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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合計26件

を下記の理由及び要望12件を付して，認定並びに承認いたします。 

ただし，決算第1号から決算第21号まで及び第56号議案から第60号議案までについて

は決算特別委員会に提出された附帯決議案のとおり，附帯決議を付して認定，承認い

たします。 

 

理由理由理由理由    

先の10月15日に表明した，平成29年度決算に関する意見の内容に加え，市職員の職

員団体等の活動における職務専念義務違反について，第三者委員会の中間報告も踏ま

え，違法に支給された給与・手当の額が報告されました。 

一定の進捗が認められ，また今後適正に返還請求等が行われることを期待し，決算

を認定いたします。 

    

要望事項要望事項要望事項要望事項    

１．神戸市の国際交流の強化と国際的に活躍できる人材の育成の観点から，神戸市在

住中高生の海外留学を積極的に推進すること。 

２．台風21号の高潮災害に鑑み，県市協調の下，速やかな高橋川防災対策等に着手す

ること。 

３．神戸市は女子サッカーの発祥の地であり，日本女子サッカーをリードしている立

場でもあることから，女子サッカーを主とするスタジアム兼，各種のイベント等も

可能なスタジアムを整備すること。 

４．認知症対策「神戸モデル」やヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発のため，か

もめ～るや年賀はがきを活用した広報政策を更に推進すること。 

５．六甲山森林整備事業を計画的に着実に進めること。 

６．こども食堂など貧困家庭やネグレクトされる子供の居場所作りについて施策を展

開すること。 

７．空き家活用支援策については，関係する団体・業界との更なる連携強化を図るこ

と。 

８．附置義務駐輪場に関しては，十分にその場所の告知を行い，有効活用に努めるこ

と。 
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９．神戸市が始めたランドバンクの仕組みを，空き地空き家が目立つ長田区丸山地区

において，民間事業者とともに設立し，同地区再生プロジェクトを実施すること。 

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

ながるものとすること。 

11．神戸ワイナリーは，道の駅などの形で民間活力を導入し，観光拠点としての新た

な商業施設として，早急に再整備を行うこと。 

12． 西神地域のバスターミナル再整備については，他都市の良い点を参考にし，副都

心の顔となるようなものにすること。 

 

 

［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態度は，既に表明したとおりです。 

昨日行われた決算特別委員会の質疑を受けて，以下の意見を追加して表明いたしま

す。 

「市職員の職員団体等の活動における職務専念義務違反に関する調査委員会」いわ

ゆる第三者委員会による中間報告では，組合役員らの「離席率＝職務専念義務違反の

割合ではない」「離席率の数字の取扱いには慎重を要する」としています。 

しかし神戸市当局は，この離席率を基に「平成29年度不適正な給与支給額について」

で「算出した」としています。 

第三者委員会は「最終的に返還を求めるべき給与の額を特定するに当たっては慎重

な判断が必要」とし，「数字だけが独り歩きすることの無いように慎重に対応すべき」

と再三，述べています。にもかかわらず，神戸市当局は，急ぐがあまり，その数字を

機械的に適応して金額を発表したものであり，あまりにも軽率な対応と言わざるを得

ません。 

また「不適正な給与支給額」では，過去の職務免除申請に適法でない交渉が含まれ

ていた場合について，教育委員会は不適切，市長部局は適切と，同じ神戸市一般会計

でありながら別々の対応となっており，決算審査に間に合わすためのご都合主義の数

字であることも明らかになりました。 

このことは「不適正な給与支給額について」の金額表の欄外に，控え目に「一部変

更となる可能性があります」と書いてあることにも示されています。神戸市当局自身

が年内に行われる第三者委員会の最終報告の時点で，金額が変わることを十分想定し

ており，この数字が出たからと言って，決算を認定することなどできないことはあま

りにも明瞭です。 

同時に，より根本的な問題として指摘しなければならないのは，ヤミ専従問題に対

する久元市長をはじめ，神戸市当局の責任を曖昧にしたまま，決算を認定することは

到底できないということです。 
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第三者委員会の中間報告では「長期間の組合専従は神戸市の意向が強く反映され」

「神戸市主導で退職派遣を用いた」として，神戸市当局の責任を明確に断罪しました。 

また，ヤミ専従は，当局の側において「市の事業や取組を円滑に進めるための手段」

として位置付けられ，また市職労の機関紙でもヤミ専従について「久元市長の公約で

ある，区役所でのワンストップサービスの実現を始め市民サービスの向上に取り組ん

できました」とされています。 

これは，久元市長の時代にも，このヤミ専従を「市の事業や取組を円滑に進める」

手段として行使されてきたことを告白しているものであり，市長の５年間の管理監督

責任にとどまりません。市長自らが，この異常な労使癒着の関係を能動的に利用して

きた張本人であることを示すもので，当局側に，より重い責任が問われています。 

ところが市長は，第三者委員会の調査が自らに責任が及ぶことが明瞭になると，事

もあろうに，ヤミ専従問題を「革新自治体」や「日本共産党」の責任であるなどとす

る，全く事実無根の驚くべき虚言を披瀝
れき

するに至りました。 

市長ご自身の責任を曖昧に先送りしておきながら，また市長自身が，神戸市の問題

ではないと言いながら，他に責任を転嫁するなど，言語同断であり，絶対に許される

ものではありません。久元市長に発言の撤回と謝罪を求めるものです。 

第三者委員会の調査により，ヤミ専従問題が当局主導で行われたものであり，これ

に久元市長が深く関与してきたことも，いよいよ浮き彫りになりました。よって，市

長が提案した決算は，到底認定できるものではないことを重ねて表明し，日本共産党

神戸市会議員団の意見表明といたします。 

なお，提出されている「附帯決議（案）」については，上記のとおり，決算について

認定できないことを表明しており，賛同できないことを申し添えておきます。 

 

 

［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年度一般会計決算，特別会計決算及び企業会計決

算に対し，下記の理由と要望14件を付し，認定します。なお，関連議案については承

認します。 

ただし，委員会に提出された附帯決議案のとおりの附帯決議を付して認定・承認い

たします。 

 

理由理由理由理由    

平成29年度の一般会計決算は，７年連続で財源対策に頼ることなく，実質収支で16

億7,875万円の黒字を計上したこと，また公営企業会計においても，各企業会計とも，

更なる経営の効率化に取り組み，自動車会計を除く６会計において純利益を計上し，

単年度損益合計が約101億円の黒字になったことについては，評価したいと思います。 
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しかし，いわゆる「ヤミ専従」が発覚し，平成29年度も含め過去長年にわたって常

態化してきたこと，それによる給与，退職金の過払いが行われてきたことは市民を裏

切る行為であり，市民の信用を完全に失墜したことは，市政運営の基盤を崩壊させた

と言って過言ではありません。 

この度，平成29年度分の給与過払い分が，いわゆる第三者委員会からの中間報告を

もとに，明らかにされ，約3,000万円弱の金額に及んだことは誠に遺憾であると言わざ

るを得ません。 

今後，当委員会で提出された附帯決議にのっとり，厳正なる処分はもとより，人事，

行政監察，監査など既存制度の改革強化を図るとともに，幹部職員の資質向上，コン

プライアンス意識の徹底とともに自由闊
かっ

達，創造力にあふれた人材育成に全力を挙げ

ることを強く求めて，平成29年度決算を認定し，関連議案を承認するものです。 

なお，以下政策に関する要望事項を付記いたします。 

    

要望事項要望事項要望事項要望事項    

１．災害時には避難者の状況を速やかに捉え，福祉避難所も同時に開設できる体制を

整えること。 

２．７月豪雨災害において，土砂崩れが起きた土地所有者及び山林地権者を早急に判

明し，今後の対策を積極的に行うこと。 

３．自然災害が激甚化している中，再度災害防止の観点から，経済面等で保険に加入

できない民間企業でも保険に加入できる共済支援制度について検討・調査を進める

こと。 

４．地域の防災力向上のため，速やかに「地域おたすけガイド」の作成支援を進める

こと。 

５．人工内耳の装用者や家族にとって負担の大きい，体外機の電池等を日常生活用具

として認めること。 

６．弱視，斜視等の視覚異常の早期発見，早期治療につなげるための３歳児健診にレ

フラクトメーター（屈折検査）を導入すること。 

７．中小企業支援策について，より多くの企業が活用を検討できるよう幅広く周知に

取り組むこと。 

８．商店街活性化のためにキャッシュレス決済の普及促進に努めること。 

９．女性や若者の復職を支援する観点からインターンシップを取り入れた復職支援に

ついて積極的に取り組むこと。 

10．須磨海浜公園及び須磨水族園の再整備においては，海岸エリアも含めた須磨地区

全体の魅力向上に資するように取り組むこと。 

11．「ＫＯＢＥストップthe食品ロス」運動の推進で市民意識を高め，更なる食品ロス

削減に努めること。 

12．子供たちの環境教育の充実のため，環境学習教材「くらしのエコチェック」の教
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材項目に食品ロスや小型家電リサイクルを追加すること。 

13．学校の全特別教室並びに体育館にエアコンを計画的に設置すること。 

14．全小学校にウォータークーラーを設置すること。 

 

 

［［［［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年度会計決算及び関連議案を決算特別委員会に提

出された附帯決議案のとおりの附帯決議及び下記の要望を付して認定，承認いたしま

す。 

    

理由理由理由理由    

平成29年度決算は個人市民税の増加や「神戸市行財政改革2020」に基づく取組を着

実に進めたことなどから，16億7,800万円の実質収支の黒字を確保できたこと，また財

政健全化指標は全ての指標において指定都市の上位程度を確保するなど，将来世代の

負担軽減に向け着実に財政対応力を向上させていることについては評価いたします。 

しかし，市職員の職務専念義務違反いわゆる「ヤミ専従」の問題が発生し，現在，

究明に向け第三者委員会において調査が行われているところです。今回第三者委員会

からの中間報告を受け，決算特別委員会に対して平成29年度の不適正な給与支給額に

ついての報告が行われましたが，決算特別委員会において調査対象の範囲が十分であ

るかを質疑し，平成29年度決算に関しては網羅されていることを確認できました。 

今後，第三者委員会の調査により早急に事実関係の全容を解明し，厳正な対応を行

うとともに，既存制度の改革・強化を進めていくことなどを求めた附帯決議を付し，

更に早急な労使関係の再構築を図った上で「神戸市行財政改革2020」の着実な実行に

取り組み，｢神戸2020ビジョン｣に示された施策を積極的に展開され人口減少社会を克

服していくことを期待し，決算を認定し関連議案を承認いたします。 

    

要望事項要望事項要望事項要望事項    

１．市民への防災意識の啓発について，更なる工夫に努められたい。 

２．災害時の対応については他局も含めて業務分担に努められたい。 

３．来年から始まるスポーツイヤーを市民に発信し，機運を盛り上げるよう努められ

たい。 

４．診断制度，事故救済制度とは別に認知症の方の運転免許返納促進の取組も強化さ

れたい。 

５．病院・診療所及び介護保険施設等の医療・介護資源の位置関係を明らかにし，同

時にそのデータについては市民や事業所の方も参考にできるようオープンデータ化

するなどにより，地域包括ケアシステムの構築を図られたい。 

６．今年４月の待機児童数の大幅増（332人）を踏まえ，様々な角度から分析・対策を
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検討し，来年４月のゼロを目指されたい。 

７．家庭向け太陽光発電の固定価格買取制度（ＦＩＴ）の買取り期間が平成31年度以

降順次終了していくことを踏まえ，再生可能エネルギーに付加価値を付ける取組を

進められたい。 

８．都市のスポンジ化を防ぐためにも商店街の活性化支援について，更に空き店舗対

策に努めつつ，都市プロモーションの中で商店街の魅力発信を盛り込むなど工夫さ

れたい。 

９．「食都神戸2020」の取組について，より多くの市民へ理解を求めることで，地産地

消のライフスタイル確立に努められたい。 

10．橋梁
りょう

の長寿命化について，支障が生じる可能性があり，早期に措置しなければい

けないレベル３の橋梁
りょう

について，早急に対処されたい。 

11．都市空間向上計画を推進するに当たり，市民へのより丁寧な説明に努められたい。 

12．防災計画に高潮によるコンテナ流出対策を盛り込まれたい。 

13．ポートオアシスの利用率向上に向けて取り組まれたい。 

14．♯7119の広報を更に強化して，救急車の適正利用を促進されたい。 

15．地下鉄通学定期の割引率拡大について，早急に検討されたい。 

16．教員の業務量負担軽減のため勤務時間を分析し，補助スタッフ等，多忙化対策に

努められたい。 

 

 

［［［［日本維新の会日本維新の会日本維新の会日本維新の会］］］］    

 いわゆるヤミ専従の問題が発覚したことで，我が会派が承認しない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した。第三者

委員会での中間報告が出され，平成29年度の不適正な給与支給額が，2,900万円余りと

の発表がありました。また，ほとんど全ての部署で定数に１名増員しての過員配置が

行われていたなどの報告がありましたが，過員配置分の人件費は本来は必要なく，不

適正な人件費と考えます。 

 よって意見は前回と変更ありません。 

 附帯決議案につきましては，我が会派は決算について一部不認定がありますので，

承認できません。 

 

 

［［［［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
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を前回述べた理由により，要望17件を付して認定，承認します。 

なお，附帯決議案に関しては賛成します。 

 

 

［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，10月15日

に10件の決算認定に賛成しましたが，そのうち認定に反対する決算第15号及び決算第2

0号の２件の決算及び反対理由を，以下のとおり追加いたします。 

 

理由理由理由理由  

ヤミ専従問題を発端にして，過大な退職手当や前委員長への厚遇問題など当局と労

組幹部との不適切な関係が大きな問題になる中，現在第三者委員会で構造的な癒着問

題として調査が続けられているが，その中で不適正な給与支給や法令違反の行為など

が明らかになったため。さらに，この問題の当局の責任所在が明確にされておらず，

説明責任が果たされていないため。 

なお，提出された「決算第１号から決算第21号まで及び第56号議案から第60号議案

までに対する附帯決議（案）」については，我が会派は決算認定に一部反対しているた

め，賛成できません。 

 

 

［［［［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）］］］］ 

決算第１号から決算第21号まで及び第56号議案から第60号議案までに対する附帯決

議については反対します。 

 

理由理由理由理由  

平成29年度神戸市各会計決算及び関連議案５件を承認・認定時点で「ヤミ専従」問

題について，当局においては厳正に対処することを求め，既に，意見表明を済ませて

おります。 

ただし，この度提出された附帯決議の内容については賛同しますが，各会派がそれ

ぞれ意見表明と同時に附帯決議も示せばよいのであります。 

それをわざわざ３会派による附帯決議を提出し，それに３会派以外を意見表明によ

り巻き込むような手法そのものについては反対であります。 

以上の理由によりこの附帯決議には反対します。 

 

 

［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）］］］］    
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平成30年10月15日に表明しましたとおり，平成29年度神戸市一般会計決算及び特別

会計決算，公営企業会計決算のうち，承認できない決算議案がありますので，附帯決

議案には賛成できません。 

 

 

［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を下記の理由及び要望７件を付して認定いたします。

なお，関連議案５件については，承認いたします。 

ただし，委員会に提出された附帯決議案のとおり附帯決議を付して認定・承認いた

します。 

 

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。 

また，平成29年度における市職員の市職労役員のヤミ専従問題に係る不適切な勤務

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中間報告

を受け不適正な給与支給額は29,210,871円44人と報告されました。今後，提出予定の

最終報告書に基づき返還請求，再発防止策等，しかるべき対応をされるものとし，併

せて決算第１号から決算第21号まで及び第56号議案から第60号議案までに対する附帯

決議案に賛同し，平成29年度各会計決算については認定し関連議案については承認い

たします。 

    

要望事項要望事項要望事項要望事項    

１．須磨水族園を含む須磨海浜公園エリアの整備における駐車場整備については，海

水浴シーズン利用者を始め，須磨海浜公園球技場利用者や周辺施設利用者に配慮し

た低料金での設定とされたい。また，宿泊施設については，周辺民間宿泊施設の民

営圧迫にならない提案とされたい。 

２．中央卸売市場本場再整備の神戸中央冷蔵庫の建て替えについては，次世代を踏ま

えた規模となるよう検討されたい。また，台風等の高潮対策にも対応されたい。 

３．神戸港の国際コンテナ戦略港湾施策については，台風21号による災害対策として

港湾機能の早期回復を図り，集貨・創貨のための港湾関連事業者への支援施策とし

て賃貸料・使用料の減免を始め，港湾管理者として最大限の努力を図られたい。 

４．須磨海岸の離岸堤復旧工事については，早期着工を目指し来春の観光シーズンま

でに復旧されるよう取り組まれたい。 

５．景観条例の見直しについては，須磨・舞子海岸の都市景観形成地域は，昭和63年
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の指定以来，見直しが行われておらず，また，景観条例についても制定から長い年

月がたち地域の実態に即していないことから，基準の見直しも含めて早期に都市景

観形成地域や景観条例の見直しをされ，デザイン都市神戸にふさわしい都市空間に

されたい。 

６．空き市営住宅の活用については，進行する高齢化社会での介護施設の利用者が増

加する一方で介護人材が不足しており，介護事業者に介護資格を得た外国人人材の

職員住宅として空き市営住宅の有効活用を図られたい。 

７．ＡＥＤの普及設置事業については，ふるさと納税や寄付金を活用し，設置促進を

図るとともに，協力事業主には，社会貢献された証としてシールを貼るなどのイン

センティブを講じられたい。 

 


