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「予算第１号議案 平成31年度神戸市一般会計予算」等の編成替えを求め

る動議 

 予算第１号議案 平成 31年度神戸市一般会計予算については，市長は，次のと

おり編成替えを実施するとともに，関連する予算第４号議案 平成31年度神戸市

国民健康保険事業費予算，予算第11号議案 平成 31年度神戸市介護保険事業費予

算及び予算第15号議案 平成 31年度神戸市港湾事業会計予算についても，予算第

１号議案の編成替えに伴い，必要な編成替えを行い再提出することを求める。 

一般会計 

歳入 

１ 市税を477,200千円増額する。 

(1) 市民税・個人を , 個人市民税均等割の増税の中止により252,000千円減額す

る。 

(2) 固定資産税・固定資産税及び都市計画税・都市計画税を，神戸エンタープ

ライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンの市税の不均一課税を廃止することに

より合わせて658,000千円増額する。 

(3) 事業所税・事業所税を，神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾ

ーンの市税の不均一課税を廃止することにより 71,200 千円増額する。 

２ 繰入金を 2,000,000 千円増額する。 

(1) 特別会計繰入金・新都市整備事業会計繰入金を，財源対策として 1,000,000



千円増額する。 

(2) 基金繰入金・基金繰入金を，財源対策として財政調整基金繰入を増額する

ことにより 1,000,000 千円増額する。 

３ 市債を 2,019,700 千円減額する。 

歳出 

１ 議会費を 17,528 千円減額する。 

(1) 議会費・議員費を，費用弁償の廃止により 17,528 千円減額する。 

２ 総務費を 7,754,479 千円減額する。 

(1) 総務費・総務管理費を，本庁舎再整備関連事業で 3,433,096 千円減額する。 

(2) 企画費・事務機械費を，本庁舎再整備関連事業で 97,464 千円減額する。 

(3) 企画費・行政調査費を，神戸医療産業都市の推進で 3,675,401 千円減額する。 

(4) 庁舎等建設費・区役所等庁舎整備費を，本庁舎再整備関連事業で548,518千

円減額する。 

３ 市民費を168,262千円減額する。 

(1) 市民費・市民文化費を，新・神戸文化ホール整備で 32,582 千円 , 新中央区

総合庁舎の実施設計（新たな文化施設分）で 51,177 千円 , 合わせて 83,759 千

円減額する。 

(2) 会館費・勤労会館費を , 磯上公園内の体育施設の整備で 84,503 千円減額す

る。 

４ 民生費を 7,450,000 千円増額する。 

(1) 民生総務費・民生総務費を，福祉乗車証の生活保護世帯への交付を復活し

鉄軌道路線の対象を拡大するため360,000千円増額する。 

(2) こども家庭費・こども育成費を，福祉乗車証の鉄軌道路線の対象を拡大す

るため 60,000 千円増額する。 

(3) こども家庭費・こども医療費を，中学校卒業までの医療費を全額助成する

とともに高校生まで助成を拡大するため 2,800,000 千円増額する。 

(4) 障害者福祉費・障害福祉施策費を，福祉乗車証の鉄軌道路線の対象を拡大

するため230,000千円増額する。 

(5) 老人福祉費・老人福祉費を，敬老優待乗車制度の無料化と鉄軌道路線の対



象を拡大するため500,000千円増額する。 

(6) 民生施設整備費・児童福祉施設整備費を，待機児童解消に向けて保育所整

備助成を増額するため900,000千円，公立保育所を増設するため 1,000,000 千円，

児童館を整備するため600,000千円，合わせて 2,500,000 千円増額する。 

(7) 民生施設整備費・老人福祉施設整備費を，入居待機者の解消に向けて特別

養護老人ホーム等の整備に対する助成を拡大するため 1,000,000 千円増額する。 

５ 衛生費を462,106千円減額する。 

(1) 衛生総務費・衛生総務費を，産科小児科等地域医療の基盤維持事業を創設

するため200,000千円増額する。 

(2) 衛生総務費・市民病院費を，神戸アイセンター病院と統合された先端医療

センター機能の在り方を見直すことにより762,106千円減額する。 

(3) 公衆衛生費・地域保健費を，区保健センターの機能強化と校区単位の健康

づくり事業を推進するため100,000千円増額する。 

６ 環境費を 5,168 千円減額する。 

(1) 環境総務費・環境総務費を，原子力や石炭火力発電に頼らない地域分散型

エネルギーへの転換を調査し , 及び補助モデル事業を実施するため 73,032 千

円増額するとともに，水素スマートシティ神戸構想の推進で 78,200 千円減額

する。 

７ 商工費を 35,710 千円増額する。 

(1) 商工振興費・商工振興費を，小規模事業者向けの雇用改善・事業継承奨励

交付金を創設するため200,000千円，トライアル発注認定制度を創設するため

100,000千円，店舗リフォーム助成制度を創設するため300,000千円，商店街・

小売市場活性化助成金を創設するため300,000千円，合わせて900,000千円増額

するとともに，企業誘致の推進等で855,070千円減額する。 

(2) 貿易観光費・貿易振興費を，外国・外資系企業誘致で 9,220 千円減額する。 

８ 農政費を100,000千円増額する。 

(1) 農政総務費・地域整備費を，新規就農・担い手育成支援金制度の創設のた

め 90,000 千円増額する。 

(2) 生産振興費・流通対策費を，地元産資源・生産物利用転換助成金の創設の



ため 10,000 千円増額する。 

９ 土木費を 1,614,368 千円減額する。 

(1) 道路橋梁整備費・広域幹線道路対策費を , 地元調整資料の作成等で 10,000

千円減額する。 

(2) 道路橋梁整備費・道路改良費を，大阪湾岸道路西伸部の整備で 1,500,000 千

円減額する。 

(3) 道路橋梁整備費・道路補修費を , 道路の維持補修を大阪湾岸道路西伸部の

関連費で160,500千円減額する。 

(4) 公園緑地整備費・公園整備費を，国営明石海峡公園の整備に係る負担金で

30,118 千円，東遊園地の再整備などの基本設計・調査等で 13,750 千円 , 合わ

せて 43,868 千円減額する。 

(5) 河川砂防費・治山砂防費を，私有地土砂災害危険箇所改修助成制度の創設

のため100,000千円増額する。 

10  都市計画費を711,260千円減額する。 

(1) 都市計画総務費・都市計画総務費を，郊外住宅近接型の小規模公共施設誘

致支援事業の創設のため100,000千円増額するとともに , 都心の再生で590,400

千円 , 駅前の再整備検討で 9,000 千円，都市空間向上計画の策定及び実現に

向けた検討で 5,000 千円 , 合わせて604,400千円減額する。 

(2) 再開発事業費・組合等再開発事業費を , 垂水中央東地区における民間市街

地再開発事業で121,600千円減額する。 

(3) 再開発事業費・都市景観等整備事業費を，都心の景観高質化（都市の景観

デザインコード等）で 4,000 千円減額する。 

(4) 街路事業費・街路築造費を，須磨多聞線で 81,260 千円減額する。 

11  住宅費を500,000千円増額する。 

(1) 住宅総務費・建築指導費を，民間住宅のリフォーム助成制度を実施するた

め500,000千円増額する。 

12  教育費を 1,926,725 千円増額する。 

(1) 教育総務費・奨学援助費を，奨学金を拡充するため200,000千円増額する。 

(2) 小学校費・教職員費を，小学校全学年で35人学級を実施することによる教



員の配置のため640,000千円増額する。 

(3) 中学校費・教職員費を，いじめ体罰対策支援員の配置のため 60,000 千円増

額する。 

(4) 社会教育費・図書館費を , 新三宮図書館の整備の検討で 2,000 千円減額す

る。 

(5) 社会教育費・水族園費を , 民間活力を活かした水族園再整備で 9,275 千円

減額する。 

(6) 体育保健費・学校給食費を，小学校給食費を値下げするため308,000千円増

額する。 

(7) 学校建設費・小学校建設費を , 過密地域小学校用地購入費で670,000千円増

額する。 

(8) 学校建設費・中学校建設費を，井吹台中学校のプレハブ校舎解消に向けて

（仮称）井吹台第２中学校の建設基本計画を策定するため 30,000 千円増額す

る。 

(9) 学校建設費・学校改修費を，市内30校あるプレハブ校舎を計画的に解消す

るためのプラン作成を推進するため 30,000 千円増額する。 

13  諸支出金を603,917千円増額する。 

(1) 繰出金・国民健康保険事業費へ繰出金を，国民健康保険料を減額するため

1,100,000 千円増額する。 

(2) 繰出金・介護保険事業費へ繰出金を，介護保険料を減額するため840,453千

円増額する。 

(3) 繰出金・港湾事業会計へ繰出金を，神戸空港への支援や湾岸道路及び国際

コンテナ戦略港湾の推進の中止により 1,336,536 千円減額する。 

 


