
 - 1 -

平成平成平成平成29292929年度神戸市各会計決算及び関連議案に関する年度神戸市各会計決算及び関連議案に関する年度神戸市各会計決算及び関連議案に関する年度神戸市各会計決算及び関連議案に関する    

各会派の意見表明各会派の意見表明各会派の意見表明各会派の意見表明    

    

［自由民主党］［自由民主党］［自由民主党］［自由民主党］    

自由民主党神戸市会議員団は，平成29年度神戸市各会計決算及び関連議案26件につ

いて下記の理由により，認定・不認定の結論を出さない。 

 

理由理由理由理由    

平成29年度決算は，７年連続で財源対策によることなく実質収支の黒字を確保する

とともに，社会保障関係費が増大していくことが見込まれる中，事務事業の見直しな

ど行財政改革の取組が進められ，三宮再整備，神戸空港の利便性向上や大阪湾岸道路

西伸部の整備促進など震災後の残された課題の克服に向けて着実に取り組まれたこと，

さらに新産業の育成や観光施策，神戸港の活性化策等について，神戸の未来に向けた

積極的な施策の推進が感じられることについても評価するところである。 

しかしながら，市職員の職員団体等の活動における職務専念義務違反（いわゆるヤ

ミ専従）の問題について，違法専従許可や退職金過払いなどの実態が次々と明らかに

なり，市民の信頼を大きく裏切る結果となっている。今後，早急に事実関係の全容を

解明し，違法に支給された給与・手当の返還，及びその背景となっている不適切な労

使関係の根絶など，市長の強いリーダーシップのもと，厳正な対応を強く求められる

ところである。 

したがって，平成29年度決算において，違法・不当な支出等が含まれることは明ら

かとなったが，その金額等の全容が示されていない現時点においては，平成29年度の

各会計決算及び関連議案の全部について，「認定・不認定」の結論を出すことは適当で

ないと考えるため。 

    

 

［日本共産党］［日本共産党］［日本共産党］［日本共産党］    

平成29年度神戸市一般会計決算，特別会計決算，公営企業会計決算及び関連議案

に対する日本共産党の意見を表明いたします。 

平成29年度神戸市各会計決算のうち，決算第１号議案から決算第５号議案，決算

第９号議案から決算第13号議案，決算第15号議案から決算第21号議案の合計17議案

に関しては認定できません。また，決算関連議案のうち，第57号議案，第58号議案

の２議案に関しては承認できません。 
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決算第６号議案から決算第８号議案，決算第14号議案の合計４議案に関しては認

定します。 

また，決算関連議案のうち，第56号議案，第59号議案，第60号議案の３議案に関

しては承認します。 

 

理由理由理由理由    

第１の理由は，大型開発優先で防災を軽視してきたからです。 

神戸市は，震災復興を口実に，神戸空港建設など巨大開発を市民の声を押し切って

強行してきました。現在も，阪神高速湾岸道路延伸，国際コンテナ戦略港湾，神戸空

港の民営化など大型開発・プロジェクトを最優先し，さらに三宮一極集中の巨大開発

を推進しています。 

７月以降の台風・豪雨によって，多数の地域で土砂災害や高潮による冠水・浸水が

起こり，市民生活が脅かされています。 

神戸市は，不要不急の大型開発・大型公共事業推進路線をやめ，市民の命と財産を

守る砂防や高潮対策などの防災工事や地域に役立つ公共事業を優先すべきです。 

第２の理由は，「神戸市破壊計画」である都市空間向上計画を進めているからです。 

都市空間向上計画「基本的な考え方」（案）に対する市民意見募集には409件の意見

が寄せられ，「賛成」はわずか12件だけでした。 

市長は「一定の政党や団体が非常に組織的な呼びかけをされている」などと事実を

ゆがめ，市民の反対意見を全く考慮せず，「計画」を強行しようとしています。 

市民の居住地を機械的に線引きし，居住地と非居住地に区分けするなど許されるも

のではありません。市場原理に全てを委ね，郊外地域を切り捨て，市街地に過密と集

中を進める，誰も喜ばない計画は撤回すべきです。 

第３の理由は，市民負担を増やし市民サービスを切り捨てているからです。 

介護保険では要支援の方を介護保険から外し，さらに国民健康保険料・介護保険料

の値上げも強行しました。子どもの医療費無料化に背を向け，保育所待機児童も増え

続けています。小学校給食の民営化を進め，給食費の値上げも行いました。公立幼稚

園９か所の閉園も進めており，子育て世代の願いに反することを行っています。認知

症対策も，市民一人当たり新たに400円の増税を課す計画になっており，許されません。

医療では，地域医療構想に基づき神戸圏域で2,400もの急性期病床削減を進めています。 

第４の理由は，大企業・成長産業支援に偏重し，地元の中小企業を守る姿勢がない

からです。 

都心・三宮再開発に象徴されるように，市の産業施策は，大企業・外資系企業の呼

び込み，安倍政権に追随した「成長産業」支援に偏重しています。 

そのー方で，地元中小業者に対するわずかな支援メニューである融資の信用保証料

補助を改悪するなど，神戸経済の主役である中小企業支援が大後退しています。 

ＪＲ西日本・阪神電鉄により元町高架通商店街，阪神有楽名店街の追い出しが進め

られ，イオン出店により地域の商店街の営業が脅かされています。神戸市は大企業の
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横暴から地元中小企業を守るべきです。 

第５の理由は，震災以降の労使協調路線の害悪が市民に明らかになったからです。 

神戸市当局は，震災以降の労使協調路線が，ヤミ専従を生んだことを認めました。

震災以降，神戸空港など不要不急の事業を優先させ，福祉制度の切り捨てや強引な職

員削減を，労使一体で進めるため労組幹部に違法な退職金の上乗せまで行っていまし

た。 

職員の長時間過密労働の常態化，公共サービスの民営化，人員削減など市民サービ

スを後退させ，公務現場に著しい害悪をもたらしています。今回の台風や大雨の災害

でも，人員削減のため被災者対応が困難となっています。 

第三者委員会による事実解明は当然ですが，市長自身の責任が問われています。 

第６の理由は，教育委員会の機能不全状態をただす必要があるからです。 

垂水区自死事案・いじめメモ隠蔽問題では，教育委員が遺族に面会も謝罪もしてい

ません。 

これは，いじめ防止対策推進法に示されている「遺族に寄り添う」という法の要請

に応えていないことにとどまらず，レイマンコントロール＝民衆統制という教育委員

会制度にそもそも求められる機能が全く果たせていないことを示すものです。第３者

委員会による真相解明がなされていないもとで，教育委員会は，遺族が納得していな

い表面的な組織改正で進めるのではなく，教育委員会本来の機能を発揮するよう根本

的改革を進めるべきです。 

最後に，こうした反市民的な市政を強行する，久元市長のトップダウンの市政運営

の転換は急務です。 

安倍政権に追随する，久元市長のトップダウンによる都心・三宮再開発によって，

中央区役所・勤労会館の移転，葺合文化センター・生田文化会館の廃止・移転，さら

に神戸文化ホールの分割・移転などが強行され，神戸の歴史や，地域の文化が壊され

ようとしています。 

さらに，「行財政改革2020」に伴う「働き方改革」や「区役所改革」，また教育委員

会の組織改正は，市長のトップダウンを組織的に補完するものであり許されません。 

市長は，直ちに傲慢な市政運営をやめ，市民の声に耳を傾け，反対意見にも真摯に

向き合うべきです。 

また，「ヤミ専従」問題は，当局も認める震災以降の労使協調路線が元凶であったこ

とは明らかです。久元市長は「定数交渉廃止」などの措置を一方的にとることを表明

しましたが，団体交渉のルールを使用者である市長が一方的に定め，それに反する交

渉には一切応じないというのは不当労働行為であり，問題の解決にもつながりません。 

神戸市当局の不正によって生み出された問題を，神戸市の公務現場で働く職員の権

利を縮小し，市長トップダウンの組織作りのてこにするなど，市長を初め当局の無反

省ぶりを示すもので断じて容認できないことを申し述べておきます。 

以上，決算を認定できない理由を述べ，日本共産党神戸市会議員団の意見表明とい

たします。 
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［公明党］［公明党］［公明党］［公明党］    

公明党神戸市会議員団は，平成29年度各会計決算及び関連議案26件について，下記

の理由により，認定・不認定の結論を出すことを，今会期を限度として当面保留いた

します。 

 

理由理由理由理由    

平成29年度各会計決算及び関連議案26件が市会に一括上程され，市会においては集

中審議の日程を決定し，今日まで代表質疑，決算特別委員会を通して審議を行ってき

たところであります。 

市会が定めた当初の日程では，この意見表明そして意見決定を経て，本会議で認定・

不認定の結論を出す予定でありました。 

 しかし，過日の決算特別委員会総括質疑で，久元市長から，平成29年度決算議案に

「ヤミ専」に係る給与の過払いがあることが明らかになったことから，今会期中にそ

の金額を報告したいとの発言がありました。 

平成29年度決算の計数は，すでに今年５月に出納閉鎖して確定しているものであり

ますが，その職員費に「ヤミ専」に係る給与過払い分が含まれており，それを明らか

にした上で決算の認定を求めたいとする，この久元市長の姿勢を尊重したいと考えて

います。 

 したがって，この際，当初の審議日程を変更して決算特別委員会を継続し，市長か

らの当該報告を改めて当特別委員会で受け，その上で意見を表明したいと考えるため

であります。 

 

 

［［［［こうべこうべこうべこうべ市民連合市民連合市民連合市民連合］］］］    

 こうべ市民連合議員団は，平成29年度各会計決算及び関連議案26件の決算認定につ

いては，下記の理由により，現時点で結論を出せないものとする。 

    

理由理由理由理由    

 ９月初旬，市職員労働組合の役員におけるヤミ専従問題が報道され，翌日，市から，

全容解明のための第三者委員会を立ち上げ，年内を目途に報告書をまとめるとの方針

が示された。 

平成29年度各会計決算審議等では「ヤミ専従」問題に関する質疑が行われ，職務専

念義務違反や，専従期間７年を超える専従許可などの問題が発覚している。 

平成29年度においても違法な給与支払いの疑いが出ていることから，給与の過払い
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等について解明するとともに，議会への報告，健全な労使関係の再構築を早急に求め

るものである。 

市長からは平成29年度決算について，今会期中に第三者委員会より中間報告を受け，

不適切な支出額について報告したいとの意思表示がなされた。 

したがって，違法な支出額，関係職員の処分方針，再発防止等が明らかになってい

ない現時点においては，平成29年度各会計決算及び関連議案について，認定・不認定

の結論は出せない。 

 

 

［［［［日本維新の会日本維新の会日本維新の会日本維新の会］］］］    

 平成29年度神戸市一般会計決算及び特別会計決算，公営企業会計決算及び関連議案に

対する日本維新の会神戸市会議員団の意見を表明します。決算第１号議案から決算第５

議案，決算第９号議案から決算第12号議案，決算第15号議案から決算第21号議案の合計

16議案について以下の理由により認定できません。決算第６号議案から決算第８号議案，

決算第13号議案，決算第14号議案及び関連議案５議案の合計10議案については認定・承

認いたします。 

    

理由理由理由理由    

いわゆるヤミ専従の問題が発覚したことで，我が会派が認定しない16議案に関しては，

職員費も含まれており，人件費が違法に支払われている疑いがあります。また過去30年

間にさかのぼって約5,000万円もの退職金等の不正な支払いがあった事が判明しており，

不正を黙認していたずさんな管理体制が庁内に蔓延していた感は否めません。現在，調

査中のため真相は明らかになっておらず，全庁的なヤミ専従の可能性があり，根は深い

ものと考えます。そのため，専従許可をとらずに組合活動をしていた職務専念義務違反

での給与支払いも調査中とのことで不適切な支払い額の全貌が判明していないからで

す。 

次に，市営地下鉄海岸線の純損失額も年間約43億円にも達しており，赤字幅削減の抜

本的な対策がとられていない点です。ランニング収支均衡に向けた年度目標については，

目標額を達成することができたとのことですが，依然として多額の累積欠損金を抱え，

厳しい経営環境，財政状況にあることは変わりありません。各局連携してさまざまなイ

ベント実施や，新長田再開発地区に県市合同庁舎を建設し，海岸線乗客数増や地域のに

ぎわいづくりにつなげようという計画，また沿線の大型ショッピングモールの開業があ

りましたが，ランニング収支均衡には遠く及ばないからです。 

以上，決算を認定できない理由を述べ，日本維新の会神戸市会議員団の意見表明とい

たします。 
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［［［［共創・国民民主共創・国民民主共創・国民民主共創・国民民主］］］］    

共創・国民民主神戸市会議員団は，平成29年度各会計決算及び関連議案，合計26件

を以下の理由により，要望17件を付して認定，承認します。 

 

理由理由理由理由 

平成29年度の神戸市一般会計では，16億円以上の黒字を計上するなど，７年連続で

財源対策によることなく黒字化を達成しました。また，平成29年度の実質公債費比率

と将来負担比率も着実に低下しており，これは神戸市行財政改革2020に基づき，厳し

い財政運営に努めた結果と評価します。 

今後は，不安視されている臨時財政対策債の比率が増えると同時に超高齢化社会の

進展に伴い社会保障経費がさらに増大するなど，神戸市財政にとり大きな負担増とな

ることが考えられます。このような厳しい見通しに鑑み，当局におかれては，引き続

き行財政改革の手綱を緩めることなく，市政の運営に努めることを要望します。 

人口減少社会が進み都市間競争が激しさを増す中，若者を含めて多くの世代から選

ばれるまち，誇りを持てるまちを目指し，神戸市がより一層飛躍するように積極的な

施策展開を行うと同時に社会福祉施策の充実を期待いたします。 

ただし，今決算ではヤミ専従問題で不当に支払われた給与や退職金などが明らかに

なるなど看過出来ない状況も発生しており，認定の前提として，この不当に支払われ

た給与等についてはその実態を明らかにして速やかに返還させることと，あわせて不

当給与支払い者について，その責任の所在を明らかにするよう申し添えます。 

 

要望要望要望要望事項事項事項事項    

１．職場における風通しを良くするため，公益通報制度の適正な運用を図るとともに，

職務執行上の不正に対しては全職員が適正に意見の言える体制づくりに努めること。 

２．超過勤務に対しては，適切な執行に向けてあらゆる手だてを講じること。 

３．区役所が建てかえられる時期においては，市民サービスの向上，業務の効率化，

組織の最適化に取り組み，行政事務センターのさらなる活用を進めること。 

４．児童虐待への対応において，警察との情報共有を徹底するとともに，各種関係機

関と情報共有できるデータベースの構築を検討すること。 

５．ギャンブル依存症については早急に具体策を示し対策を講じること。 

６．路上喫煙禁止指定区域の拡充については市内中心部だけでなく各区における地域

の声を反映させるとともに，ポイ捨て防止重点地域での違反行為に対しては適正に

条例を運用すること。 

７．ＣＯ２削減に寄与するレジ袋削減施策については，スーパーマーケットはもとよ

りコンビニエンスストア及びドラッグストアなどの流通業界全体での普及促進を進

めること。 

８．防災対策事業に対しては新たな取組として防災会計などを取り入れ計画的に進め
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ること。 

９．災害情報については，被害状況の記録を活用し予測システムと合わせた結果を素

早く市民に情報開示するとともに，国・県との連携を踏まえ適切に運用すること。 

10．災害時における長期避難所においては，学童機能及び学習場所の機能等子供の居

場所づくりに努めること。 

11．まやビューラインと六甲・有馬ロープウェーについては，過去の無料運行社会実

験等のデータを活かし，今後の運賃体系に反映させること。 

12．須磨海岸においては，各種ＮＰＯ団体が年間を通じて活動できる施設を整備する

こと。 

13．夜間中学に関しては，市外在住者の受け入れを視野に広域化を検討し，予算措置

を含めて県に強く要望すること。 

14．臨時的任用教員の待遇と運用については，常勤教員との比較において，慎重に扱

うこと。 

15．保育所入所を希望する際，出産月によって生じる機会不平等を起こさないように

努めること。 

16．学童保育における放課後児童指導員のキャリアアップ加算については，その対象

を65歳まで延長すること。 

17．水道事業については，今後も公民連携を推し進め業務の効率化，スリム化に努め 

財政のより一層の健全化を図ること。 

 

 

［新社会党［新社会党［新社会党［新社会党］］］］    

 新社会党神戸市会議員団は，平成29年度各会計決算及び関連議案のうち，決算第１

号，決算第４号，決算第９号から決算第13号，決算第16号から決算第19号，以上，11

件の決算については，後ほど述べる理由により認定に反対します。 

 また，その他10件の決算については，おおむね適切に執行されているため認定に賛

成し，さらに第56号議案から第60号議案の５議案については，承認します。 

 

理由理由理由理由  

１. 空港島建設での起債償還や空港の管理収支・需要予測が財政計画と大きく乖離し

ているにもかかわらず，検証や市民への謝罪もなく，空港運営権を売却したため。 

２. 借上復興住宅の借上契約が満了するのに伴い，入居者の住み続けたいとの思いを

無視し，話し合いでの解決策をとらず，一方的に提訴を行うなど，被災者の生活を

支え，安心して暮らせる解決策をとろうとしなかったため。 

３．財源の裏づけや見通しのないまま，新バスターミナル整備に向けた基本計画を策

定し，三宮再整備に伴う公共施設の大規模再編の検討を行ったため。さらに，大阪

湾岸道路西伸部延伸事業等，さらなる投資的経費の増大で，将来の世代に多大な財
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政負担となり，市民サービスの低下となるだけでなく，市の財政危機を招きかねな

いため。 

４．従来通りの介護予防サービスが保障できるか，また十分な調査や検証を行わない

まま，介護保険事業の一部を神戸市の総合事業に移行したため。 

５．高齢者の社会参加と移動支援を脅かす，乗るたび負担制度の敬老優待乗車制度を

続けたため。 

６. 平成30年度からの国民健康保険の都道府県化により，神戸市の独自控除や，建設

国保組合への補助金見直しの検討を行ったため。 

７. 一昨年10月の女子中学生の自死を機に設置された第三者委員会は，中立性・公平

性に欠けるとの，我が会派の主張を無視したため。また，重要な事実が隠蔽された

まま調査を行い，最終報告書も信頼に欠け，教育委員会そのもののあり方が問われ

る事態になっているため。 

 

 

［［［［無所属（平野（章無所属（平野（章無所属（平野（章無所属（平野（章）委員））委員））委員））委員）］］］］ 

平成29年度神戸市各会計決算及び関連議案５件を承認・認定します。 

ただし，このたび神戸市の組合活動に従事するに当たり，いわゆる「ヤミ専従」問

題が29年度決算にも関わって発生しています。この件で思い出されるのは，長年にわ

たり神戸市各局がはかり知れないほどの不明朗補助金を神戸市内部において，ひそか

に港島独自ルールをつくり，市民の貴重な税金を惜しげもなく垂れ流してきたいわゆ

る港島問題であります。発覚してから議会において必死に追求してきましたが，多く

の会派の賛同が得られず，結果的に不問に付すことになり，今でも市民の皆様に申し

訳なく，非常に心残りであります。ただ，このたびのヤミ専従問題は，神戸市に各会

派が厳しく指摘されているのが現状であり，同じく当局においては厳正に対処するよ

う強く申し入れ，さらに速やかに，今，神戸市に最も欠如している魅力ある神戸に向

けての発展的な政策も同時に推し進めることを求め承認・認定します。 

 

 

［無所属［無所属［無所属［無所属（浦上委員）（浦上委員）（浦上委員）（浦上委員）］］］］    

平成29年度神戸市一般会計決算及び特別会計決算，企業会計決算のうち，決算第１

号，決算第10号，決算第12号，決算第16号，決算第17号，決算第18号，決算第19号に

ついては認定できません。 

 

理由理由理由理由  

多額な負債を抱えた神戸空港整備事業，高齢者の足になる敬老パスの有料化，さら

には大震災で家を失った人々がついの住みかとして入居した借上復興住宅から退去を
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求めたり，新長田の再開発で商店主らに多くの負債を負わせるなど，生活に困ってい

る人，社会的に弱い人，寂しい人に対するケアが不十分と言わざるを得ません。 

このような観点から，一般会計決算・市営住宅事業・空港整備事業・港湾事業・新

都市整備事業，さらには自動車・高速鉄道事業の各決算について認定できません。 

このほかの決算，関連議案はおおむね了とし，認定・承認いたします。 

 

 

［無所属（松本（し）委員）］［無所属（松本（し）委員）］［無所属（松本（し）委員）］［無所属（松本（し）委員）］    

平成29年度神戸市各会計決算及び関連議案26件については，下記の理由により，現

時点での結論を出さないものとする。 

 

理由理由理由理由 

平成29年度の本市の会計決算は社会保障関係費が増加した一方で，所得の増加など

に伴う個人市民税の増や「神戸市行財政改革2020」に基づく取組を着実に進めたこと

により黒字を確保しており，本市の財政対応力も着実に回復基調となり評価いたしま

す。 

しかしながら，本決算市会において９月上旬に発覚した神戸市ヤミ専従問題が取り

上げられ，市職労役員のヤミ専従問題に関連し大きく報道されました。市職員の不適

切な勤務実態や退職金過払い等の全容解明に向けた，第三者委員会による実態調査の

報告並びに違法な支出の返還請求を求めます。 

平成29年度各会計決算及び関連議案については，市民への信頼回復を図るため，関

係職員の処分を初め再発防止等の改善策を早期に議会に報告されるまで，認定・不認

定の結論は出さないものとする。 

 

 

 


