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平成 30年度神戸市各会計予算及び関連議案に対する 

各会派の意見表明 

 

［自由民主党］ 

自由民主党神戸市会議員団は，平成 30 年度神戸市会計予算案並びに関連議案，合

計 59 議案について，以下の理由により，要望 26 件を付して承認します。また，「予

算第１号議案 平成 30 年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求める動議につい

ては，反対します。 

 

理由 

 平成 30 年度予算案は，久元市長の２期目の最初の予算であり，神戸の新たな未来

を切り開く施策を積極的に展開するものとなっています。本市の重要な課題である少

子化対策や若者に選ばれるまちづくりの観点から，子育て・教育施策の充実に関し，

問題意識の高さから従前にも増して充実したものになっています。また神戸経済の安

定成長の観点から雇用の創出や，福祉・医療・防災などの充実，都心再整備などまち

の魅力や環境への取組が計上されているものであり評価します。 

 また，これまでの行財政改革により，財政健全化指標は着実に改善しているものの，

少子超高齢化の進展に伴う社会保障費の増大は避けられず、引き続き「神戸市行財政

改革２０２０」の目標の達成に向けて，全力で取り組み，安定的な財政基盤を構築し

ていくことを期待し，平成30年度神戸市各会計予算案並びに関連議案を承認します。 

 

要望事項 

１．留学生をスムーズに受け入れ，また神戸の間接的なシティプロモーションのため

に，住まいに関するバックアップを充実すること。 

２．クルーズ船等による訪日外国人旅行者の災害時の対応については，速やかに指針

を示すこと。 

３．病院船に代わるものとして，「ＤＭＡＴ」チームとの連携による救命率向上に資

する「コンテナ医療モジュール」の推進を，強く国に働きかけること。 

４．西区を中心に隣接市域も含めた経済圏，生活圏域を創るため，西部地域の広域連

携拠点化を一刻も早く目指すこと。 

５．西区役所は有事の際に都市機能が停滞することがないようバックアップ機能を備

えたものにすること。 

６．同居・近居の推進や中小企業の支援を行うため，市有地の隣接者への利用・処分

を促進すること。 

７．「市民スポーツの振興」について，担い手となる局をしっかり定めた上で着実に
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進めること。 

８．健康ライフプラザのスポーツジム等の見直しに当たっては，現在の利用者に対し，

丁寧な対応に努めるとともに，引き続き高齢者や障害者，持病を抱える方が安心し

て安価で健康づくりに取り組める拠点となるような施策展開を図ること。 

９．介護保険総合事業においては，柔道整復師や理学療法士など様々な職種を活用し，

多職種連携を強化すること。 

10．今後の学齢前児童の遊びの地域拠点整備に当たっては，効果をよく考慮の上，場

所や民間との連携手法を検討すること。 

11．但馬牛の生産拡大とブランドを守る拠点として，六甲山牧場に神戸ビーフ館誘致

を推進すること。また同牧場や神戸ワイナリーにおける道の駅の設置や海の駅につ

いても検討すること。 

12．子育てをしながら働く女性を支援する観点から，移動手段である自転車の駅前駐

輪場の優先確保と無料化をできるところから取り組むこと。 

13．下水処理における栄養塩管理については，豊かな海の推進に向け，海域の水産資

源の育成という観点から，国に対しては法改正について，県に対しては流域別下水

道整備総合計画等の見直し，及び柔軟な運用について働きかけていくこと。 

14．北区皆森交差点や垂水区小束山６丁目交差点など，市内幹線道路の渋滞問題を本

市の責任で早期解決すること。 

15．舞多聞地域などの開発により利用者が増加しているＪＲ舞子駅の駅前広場，バス

ターミナルについて，障害者・高齢者の方が利用に困難を感じておられる現状を改

善すべく，「まちなか拠点整備」事業等を着実に進め，総合的に駅前広場の在り方

を検討すること。 

16．街路樹のせん定については，交通安全対策および美観の観点からも早期整備を行

うこと。 

17．三宮の再整備については，決めうちとすることなく柔軟性をもって進めること。

また，公共施設の移転に伴う跡地の活用に関しては，議会・市民の意見をよく聴き

議論を深めること。 

18．活力ある次代の地域創生のため，ＮＰＯランドバンクの設立を支援し，空き家空

き地対策に資するまちづくりに取り組むとともに，六甲山中腹や市内各地に多々あ

る市内公有地を一日も早く有効活用すること。 

19．神戸電鉄粟生線の上下分離調査については，北・西区の全体的な運賃低減につな

がるものとすること。 

20．神戸空港については，３空港一体運営を機に発着枠の拡大，運航時間の規制緩和，

及び国際線定期便の運航が可能となるよう関係先に強く要望すること。 

21．ウォーターフロントの整備については，阪神高速道路株式会社とみなと総局，建

設局と連携し，高速道路を走る車の経済効果を図るため，パーキングエリア及び路

外パーキングエリアの設置等の整備に取り組むこと。 

22．コンテナターミナルのＡＩやＩｏＴ技術の導入に向け環境整備を進めること。 
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23．神戸市子ども交流支援基金を積極的に活用し，姉妹都市との交流を中心に，市内

の高校生に留学の機会を拡充すること。 

24．児童・生徒が将来の目標を明確に立て，その実現する力を持てるよう「生きる力

を養う教育」を推進すること。 

25．本市のスポーツ振興のため，女子サッカー用のスタジアムを整備し，他のスポー

ツにも使用できるように図ること。 

26．高校生の通学費補助については，全市への取り組みとすること。 

 

［公明党］ 

公明党神戸市会議員団は，平成 30年度神戸市各会計予算案及び関連議案に対して

要望 11件を付し，承認いたします。なお，「予算第１号議案 平成 30年度神戸市一

般会計予算」等の編成替えを求める動議については反対いたします。  

 

理由 

平成 30年度予算は，人口減少社会に歯止めをかけるため，若者に選ばれるまち，

誰もが活躍するまちを目指し，子育てしやすい環境の整備と教育施策の充実を重点に

おいて積極的に取り組もうとしているものと理解しています。 

その中で，公明党が訴えてきた，保育定員の受入枠の拡大，保育士の待遇改善によ

る人材確保，子育て世帯の経済的負担の軽減，教員の多忙化対策，また，認知症対策

や見守り体制の強化，障害者の自立支援や親なき後対策，さらには防犯カメラの更新

に対しての補助制度の新設，空き家・空き地の対策の推進，区役所の総合窓口の拡充

など数多くの施策が反映されていることは評価いたします。 

このような取組に加え，本市が若者を始め，住み続けたいまちとして選ばれるため

には，市民所得の向上や雇用の確保など神戸経済の活性化に，一層積極的に取り組む

ことが大切です。 

また，同時に，貧富の格差拡大，特に「子供の貧困」は神戸の活力の阻害要因であ

り社会不安をもたらすものであることから，その解消を市政の重要課題と位置付け，

積極的な対策が求められています。 

このような課題に対する今後の取組に期待し，以下の要望事項を付記して，予算案

及び関連議案について賛成いたします。 

なお，予算の編成替えを求める動議については，将来の本市の財源涵養策について

まったくしんしゃくなく，極めて非現実的で，結果として市民福祉を損なうことは明

らかであり反対いたします。 

 

要望事項 

１．ＳＮＳを活用した子供の相談体制の整備に努めること。 

２．子供の体力・運動能力の改善を図るため，ボール遊びのできる公園づくりに努め
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ること。 

３．ヘルプマークについては，積極的に周知・啓発に努めること。 

４．災害時における女性や障害者の避難所の環境整備に努めること。 

５．ＡＥＤを夜間も市民が使用できるよう，屋外設置の研究・調査を行なうこと。 

６．資源集団回収活動の支援並びに市民・事業者・行政の協働による「食品ロス削減」

運動を推進し，ごみの減量に取り組むこと。 

７．神戸空港と三宮駅・新神戸駅を結ぶアクセスの課題解決にむけて，神戸市地域公

共交通網形成計画における公共交通ネットワークの強化を図ること。 

８．垂水駅周辺を含めた垂水沿岸部の再整備計画について，観光面や防災面も視野に

入れ，庁内関係部局と連携しながら地域の課題解決に向けて総合的に検討を進める

こと。 

９．街路樹根上がり問題には，樹種変更を行うなど，場所を特定して計画的に対策を

進めること。 

10．無電柱化の推進に当たっては，具体的な整備目標をもってコスト削減や関係部

局・他事業者との綿密な連携など効率的な整備促進に努めること。 

11．小学校中学年用社会科資料として，港めぐりを動画にしたＤＶＤを作成し，各校

に配布すること。 

 

［日本共産党］ 

平成 30年度神戸市各会計予算案について，予算第１号議案，予算第４号議案，予

算第９号議案から予算第 11号議案，予算第 14号議案，予算第 15号議案及び予算第

19号議案について，必要な編成替えを行うことを求める動議を提出しており，この動

議に賛成いたします。 

予算第３号議案，予算第５号議案から予算第８号議案，予算第 13号議案及び予算

第 20号議案の７議案並びに予算関連議案のうち，第３号議案，第５号議案から第８

号議案，第 13号議案，第 20号議案，第 21 号議案，第 23号議案から第 28号議案，

第 30号議案，第 35号議案及び第 37号議案から第 39号議案の 19議案，合計 26議案

については賛成します。 

予算第２号議案，予算第 12号議案及び予算第 16号議案から予算第 18号議案の５

議案並びに予算関連議案のうち，第 1号議案，第２号議案，第４号議案，第９号議案

から第 12号議案，第 14号議案から第 19号議案，第 22号議案，第 29号議案，第 31

号議案から第 34号議案及び第 36号議案の 20議案，合計 25議案については反対しま

す。 

また，予算組替え動議が否決された場合，予算第１号議案，予算第４号議案，予算

第９号議案から予算第 11号議案，予算第 14 号議案，予算第 15号議案，予算第 19号

議案の８議案については反対します。 
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理由 

第１の理由は，「住民福祉の増進」ではなく，「国際競争力の強化」を口実に，さら

なる大企業・外資系企業のもうけを優先する予算だからです。 

予算案は，不要不急の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を最優先にするとともに，三宮一極集中の巨大開発の事業化が進

められています。しかし，自治体の第一の仕事は「住民福祉の増進」であり，安倍政

権に追随し多国籍化している大企業に奉仕することではありません。 

第２の理由は，三宮一極集中の巨大開発の強行の一方で，地域の衰退が懸念される

予算だからです。 

「都市空間向上計画」は，従来の都市計画の在り方を大転換するもので，様々な問

題が懸念されます。この計画は，ニュータウンなどが抱える高齢化や人口減少に拍車

をかける一方，過密化が進むなか市街地の学校・保育・介護施設の不足をより深刻に

するものです。三宮再開発のみ聖域にして，都心に住んでいる人も，郊外に住んでい

る人も，誰も喜ばない計画であり認められません。 

第３の理由は，市民負担を増やし，市民の暮らしを脅かす予算だからです。  

年金，生活保護の削減など，国の負担増から市民生活を守る予算とはなっておらず，

国民健康保険料・介護保険料の負担増を強行しようとしています。市長は「全ての世

代を対象とした社会保障政策の厚みが増した」と言いますが，市民の日々の生活が全

く分かっていないと言わざるを得ません。さらに，市民の切実な願いである認知症対

策も，目的税による市独自の増税を行うなど許されません。 

第４の理由は，神戸経済の主役である既存中小企業予算は削減され，「成長産業」

に偏重している予算だからです。 

中小業者の支えとなっている融資の信用保証料補助を改悪する一方で，医療産業都

市への支援を始め，都心オフィスの賃料補助など，呼び込み型の経済対策では，神戸

経済は強くなりません。さらに，「ナイトタイムエコノミー」など，呼び込んだ ITや

クリエイターの夜遊び場を経済対策の中心にするなど本末転倒と言わなければなり

ません。 

第５の理由は，市長のトップダウンの姿勢が際立っている予算だからです。 

中央区役所・勤労会館・三宮図書館を始め，生田文化会館・葺合文化センターなど，

利用者にほとんど意見も聞かずに，移転・廃止を強行することは許されません。同時

に，性急な統廃合のため，必要な公共施設機能が確保できないという新たな問題も生

じています。 

さらに，市民が愛着をもつ神戸文化ホールを，市民意見を全く聞かず，分割する事

は許されません。 

第６の理由は，引き続き市長が「公約」を守っていない予算だからです。 

久元市長は，昨年の市長選挙で待機児童ゼロを掲げましたが，守られず，謝罪する事

態となっています。さらに，子供の医療費無料化についても，「段階的に拡充する」

という約束を反故にして，拡充ゼロとなりました。市民との約束を守らない態度は，
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直に改めるべきです。以上，反対の理由を申し上げました。 

なお，日本共産党神戸市会議員団が提案した予算の編成替えを求める動議は，市長

提案の予算から不要不急の大型開発や三宮一極集中の施策を中止すること，医療産業

や水素など「成長産業」や，外国・外資系企業の誘致への行き過ぎた支援の経費を削

減すること，市民サービスの削減などでため込んだ財政調整基金などを活用すること

で財源をつくりだしています。 

その財源を活用することで，それぞれの地域課題に正面から取り組むとともに，子

供や子育て世帯への支援，安心の医療・介護・福祉，防災，中小企業支援を行うこと

で，内需をあたため神戸の元気を取り戻し，ひいては税源の涵養に資する神戸の強み

を生かした経済対策を提案していることを申し添えておきます。 

 

［民進こうべ］ 

民進こうべ政策議員団は，平成 30年度当初予算並びに関連議案，合計５９議案に

ついて，要望 17件を付して原案の通り承認いたします。 

また，「予算第１号議案 平成 30年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求める

動議には，原案を承認するため反対いたします。 

 

理由 

 阪神・淡路大震災から 23年が経過し，神戸市では残された課題の解決に一定の目

途がつきました。 

神戸港が開港 150年を機に勢いを回復し，神戸空港も３空港一体運営が始まろうと

しており，さらには大阪湾岸道路西伸部の整備も着実に進もうとしています。 

正に神戸のまちづくりが新たな段階に入った状況下で，平成 30年度の予算案が編

成されました。 

人口減少社会の進展に歯止めをかけることを目標とし，保育定員の拡大や保育人材

の確保，教員の多忙化対策など，子育て教育施策，若者に選ばれるまち・誰もが活躍

するまちを目指した施策，介護予防や認知症対策，障害者施策など全ての世代を対象

とした幅広い社会保障施策が，総合的にバランスよく展開する予算案となっており，

今後の展開を大いに期待し評価したいと思います。 

２期目がスタートした久元市長のリーダーシップの下，着実に足元を見つめつつ，

医療産業都市のさらなる推進や水素など再生可能エネルギー開発実証事業の推進，都

心三宮やウォーターフロントの再整備など，神戸の強みを生かした市政運営がスピー

ド感をもって進められることに期待し，予算案ならびに関連議案を承認いたします。 

 

要望事項 

１．積極的に都市型創造産業の集積を目指し，クロスメディアイベントや，下町芸術

祭・喜楽館などの取組を融合させ，新たな文化・芸術の創造に取り組まれたい。 
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２．市役所本庁舎の再整備基本計画は，神戸の 30年先を見据え，あらゆる角度から

検討し，行政機能に加え，賑わい創出や回遊性向上に資するものとされたい。 

３．フルートやジャズなど神戸の持つ音楽資源を生かし，市民参加型プログラムの充

実を含め，音楽を生かしたまちづくりに取り組まれたい。 

４．ワーク・ライフ・バランスの推進は，長時間労働の抑制も含めて，啓発に努めら

れたい。 

５．民生委員の相談支援体制の構築を早急に図られたい。  

６．新たな仕事と子育ての両立支援拠点は，市役所庁舎内での整備も含め，多様な業

態で整備されたい。 

７．瓶の単独回収については，市民理解が図られるよう丁寧な説明と他都市の成功事

例等を参考に齟齬のないよう取り組まれたい。 

８．住民への教育や広報，啓発も含めイノシシによる傷害から市民を守る取組を充実

されたい。  

９．都市ブランドを高めるイベントやプロモーションについて，若手クリエーターの

集積や活躍の場としても活用できるようコンペを開催するなど工夫されたい。 

10. 神戸が推進する産業（水素・海洋・航空機・ロボット等）の戦略的な誘致に取り

組まれたい。 

11. 三宮プラッツとつながっている地下通路も含めて，“にぎわい”集客のため，さ

らなる工夫をされたい。  

12. 神戸市都市空間向上計画策定に当たっては 50年後の目標であることを強調し，

未来に暮らす市民目線を意識した伝え方を工夫されたい。 

13. 新設される客船誘致担当課を中心に更なる港勢拡大に努めるとともに，ＭＯＵに

つなげる国際港湾会議を誘致されたい。 

14. 救急車の適正利用に向けて，「救急安心センター＃７１１９」の広報に努められ

たい。 

15. 広告収入の確保に向けて，ホームドアの壁面を最大限活用されたい。  

16. 学校司書は，小中学校全校配置に向けて取り組まれたい。  

17．小学校英語の教科化に向けて，指導力を有する人材確保に努めるとともに，評価

基準を明確にした上で教員向けの研修も実施するなど，指導体制を整えられたい。  

 

［日本維新の会］ 

日本維新の会神戸市会議員団は，平成 30 年度神戸市各会計予算並びに関連議案，

合計 59議案について，以下の理由より，要望 13件を付して承認致します。 

また，予算第 1 号議案平成 30 年度神戸市一般会計予算等の編成替えを求める動議

に関しては，反対いたします。 

 

理由 
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本市は昨年の神戸開港 150年が契機になり，神戸港の取扱貨物量も回復しつつあり

ます。また，震災後 23 年を経て，遅れていた課題に対してもようやく取り組むこと

ができ，新しいステージへと踏み出すことができるようになりました。 

この点，平成 30 年度予算では，人口減少社会の進展に歯止めをかけることを目標

にした，若者に選ばれるまち，誰もが活躍するまちを目指した「神戸２０２０ビジョ

ン」に掲げる施策を始め，これまでの取組を踏まえつつ，総合性を発揮し，あらゆる

施策にバランスよく取り組んでいく予算編成は一定の評価を致します。 

また，少子化対策や若者に選ばれるまちづくりの観点から，子育てしやすい環境の

整備と待機児童の解消強化に向けた取組とともに，妊娠・出産・子育ての切れ目のな

い支援として，特に子育て世帯の経済的負担を軽減した取組や，学校教育においては，

県費負担教職員制度の権限移譲により，教員がこれまで以上に児童に向き合えるよ

う，教員多忙化対策に注力されています。 

一方，限られた財源の中で，やめる勇気を持って事務事業の見直しを積極的に行っ

たことなど既存事業の見直しにも取り組んでおります。 

以上のことから，本市が抱える喫緊の課題である人口減少問題に取り組んだ期待の

持てる予算であると考えられるため，平成 30 年度各会計予算案並びに関連議案を承

認します。 

 

要望事項 

１．補助金の支出に際しては，公平性・透明性を担保して適正支出に取り組み，行財

政局で一元管理を徹底していただきたい。 

２．中学３年生までの医療費無料化に取り組んでもらいたい。 

３．小規模保育所の神戸市独自の財政支援の検討に取り組んでもらいたい。 

４．高校までの授業料完全無償を目指し取り組んでもらいたい。 

５．まちの賑わいづくりに関して，三宮に一極集中しないように全市的に取り 

組んでもらいたい。 

６．都市空間向上計画については，市民の皆さん等の意見を聞きながらスピーディー

に策定していただきたい。また，市民にとって公共交通は重要な要素の１つである

ため，多様な交通の取組を行うこと。 

７．国，県，関係機関と連携の上，再犯防止計画を策定していただきたい。 

８．神戸空港民営化や医療産業都市の状況などから，ポートライナーの混雑緩和に向

けた対策を早急に取り組んでもらいたい。 

９．市民救命士の知識・技能維持のための再講習受講の周知は徹底して行っ       

てもらいたい。 

10．待機児童解消のため，保育所の設置場所として積極的に都市公園の活用を推進す

ること。また，ＰＭＯ事業による都市公園の活性化に取り組んでもらいたい。 

11．市営地下鉄西神山手線と阪急の相互乗り入れを早期に実現すること。 

12．都心・三宮再整備行政施設移転については，民間活力を利用し協働して進めるこ
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と。また，交通，景観，区役所，ホール等施設配置には市民意見を十分に考慮し慎

重に検討すること。 

13．県市協調を推進して，二重行政解消に取り組むこと。 

 

［民進党］ 

 民進党神戸市会議員団は，平成 30年度神戸市各会計予算案及び関連議案合計 59議

案については，要望 14件を付して原案のとおり承認いたします。 

また，予算第１号議案等の編成替えを求める動議については反対します。 

 

理由 

 平成 30 年度予算案では，市長が所信として掲げられた６つの柱が強く反映された

ことを高く評価致します。特に第１の柱である“輝く子どもたちの未来を創る”につ

きましては，待機児童問題の解決に向けた保育士の確保対策として家賃補助の大幅拡

大を行うなど，これまで以上の現場目線に立った市長の本気度を感じます。また親子

や地域での絆を深めるであろう公衆浴場施策には温かみを感じさせ，現場に配慮した

予算が所々に組み込まれており市民にも幅広く理解されるものと考えます。私達のい

くつかの提案が予算案に反映されたことを踏まえると，二元代表制の一翼を担う立場

として，改めて身の引き締まる思いでもあります。 

一方，2025 年には日本国民の 1/3 が 65 歳以上になる超高齢化社会が控えておりま

す。肥大化する社会保障費，人口構成バランスの変動による社会構造変化等，喫緊の

課題が年を経るごとに山積されてまいります。これは神戸に限った問題ではありませ

んが，これを解決すべく，柱の６つ目に掲げられた市政改革を断行し，人口減少社会

に対応した施策を今後も実行するなど，神戸市が先進的な取組を行うことを期待し，

平成 30年度神戸市各会計予算案及び関連議案を承認します。 

 

要望事項 

１．庁内業務に積極的にＩＣＴを活用し，労働生産性，業務能率の向上を図り，残業

抑制に努めること。 

２．今後も厳正なるコンプライアンスに努め，市政の一層の健全性を図ること。 

３．市政運営全般の政策に生かすため，各課で集積・保存している情報を，一元的に

データ化・オープン化する専門的な部署の設置に向けて関係部署と協議すること。 

４．地域における居場所作りの運営に関しては，多様な支援体制を整え，より一層の

充実に取り組むこと。 

５．障害者の就労支援については，より多くの民間企業の参画を促し，受入体制の環

境整備に向けて啓発に努めること。 

６．教育機会確保法の趣旨を踏まえ，「教育委員会とフリースクール等との連絡協議

会」の設置に向けて協議すること。 
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７．市内全ての交通事業においては，神戸観光局とともに連携し，外国人観光客の利

用促進策を図るよう努めること。 

８．神戸市都市空間向上計画については，移住促進策とともに市民に混乱をきたさな

いよう丁寧かつ大胆に進めること。 

９．ウォーターフロントとしおさい公園の再開発については，短期的・長期的展望を

示し，海側からの景観も重視して進めること。 

10．生活幹線道路における街路樹・植樹帯の整備の在り方について，時代のニーズも

踏まえつつ，うるおいや景観等に配慮して取り組むこと。 

11．路上喫煙禁止指定区域の地域拡充に向けて取り組むとともに，歩きタバコ禁止・

ポイ捨て防止などの啓発に努め，周辺に影響を及ぼさない公共の場での喫煙可能施

設の整備もあわせて検討すること。 

12．防災上の観点からも，国道 428号の日の峰地区の抜本的改良について，具体的に

取り組むこと。 

13．キーナの森のより有効な活用策について国営公園との連携も視野に早急に取り組

むこと。 

14．明石市や三木市等の隣接する市町からの流入車両の増大に対応して，玉津大久保

線や神戸三木線の道路改良に早急に取り組むこと。 

 

［新社会党］ 

新社会党神戸市会議員団は，平成 30年度神戸市各会計予算のうち，予算第１号議

案，予算第４号議案，予算第９号議案から予算第 12号議案，予算第 15号議案から予

算第 18号議案，以上，予算 10議案及び，予算関連議案のうち，第２号議案，第９号

議案，第 10号議案，第 19号議案，第 32号議案，以上，関連議案５議案，合計 15議

案について，下記の理由から反対します。 

 また，「予算第１号議案 平成 30年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求める

動議については，評価できるものも多いが，いくつかの項目で考え方などに違いがあ

るため反対します。また，その他の議案については賛成いたします。 

 

理由 

１．需要予測や管理収支が当初計画から大きくかい離し，空港島用地も９割が売れ残

る中，神戸空港事業の失敗を検証せず市民への説明責任を果たさないまま，今年４

月から関西エアポート神戸に神戸空港の運営権を移管するため。 

２．三宮再整備に当たり，大規模な公共施設再編の建設手法や全体事業費が市民や議

会に明らかになっていないため。また，新中央区総合庁舎計画で，勤労会館，生田

文化会館，葺合文化センターの機能を合流させることで，中央区民の文化・スポー

ツ交流や憩いの場が失われるため。 

３．借り上げ住宅の継続入居を求め続けている震災被災者世帯に，話し合いでの決着
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を目指さず，部屋の明渡しと期限後の賃料相当額の損害賠償を求め提訴し，被災者

の生活を支え，安心して暮らせる解決策を採ろうとしないため。 

４. 従来通りの介護予防サービスが保障できるか十分な調査・検証を行わないまま，

引き続き介護保険事業の一部を神戸市の総合事業で行おうとしているため。また，

年金が毎年目減りする中で，今後消費税もアップも予定され，高齢者の暮らしは厳

しくなる中で，第７期介護保険事業計画期間の 65歳以上の第１号介護保険料につ

いて，基準月額を 531円引き上げるため。 

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

するため。 

６. 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

続けるため。 

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が，十分な調査

と説明責任を果たしているとは言えないため。 

８．利用者や地域の声を聴くことなく，老人健康センターを廃止しようとするため。 

 

［平野（章）委員］ 

平成 30年度当初予算案並びに関連議案のうち，予算第 1号議案 平成 30年度神戸

市一般会計予算及び第９号議案 神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例の件，

以上合計２議案について下記の理由により反対します。 

その他の議案については賛成します。 

また，「予算第１号議案 平成 30 年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求

める動議については反対します。 

 

理由 

都心・三宮再整備について。 

「三宮クロススクエア」の整備を見据えた周辺道路について，概略設計を予算計上

しているが，三宮クロススクエアそのものの，必要性などについて客観的根拠に基づ

く十分な調査・検証もされず，なし崩し的に事業ありきで進められています。 

また，西日本最大級の新バスターミナル整備について，25～30バース必要な根拠を，

例えば，有馬行きではピーク時でも１時間当たり７台に２バースも見込んだり，その

バスターミナルの高さは通常ビルの２フロアー分が必要とも言われております。 

つまり，投資の適格性の判断や事業の妥当性を見極めず予算措置されている。この

ように都心・三宮再整備の大規模プロジェクトに関連する様々な事業が事前に事業化

の適否を判断するに足る入念な調査や検証がされていないので反対致します。 

もう１点。地域コミュニティバス「しおかぜ」の運行について。 

住宅都市局が垂水区役所を窓口として地域の任意団体に補助金を支出し，垂水区役

所も 27年，28年，29年と利用促進名目で毎年 100万円を支出をしてきました。 
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しかし，いずれも運行事業者に寄り添うこともなく，特に垂水区役所は自己満足的

な支出を続けているのであります。住宅都市局からの発言によれば，事業者の本格運

行について年間 300万円の赤字であると説明されました。その間，事業者から垂水区

役所に運行支援のお願いをされてきたようですが区役所職員さんはそのような話も

聞いたことがあると，まるで他人事のような発言でした。本来，予算措置は必要性を

見極め必要なところに執行して頂くものであります。民間事業者が運営できなくなれ

ば，なるほど区民は困りますが垂水区役所の職員さんは困りません。 

一方，神戸市北区八多町でのバス運行支援に毎年 750万円を直球で補助金支出して

いるのであります。 

この神戸市の政策矛盾にはあきれるばかりであります。 

よって，30年度も垂水区役所がしおかぜイベントで 100万円計上していることに対

し，市民参画推進局裁量予算，つまり区長判断のできる無駄遣い予算は減額すべきで

あり，垂水区役所の予算案には反対致します。 

第９号議案   神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例の件。 

この条例案の問題点について，認知症の人だけが対象であり，例えば，障害者など

ハンディキャップのある方々は対象外であります。最も重要事項である，事故を起こ

した際に保険会社などを通じての対応でなく，神戸市が直接支払うような議論の中，

具体的な運用を先送りし条例だけ先行しようとしていることは認められませんので

反対致します。 

 

［浦上委員］ 

平成 30 年度神戸市会計予算のうち，予算第１号議案 神戸市一般会計予算，予算

第 10号議案 神戸市営住宅事業費予算，予算第 16号議案 神戸市新都市整備事業会

計予算，予算第 17号議案 神戸市自動車事業会計予算，予算第 18号議案 神戸市高

速鉄道事業会計予算，以上，予算５議案及び，予算関連議案のうち，第 10号議案 神

戸市介護保険条例及び神戸市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するた

めに必要な基準を定める条例の一部を改正する条例の件，第 19 号議案 神戸市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の件，第 32 号議案 地方公営企業法の財務規定

等を適用する事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の件，以上，関連議案

３議案，合計８議案について，下記の理由から反対します 

その他の議案については賛成いたします 

 

理由 

 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終の棲家

をして入居した借上復興住宅からの退去を求めたり，新長田の再開発で商店主らに多

くの負担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。 
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  このような観点から反対します。 

 また，「予算第１号議案 平成 30年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求める

動議については，評価できる部分も多いが，いくつかの項目で考え方などの違いがあ

るため反対します。 

 

［松本（し）委員］ 

 平成 30年度神戸市各会計予算並びに関連議案，合計 59議案について，要望９件を

付して以下の理由により承認いたします。 

また，「予算第１号議案 平成 30年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求める

動議については，原案を承認するため反対します。 

 

理由 

平成 30年度予算は，少子超高齢化・人口減少社会の進展に対応できる神戸市にす

るため，若者に選ばれるまち，全世代が活躍できるまちづくりを目指して策定された

「神戸２０２０ビジョン」や「神戸創生戦略」など，これまでの取組を踏まえつつ，

重要課題として少子化対策・経済施策と雇用の拡大・教育・福祉・健康・医療施策等々

の取組とともに，地方創生の実現を始め，港神戸の経済成長対策を一層推進されるこ

とに期待し，平成 30年度神戸市当初予算並びに関連議案を承認いたします。 

 

要望事項 

１．神戸港の国際戦略港湾施策については，基幹航路の維持拡大と企業誘致促進，ト

ランジット貨物・瀬戸内・九州貨物・周辺自治体への新たな集貨・創貨に国の支援

策と併せて一層力強く推進し国際競争力強化を図られたい。 

２．改正瀬戸内法を受け，瀬戸内での「豊かな海」にするため，神戸市の海域ごとの

水質管理には，関係部局と連携され漁業資源の確保や海洋資源増に向け，引き続き

取り組まれたい。 

３．水道局の電力自由化による経費削減への取組については高く評価し，基金等によ

る運用益については，市民の将来負担増にならないよう有効活用されるよう一層努

力されたい。 

４．小型家電リサイクル事業については，2020年東京オリンピック・パラリンピック

の入賞メダルを作成する，国の「都市鉱山から作る！みんなのメダルプロジェクト」

に参加していることから大型ショッピングセンターなど可能な限り設置場所を増

やされたい。 

５．大阪湾フェニックス事業については，事業完了後となる神戸港ロジスティックタ

ーミナル整備を含む，神戸港将来構想との整合性を踏まえ取り組まれたい。 

６．交通局の入居している市役所３号館は新中央区総合庁舎として平成 33年度の供

用開始予定とされており，地下鉄海岸線のランニング収支均衡のための乗客増対策
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が必要なことから，職員や来庁者の地下鉄利用による乗客増や地域経済活性化とな

るため，駅ビルである御崎Ｕビルへの移転を図られたい。 

７．自転車走行空間の整備促進については，投資効果を上げるためにも集中的に整備

することが重要であり，名谷環状線についても人口増を期待する須磨ニュータウン

対策として，若者に選ばれるまちづくりと健康長寿を望む高齢者にも対応できる自

転車走行空間の早期整備完了に向け一層努力されたい。 

８．北神戸田園スポーツ公園サブ球場では，学童から社会人まで幅広い年代が利用す

ることから，野球場の壁がコンクリートで危険なため，安心して楽しめる公園づく

りの観点から安全対策を早急に図られたい。 

９．超高齢化社会での増大する看護・介護需要への対応に向け，外国人人材を活用す

るための経済連携協定が進んでおり，本市主催のＥＰＡ受入制度セミナーの実施に

加え，国家試験合格に向けた対策を直接支援されるよう検討されたい。 


