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令和２年度 予算編成方針 

 

行 財 政 局 長 

 

１．財政の現状と見通し 

 これまでの行財政改革などにより、健全化判断比率が着実に改善し、指定都市の中でも上

位になるなど、必要な投資への財政対応力をさらに高めることができた。一方で、本市の財

政構造としては、市民一人あたりの市税収入が政令指定都市の中で中位程度であることなど

から、地方交付税への依存度が高い状況が続いており、安定した財政基盤を築くまでには至

っていない。 

今後、少子・超高齢化が更に進展し、市税収入や地方交付税などの一般財源総額の大幅な

増加が見込めない中で、社会保障関係費や公共施設の老朽化対策などの財政需要が増大する

ことから、何ら手立てを講じなければ収支不足額が発生し、年々拡大していくことが予想さ

れる。（平成 31 年２月公表の中期財政収支見通しにおける令和２年度収支不足額：△20 億円） 

 

２．基本的な考え方 

神戸は、市制 130 周年を経て、阪神・淡路大震災から 25 年を迎える大きな節目の年に立

っている。すべての世代を対象とした社会保障政策は厚みを増し、安心・安全、環境、経済、

芸術・スポーツなどの分野でも新たな政策展開を図ってきた。神戸港は港の勢いを回復させ、

神戸空港は関西３空港一体運営が順調に進み、大阪湾岸道路西伸部は着工段階に入った。新

たなステージに立つ神戸が、変革の扉の先にある輝かしい未来に向かって、確かな歩みを進

めていくため、これまでに以上に、スピード感をもって、時代の変化に対応し、神戸を「さ

らなる高み」へ押し上げていく。そして、未来の世代が過度な負担を背負い込むことがない

よう、行財政改革の手綱を決して緩めることなく、持続可能な大都市経営を行っていく。 

令和２年度予算編成にあたっては、進化し続けるテクノロジーを果敢に取り入れ、人間ら

しい、あたたかみのある街・神戸をめざし、公共空間のリノベーションなどによる暮らしの

質と都市の価値の向上を基本目標とする。また、徹底した歳出改革に取り組みながら、公費

投入すべき施策の優先順位を洗い直し、以下の柱に沿って、予算の中身を大胆に重点化する。 

 

１ 健康・安全を守る 

２ 輝く子どもたちの未来を創る 

３ 街と地域を創る 

４ 神戸経済を伸ばす 

５ 陸・海・空の拠点を創る 

６ 市政改革を進める 
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３．財源配分にあたっての考え方 

（１）暮らしの質と都市の価値の向上をめざし、優先的に取り組む施策として、別途、市長

が指定する施策・事業等については、要求上限を設けることなく、徹底した政策議論を

行い、重点的に財源を配分する。 

（２）「神戸市行財政改革 2020」の実行に全力で取り組み、ふるさと納税制度や公有財産の

活用など新たな歳入の確保に努めるとともに、業務改革や組織の最適化等による総人件

費の抑制や事務事業の見直しを進め、徹底した歳出削減に取り組む。 

① 特に、業務プロセスの分析・検証のもと、事務の集約化や業務の標準化、ICT の利

活用など、業務の省力化や業務負荷の軽減などによって、組織の生産性や市民サービ

スを向上させるとともに、コスト削減を意識した働き方改革を進める。 

② また、新たな行政課題や市民ニーズに対応した施策・事業を積極的に展開するため、

スクラップアンドビルドの観点から、既存の事務事業について、これまでの事業効果

等を踏まえながら経常コストの削減に取り組む。 

「令和２年度予算編成に向けた事務事業の見直し候補一覧」（別紙）に掲げる事業

については、特に積極的に見直しを行う。 

 



Ⅰ．充当一般財源の状況

Ｒ２年度経常概算 Ｒ１年度予算 増△減

4,821 4,815 6 

3,079 3,086 △7               

537               502               35                

1,120            1,142            △22              

85                85                -                   

Ⅱ．所要一般財源の状況

Ｒ２年度経常概算 Ｒ１年度予算 増△減

4,778 4,815 △37 

3,217 3,240 △23              

人件費 1,748              1,751              △3                 

扶助費 716                 724                 △8                 

公債費 753                 765                 △12               

688               665               23                

873               910               △37              

充当一般財源

市税

譲与税・交付⾦

交付税・臨時財政対策債

投資的経費・物件費等

その他

所要一般財源

義務的経費

繰出⾦

令和２年度予算 経常概算 財源の⾒通し

（単位︓億円）



Ⅲ．財源の⾒通し

※計数等については、今後の税制改正や地方財政対策の状況等を踏まえ、精査・置換えを予定している。

 ２年度経常概算
充当一般財源

 ２年度経常概算
所要一般財源

4,821 4,778

市　税 3,079   
 義務的

経費

人件費 1,748   

43 

その他 85      

 交付税・
臨時財政
対策債

扶助費 716   

公債費 753   

投資的経費
・物件費等 873     

譲与税交付⾦ 537    

繰出⾦ 688     
1,120   

（単位︓億円）

3,243

Ⅱ

政策予算
充当可能財源

Ⅰ



№ 所管局 事業名
開始
年度

令和元年度
予算額

（千円）
※現状のコスト

進捗 概要・課題 方向性

1 市長室 留学生会館 平成３年 22,508 着手済

 ・神戸国際協力交流センターに対
し留学生会館の設置にかかる経費
を助成
・公費負担による留学生の住居確保
は市内留学生全体の約５％に過ぎ
ず、効果が限定的

 ・留学生専用住宅から留学生も入
居できる学生用住宅に段階的に変
更していくことにより、公費負担の解
消を進める（令和元年度終了予定）

2
企画調整局
行財政局

働き方改革（業務プロセス改
革）

- - 着手済
 ・働き方改革（業務改革）のロード
マップに基づき、ICTの活用による
業務効率化を推進

 ・コンサルタントを活用した業務分
析・改善により、業務効率化をさらに
進め、市民サービスの向上を図る

3 行財政局 税務組織の再編 - 5,428,000 着手済
 ・令和元年８月より、税務部門を新
長田合同庁舎へ移転集約

 ・引き続き、執行体制見直しにより、
区の窓口業務も含め税務事務の効
率化を図る

4 行財政局
電話交換業務の効率化（総
合コールセンターとの一体
運営）

- 99,256 着手済
 ・本庁舎及び区役所の代表電話交
換業務を総合コールセンターへ委
託し、一体運営を実施

 ・民間活力の導入を全区に展開し、
さらなる電話対応業務の効率化図る

5 市民参画推進局
区民センター・勤労市民セ
ンター（指定管理）

- 787,108 新規
 ・区民センター及び勤労市民セン
ターを管理運営

 ・文化センターへの再編に伴い,
効率的な管理運営体制を構築し、
財政負担の縮減を検討すべき

6 保健福祉局 シルバーカレッジ 平成５年 159,330 着手済

 ・満57歳以上の市内在住者を対象
に、高齢者がその豊富な経験や知
識・技能をさらに高め、その成果を
社会に還元するための学習・実践
活動の場としてシルバーカレッジを
運営

 ・引き続き、受講料の段階的な引き
上げを検討するとともに、事業内容
や実施体制の見直し等により、財政
負担の縮減を進める

7 保健福祉局 医療扶助の適正化 - 37,989,072 継続議論
 ・生活保護法に基づき、困窮のため
最低限度の生活を維持することので
きない者に対して医療を提供

 ・社会保障関係経費が増加し続け
るなか、高止まりしている医療扶助
の適正化について、より一層の強化
を図るべき

8 保健福祉局 環境保健研究所 昭和48年 623,055 新規
 ・公衆衛生及び環境保健行政に関
する試験検査、研究調査等を実施

 ・業務の見直しや民間活力の導入
による体制の効率化を検討すべき

9 保健福祉局 墓園・斎場 - 1,321,185 新規

 ・市立墓園・斎場の管理運営、維持
管理等を実施
・斎場施設の老朽化や今後の火葬
需要の増加に対応するため斎場の
再整備が必要

 ・業務の見直しや民間活力の導入
による体制の効率化を検討すべき

令和２年度予算編成に向けた事務事業の見直し候補一覧

　新たな行政課題や市民ニーズに対応した施策・事業を積極的に展開するため、予算編成過程において既存の事務事業について
これまでの事業効果等を踏まえながら見直しを検討する。

別 紙
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№ 所管局 事業名
開始
年度

令和元年度
予算額

（千円）
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10 環境局 ごみ収集体制 - 5,870,000 着手済  ・ごみ収集体制の更なる効率化 ・引き続き、体制の効率化を進める

11 環境局 ごみ処理施設の最適配置 - 2,220,000 着手済

 ・ごみの焼却、焼却灰の処分等
・平成29年度より、４クリーンセンター
体制から、東・港島・西クリーンセン
ターの３クリーンセンター体制に集
約

・引き続き、体制の効率化を進める

12 環境局
し尿収集体制の更なる効率
化

- 68,000 着手済

 ・下水道処理区域内の未水洗化世
帯等を対象としたし尿収集
・令和元年度より汲み取り処理業務
の委託化を実施

・引き続き、体制の効率化を進める

13 建設局 公園事業 - 4,061,382 継続議論

 ・都市公園等の維持管理
・建設局の管理公園数（平成30年度
末時点）
    公園数：1,633箇所
    公園面積：1,958ha

 ・人口減少を踏まえ、公園の総量削
減を進めるとともに、ニーズにあわせ
て適正な配置・規模・機能へ見直し
を進めるべき
・P-PFIによる民間活力の導入など
収入確保・コスト削減と魅力向上を
早急に図るべき

14 教育委員会 中央図書館 昭和55年 613,198 新規  ・図書資料の収集・貸出等を実施
 ・業務の見直しや民間活力の導入
による体制の効率化を検討すべき

15 教育委員会 小学校給食調理業務 - 3,585,031 着手済

 ・配置基準の見直し及び短時間勤
務職員の活用により体制の効率化
を実施
・調理用務の委託化を実施

 ・引き続き、民間委託の拡大に取り
組み、計画的に体制の効率化を図
る

16 教育委員会 市立幼稚園の再編 - 2,048,498 着手済

 ・園児数の減少が続いているため、
「神戸市子ども・子育て支援事業計
画」に基づき、平成29～令和２年度
にかけて９園を閉園予定

 ・引き続き、計画的に再編の取り組
みを進める
（令和元年度：３園廃止予定）

17 教育委員会 学校管理業務 - 3,175,750 着手済

 ・各学校園における校地・校舎の環
境整備、安全管理、簡易な営繕、パ
トロール、本庁等との連絡業務
・業務内容の見直し等により、小・中
学校においては単数配置を達成

 ・引き続き、体制の効率化を図る
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