるためには、
大変な労力と時間が必要です。また、三宮の再整備だ
けが進行すると、三宮以外の地域はますます衰退して
しまいます。三宮の整備だけを進めるのではなく、今こ
そ、新長田地区も一層の再整備を行うべきです。

質問の最後には、「快速」だけでなく、「新快速」が停
車するような都心としての整備をお願いしました。

新長田地区がもう一度震災前のにぎやかさを取り

戻すまで、副都心としての再整備を、市長に要望し

続けたいと思います。

三宮開発 新長田開発 の 同時推進を 神戸の未来を創生します！
と
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　長田区内には、神戸市の遊休地や市営住宅の空き
家が数多く見られます。（また、学校の統廃合によっ
て生み出された大規模な空地もあります。）これらは、
何年経っても同じ状態のまま放置されています。なん
ともったいないことでしょうか！？民間企業であれば、
このような遊休地を放置しておくことなど考えられませ

ん。放っておくと土地や建物に税金がかかるため、不
動産業者や企業に即座に売却するでしょう。神戸市も
速やかに売却するべきではないでしょうか。
　今後、神戸市が取り組む最も重要な施策は地方創
生です。神戸市内の人口減少問題を解決するための
施策、例えば、子どもの医療費の無料化や保育料の

引き下げなど子育て施策を実施するた
めには、莫大な財源が必要です。そ
の財源とするためにも、これらの遊休
地を速やかに売却するべきだと考えて
います。
　また、使用していない市営住宅など
は、棟ごと民間企業に売却できる可能
性もあります。中古の市営住宅を転活
用し、家賃の安い住宅として提供すれ
ば、若い世帯や大学生などから人気が
出るのではないでしょうか。今後も市
長に対し、遊休地等の速やかな売却
や転活用を提案していきます。

神戸市の遊休地や市営住宅の空き家の活用

市政に関することは、なんなりとご相談ください。
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１０月８日、久元市長と神戸の未来につ
いて忌憚のない意見公開を行い、新長
田駅南地区の再開発や快速電車の停車
問題などにつき要望した。 

3月25日「神戸大好きの会」井戸知事よ
り新長田駅南地区再開発についてお約束
いただきました。

神戸副都心＝新長田の活性化に向けて
兵庫県・神戸市の合同庁舎がいよいよ新長田に

差出有効期間
平成29年11月
1日まで
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　市政報告をご覧の皆様より、
長田区の課題や魅力について
率直なご意見をいただき、今
後、北山順一が神戸市会にお
いて市政活動を行う際の貴重
な参考資料にさせていただき
たいと存じます。つきましては、
下記のアンケートにご回答い
ただき、アンケート用紙をお切
り離しのうえ、お近くのポスト
に投函していただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

　皆様既にご存じかと思いますが、
中央における維新の党の分裂によ
り、６月に１１名で発足した「維新
の党・民主党合同議員団」は、「お
おさか維新の会」への所属を希望
する５名が会派より離脱した結果、
６名で新たにスタートすることとな
りました。私どもは、真の改革を目
指し、子育て日本一のまち神戸創
生に向けて全力で市民の期待に応
えていきますので、今後とも変わ
らぬご支援をお願いします。

※性別、生年月日、職業の欄は必ずご記入ください。
　その他の項目は、可能な方のみご記入ください。

フリガナ 性別※ 生年月日※

氏　　名

自宅住所

電話番号

職　業※

男・女 　　　年 　　月　　 日

（〒　　　　－　　　　　　　　）

神戸市長田区

０７８－　　　　　　　－

（記入例：会社員，自営業，主婦，学生，無職　など）

料金受取人払郵便

580
神戸中央局
承　　認

会派変更のお知らせ





　９月19日に開催した「第130回　神戸大好きの会」では、九州大
学応用力学応用研究所から大屋裕二所長をお招き、「再生エネル
ギーの有効利用」について講演していただきました。
　現在、大屋先生が取り組んでおられる事業は、「海洋上に巨大
な風車を浮かべて風力発電を行い、そこで作られた電力を利用し
て養殖産業に取り組む。あるいは、その電力を利用して海水を分
解し、水素を創り出す。さらにその水素を陸上に運べば、風力発電
よりも効率的な水素発電に活用できる」という壮大な計画です。
　かつてはフェリーの発着や多くの漁船でにぎわっていた長田港
も、現在では寂しい港になってしまいました。もう一度長田港に
活気を取り戻し、長田港周辺を神戸の一大エネルギー貯蔵地とする
ためにも、ぜひともこの計画を長田港で実施していきたいと考えて
います。長田港からの活性化にも、一層、取り組んでまいります。

長田港を中心とした地域に海洋総合エネルギー基地の建設を

日本一の子育てのまちを実現し、神戸創生の達成を！

（浮体の一辺が 70m の半没式トラス構造物で連結、300kW レンズ風車 3 基、
300kW 太陽光パネルで 1.2MW エネルギーファーム）。この３角形ユニットを接続し
て大規模ファームへ展開可能。（数 MW－
数十MW規模、水素生成） 

浮体式洋上エネルギーファームを中心に
した次世代養殖システム（浮沈式生け簀お
よび自動給餌システムを備える）

女性が安心して出産・子育てをできるまちを実現させる！

浮体式洋上エネルギーファーム

　

　７月には神戸市会会派「自民党神戸」による政務活動費
の不正支出が明るみに出ました。神戸市会は、この問題の
解明を行い、再発を防止するために市会議長を座長とする「政
務活動費の適正使用に関する検討会」を設けました。「検討
会」は既に「自民党神戸」の関係議員等から聞き取り調査
を行い、提出された裏帳簿などを精査して約３２００万円が
不正流用されたとして、「自民党神戸」関係議員などを虚偽
公文書作成と同行使などの容疑で兵庫県警に告発しました。
その後、不正流用額を約２１００万円に修正して再度告発状
を県警に提出し、併せて詐欺罪で告発を行っておりますが、
１２月１５日の検討会では、今年末にも県警が告発状を受領
する見通しとの発表がありました。

　市民の皆様よりは市会の対応が不十分で遅いというご批判
を頂いております。私としては、神戸市会としても皆様方から
の厳しいご批判を真摯に受け止めるべきと考えます。今回の
事件については、「自民党神戸」関係議員すべての会派ぐる
みの不正流用という疑いもあり、単なる個人の不正に終わら
せることのないようにするためにも、今回の事件を県警の捜
査に委ねたいと考えます。また、市会が決めた政務活動費
の適正使用に関する改善策をきちんと実行に移していく必要
があります。今後は、更に、今回不正を働いた議員が市民
からの負託を受けた議員にふさわしい使命感と高い倫理意識
を持っているか否かについてもチェックする必要があると考え
ています。

「自民党神戸」による政務活動費の不正使用について（市政改革）

　かつて神戸港は貿易大国日本の玄関口として日本の輸出入を支え、1970 年代にはコンテナ取扱量世界一の座を獲得するなど、
世界第一級の貿易港として栄えました。しかし、1995 年の阪神・淡路大震災で甚大なダメージを受け、また、中国や韓国など
アジア経済が発展してきたことなども影響し、今やコンテナ取扱量は東京港や横浜港、さらには名古屋港にも抜かれ、世界第
52位まで順位を落としました。それでも近年は、積極的に海外市場を開拓し、貨物の集積や、新たな貨物需要を創り出す「創貨」
といった分野での努力が進み、明るい未来への展望が開かれようとしています。また、最近では外国の大型豪華客船が神戸
港に寄港するなど、観光客を中心とした港のにぎわいが戻ってきていることも心強い限りです。
　このような中、神戸港は 1年後の 2017 年 1月に、開港 150 周年を迎えます。これを機に神戸港がかつての輝きを取り戻し、
世界一の港へと再び飛躍することを期待したいと考えています。
　神戸港は、日本の港の中でも最も古い伝統を誇る港のひとつであり、そ
の起源は奈良時代までさかのぼります。特に、平清盛の時代には、大和
田泊として日本と宋との間の貿易拠点となって繁栄を極めました。その後、
江戸時代末期の1867年（慶応3年）1月1日に兵庫港として開港されました。
さらに 2 度の大戦後は、国際貿易港として我が国の経済発展を支えてきま
した。現在では、先述のとおり大阪港とともに国の「スーパー中枢港湾」
のひとつとして指定を受けています。統計データによると、港湾業務によっ
て得られる市民所得は神戸市の総所得の約１／３を占めると言われており、
神戸港の浮沈はまさに神戸経済の将来を左右するものです。また、神戸港
は世界への玄関口（ゲートウェイ）として異文化交流の推進役を果たして
おり、神戸が誇るコーヒー文化やジャズなどの音楽文化、さらにはファッショ
ンやスイーツ産業などを育んできました。
　開港 150 周年記念事業では様 な々イベントが予定されています。中でも、
クイーンエリザベス号が 2017 年から神戸港を起点とする史上初の日本発着
クルーズを実施することが発表されました。また、神戸市では海の祭典で
ある「海フェスタ」の開催にも乗り出しており、「海の女王」と呼ばれる見
た目も美しい帆船が神戸港に集結し、六甲の緑と神戸の青空を背景に洋上
を疾走する姿をご覧いただけることでしょう。さらには、かつて行われてい
た“ みなとの祭 ”のような港町神戸を愛でるイベントを地域で開催し、市
民にもう一度、神戸を愛するきっかけを作り出したいとも考えています。こ
のようなイベントの開催を通じ、神戸のウォーターフロントに秘められた無
限の可能性を、市民のみなさまとともに感じていきたいと期待しています。

リニア新幹線の神戸誘致に向けてリニア新幹線の神戸誘致に向けて

　東日本大震災以降、今後のエネルギーのあり方が議論されてい
ます。「原子力は危険だ！」「これからは風力や太陽光など、クリー
ンなエネルギーを使うべきだ」など、様 な々意見が聞かれます。そ
の中で私が今、最も注目しているエネルギーは『水素』です。
　これまでの日本経済や国民の生活は、原子力によって作られる
電気に頼ってきました。確かに原子力のおかげで日本がここまで
経済大国に発展したと言っても過言ではありません。しかし、原子
力発電所が日本で最初に設置されてから間もなく半世紀が過ぎよ
うとしています。そろそろ原子力に替わる未来のエネルギーを開発
していくべきです。この点で水素は水から作ることができるため、
地球上には無限に存在し、また水素を燃やしても、地球温暖化の

原因となる二酸化炭素は、まったく排出されません。そのため水素
は、究極のクリーンエネルギーと呼ばれています。
　また、あまり知られていませんが、神戸にはすでに、水素を生
産・運搬・貯蔵する技術を持っている民間企業が複数存在してい
ます。そのため、神戸港に水素の貯蔵施設を設置すれば、海外か
ら輸入された水素が神戸に集まり、神戸から国内各地に水素を送
り出すなど、神戸が水素の一大供給基地となることも十分に可能
です。環境貢献都市・神戸として、どこよりも早く、水素社会の実
現に向けた具体的な取り組みを展開していくべきです。私も引き続
き、神戸市が先頭に立って水素の利活用を進めるよう、当局に訴
えてまいります。

　かつて神戸港は貿易大国日本の玄関口として日本の輸出入を支え、1970 年代にはコンテナ取扱量世界一の座を獲得するなど、　かつて神戸港は貿易大国日本の玄関口として日本の輸出入を支え、1970 年代にはコンテナ取扱量世界一の座を獲得するなど、

　１２月８日の市会本会議において、リニア新幹線の神戸誘致を呼びかけ
ました。これを機に、県市と経済界が一丸となって誘致に取り組むよう働
きかけたいと考えております。
　皆様ご存じのように、品川・名古屋間のリニア中央新幹線は１２年後の
２０２７年（平成３９年）に完成することとなっております。現時点での総
工費は５、５兆円で、すべてＪＲ東海の出資で賄われる予定です。
　現在のところ、名古屋から大阪への延伸希望と同時着工が大阪より出
されており、２０４５年には東京・大阪間が開通する予定で、そうなれば大阪・東京間が約６７分で結ばれます。
　東京・大阪間のリニア新幹線が開通すれば東京一極集中がますます進み、神戸が取り残されることは必至と考えます。リニア新幹線の
持つ重大な経済的意味に鑑み、名古屋から大阪ではなく神戸まで延伸させるべきです。この計画から神戸が漏れた場合の経済的な損失
には計り知れないものがあります。まして、今から神戸誘致の声を上げない限り、神戸へのリニア新幹線の誘致は実現しないと考えます。
このような観点から、神戸市と兵庫県及び神戸商工会議所等の経済団体が一丸となって、神戸・名古屋間のリニア新幹線の計画実現の
ため国に働きかけるべきと考えた次第です。

　神戸市では、平成23年をピークに人口が減り始めています。全国で同様の現象が
起こっていますが、このまま人口が減り続けると、どのような問題が起こるのでしょう
か。人口が減ると・・・

　つまり、人口減少の進行は、国を挙げて取り組むべき大問題なのです！そうならないため、神戸市が真っ先に取り組むこと。
　  　それは、　　　 　　　　  　　　　 　　　　  　　　　 　　　　  　　　　 　　　　  　  これしかありません！
　人口を増やすため、ほかの都市から人を呼んでくることもできますが、新しい命を生み出せるのは女性だけです。医療費や保
育料の値下げなど子供が成長するすべての局面を行政がしっかり支えてこそ、女性が安心して子どもを産み・育てられるのでは
ないでしょうか。「子育て日本一！」の早い実現に向け、市長にしっかりと要望してまいります。

＜人口減少が進んだ場合の問題点＞
・国民の生産力の低下により、国や市の財政状況が悪化し、生活水準や公
共サービスの質が低下します。
・空地や空家、使用しなくなった公共施設、さらには誰も住んでいない集落
などが増加し、街が荒廃するとともに、治安が悪化する。
・優秀な人材が不足し、国際競争力も低下する。
・介護保険や後期高齢者医療など高齢者に必要な医療費などが増大し、
国や若い世代の財布を圧迫する。

＋　   　　　－　 
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電水素社会の到来に備えて水素社会の到来に備えて水素社会の到来に備えて

問１  長田区は生活しやすいまちですか？
　１．大変生活しやすい　　　　　２．生活しやすい
　３．生活しにくい　　　　　　　４．大変生活しにくい
　５．どちらでもない
問２  問１の回答を選んだ理由をご記入ください。

問３  長田区をさらに生活しやすいまちにするために
　　  は、まずどの課題から取り組むべきですか？
　１．高齢化問題　　　２．空家対策　　　３．防犯対策
　４．子育て環境の充実　　　　５．商店街の活性化
　６．交通の利便性向上　　　　７．住宅環境の改善
　８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４  長田区が震災前の活気を取り戻すためには、
　　  何が必要だとお考えですか？（複数回答可）
　１．商業施設の誘致　　　　　２．マンション等住宅の建設
　３．会社・オフィスの誘致　　４．中小企業の活性化
　５．行政機関の移転　　６．JR新長田駅への快速電車の停車
　７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問５  ずばり、あなたが思う長田区の魅力は何ですか？
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長田区に関するアンケート
以下のアンケートにご協力ください。

～開港１５０周年を機に再び世界の玄関口に～～開港１５０周年を機に再び世界の玄関口に～

KOBE
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北山順一北山順一
神戸の未来を創生します！

市政報告

　長田区民と私の長年の悲願でありました、“新長田南
地区への行政機関移転”が、ついに動き出しました！９月
28日に井戸兵庫県知事と久元神戸市長が共同で記者
発表を行い、「兵庫県と神戸市が協力して新長田の活性
化に力を注ぐ」と力強く宣言されたのです（記事参照）。
　震災以降、兵庫県や神戸市は新長田南地区での再
開発事業など、あらゆる活性化策を導入してきました
が、なかなか昼間の人口は震災前の状態には戻りませ
んでした。そこで私は、井戸知事や歴代の神戸市長に
対し、「新長田に県や市の機能を移転してほしい！」と
訴え続けてきましたが、やっと想いが通じ、ここまでた
どり着くことができました。
　このたび発表された行政機関の移転に関する情報
は、以下のとおりです。

＜行政機関の移転情報＞
　移転予定地：アスタくにづか５番館南棟の東側

（新たな業務ビルを建設）
　延べ床面積：約18,000㎡
　予定職員数：約1,000人
　移 転 時 期：平成31年度 
　経 済 効 果：約185億円（神戸市全域への波及効

果額）

　新長田南地区に新たな業務ビルが建設され、そこへ
毎日、約1,000人もの職員が通勤してきます。そうする
と、次のような効果が期待されます。

（１）職員や来庁する市民等が、地元商店街や飲食店
で買い物や食事を行い、まちの賑わいが期待で
きます。

（２）県市の行政機能が一体となるため、市民サービ
スの向上、業務の効率化が期待されます。

（３）三宮周辺の再整備との相乗効果により、市街地
西部地域全体が活性化されます。

　今回の井戸知事と久元市長のご英断は、新長田地
区における神戸の副都心整備に向けた大きな大きな
一歩です。「快速」が停車する新長田駅、人とモノが
流入し、三宮に次ぐ行政・商業規模を備えた「西の
副都心・新長田」の実現に向け、全力を尽くしてまい
ります。

　９月25日の市会本会議において、久元市長に対し、
「三宮の再整備が完成すると、人の流れは三宮に集
中してしまう。三宮と同時に、新長田地区も都心とし
ての整備を行うべきではないか」と質問しました。
　かつて新長田地区は、神戸市の基本計画において
「西部副都心」として位置付けられていましたが、現在
も新長田地区の都市としての機能性は変わっていま
せん。一度定着した人の流れを再び変えるためには、
大変な労力と時間が必要です。また、三宮の再整備だ
けが進行すると、三宮以外の地域はますます衰退して
しまいます。三宮の整備だけを進めるのではなく、今こ
そ、新長田地区も一層の再整備を行うべきです。

質問の最後には、「快速」だけでなく、「新快速」が停
車するような都心としての整備をお願いしました。

新長田地区がもう一度震災前のにぎやかさを取り

戻すまで、副都心としての再整備を、市長に要望し

続けたいと思います。

三宮開発 新長田開発 の 同時推進を 神戸の未来を創生します！
と

セルポートKOBE 平成 27年10月1日 ( 第 741号） 

　長田区内には、神戸市の遊休地や市営住宅の空き
家が数多く見られます。（また、学校の統廃合によっ
て生み出された大規模な空地もあります。）これらは、
何年経っても同じ状態のまま放置されています。なん
ともったいないことでしょうか！？民間企業であれば、
このような遊休地を放置しておくことなど考えられませ

ん。放っておくと土地や建物に税金がかかるため、不
動産業者や企業に即座に売却するでしょう。神戸市も
速やかに売却するべきではないでしょうか。
　今後、神戸市が取り組む最も重要な施策は地方創
生です。神戸市内の人口減少問題を解決するための
施策、例えば、子どもの医療費の無料化や保育料の

引き下げなど子育て施策を実施するた
めには、莫大な財源が必要です。そ
の財源とするためにも、これらの遊休
地を速やかに売却するべきだと考えて
います。
　また、使用していない市営住宅など
は、棟ごと民間企業に売却できる可能
性もあります。中古の市営住宅を転活
用し、家賃の安い住宅として提供すれ
ば、若い世帯や大学生などから人気が
出るのではないでしょうか。今後も市
長に対し、遊休地等の速やかな売却
や転活用を提案していきます。

神戸市の遊休地や市営住宅の空き家の活用

市政に関することは、なんなりとご相談ください。

北山順一事務所 TEL 078 - 576 - 1115   FAX 078 - 576 - 3491　E-mail  info@kitayama.gr.jp  http://www.ishin-kobe.jp
発行：維新の党・民主党合同議員団   〒６５０-８５７０ 神戸市中央区加納町6丁目5-1 1号館29階  TEL 078-322-5845

１０月８日、久元市長と神戸の未来につ
いて忌憚のない意見公開を行い、新長
田駅南地区の再開発や快速電車の停車
問題などにつき要望した。 

3月25日「神戸大好きの会」井戸知事よ
り新長田駅南地区再開発についてお約束
いただきました。

神戸副都心＝新長田の活性化に向けて
兵庫県・神戸市の合同庁舎がいよいよ新長田に

差出有効期間
平成29年11月
1日まで

神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市役所1号館 29階

維新の党・民主党合同議員団 行

1220
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　市政報告をご覧の皆様より、
長田区の課題や魅力について
率直なご意見をいただき、今
後、北山順一が神戸市会にお
いて市政活動を行う際の貴重
な参考資料にさせていただき
たいと存じます。つきましては、
下記のアンケートにご回答い
ただき、アンケート用紙をお切
り離しのうえ、お近くのポスト
に投函していただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

　皆様既にご存じかと思いますが、
中央における維新の党の分裂によ
り、６月に１１名で発足した「維新
の党・民主党合同議員団」は、「お
おさか維新の会」への所属を希望
する５名が会派より離脱した結果、
６名で新たにスタートすることとな
りました。私どもは、真の改革を目
指し、子育て日本一のまち神戸創
生に向けて全力で市民の期待に応
えていきますので、今後とも変わ
らぬご支援をお願いします。

※性別、生年月日、職業の欄は必ずご記入ください。
　その他の項目は、可能な方のみご記入ください。

フリガナ 性別※ 生年月日※

氏　　名

自宅住所

電話番号

職　業※

男・女 　　　年 　　月　　 日

（〒　　　　－　　　　　　　　）

神戸市長田区

０７８－　　　　　　　－

（記入例：会社員，自営業，主婦，学生，無職　など）

料金受取人払郵便

580
神戸中央局
承　　認

会派変更のお知らせ
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