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第２回定例市会９月議会始まる

代表質疑は、小林るみ子議員
主に 2021 年度神戸市会計決算を審議す
る第２回定例市会９月議会が、９月14日か
ら 10 月 25 日の会期で始まりました。久元
市長への各会派の本会議代表質疑は９月22
日（木）に、小林るみ子議員が行います。ま
た９月 26 日（月）からは、決算特別委員会
の局別審査が３つの分科会に分かれて行わ
れます。
決算特別委員会は今回は、小林るみ子議
員（新社会党）とあわはら富夫議員（新社
会党）が第１分科会、香川真二議員（神戸

2021 年度
決 算

志民党）が第２分科会、浦上忠文議員（無所
属）と高橋ひでのり議員（無所属）が第３分
科会を担当します。
本会議や局別審査の日程は日程表の通りで
す。決算特別委員会での、つなぐ議員団の質
疑時間は 25 分と短いですが、ぜひ傍聴にお
越しください。決算特別委員会での質疑の時
間は日によって変わりますので、傍聴される
場合は、議員団事務局にお問い合わせくださ
い。

コロナ禍からの回復などで
実質収支黒字を確保

2021年度一般会計決算は、社会保障関係
経費や公債費などの義務的経費が増加した
一方、コロナ禍からの景気回復による法人

市民税増や消費回復による地方消費税交付金
増などで、財源対策によることなく、実質収支
の黒字（約 10 億円）が確保されました。

歳入では、一般会計では、コロナ禍からの景
気回復で、譲与税・交付金（＋ 20.0％）や地方
交付税（＋ 20.6％）が増加した一方、令和２年
度実施のコロナ対策での特別定額給付金などの
国庫支出金が減少（－ 29.7％）し、歳入総額は
9,322億円と対前年度比755億円の減(－7.7％)
になりました。そのうち、市民税は個人市民税
が減少した一方で、業績回復などで法人市民税
が増加しました。
一方で歳出は、扶助費や人件費などの義務的
経費は増加した一方（＋ 15.1％）、投資的経費
が減（－ 6.9％）
、さらにコロナ対策事業の変動
により物件費が減少し（－ 2 8 . 5 ％）、総額は
9,235 億円に減少、対前年度比 732 億円の減(－
7.3％)になりました。その中で、義務的経費（人
件費、扶助費、公債費の容易に削減できない経
費）は 5,052 億円（54.7％）と、前年度 4,983
億円（50.0％）から増加し、過去最高額に達し
ています。

（２）
また借金にあたる市債については、地方
交付税の振り替えである臨時財政対策債が
増加した一方、市債合計は 945 億円（－ 116
億円）と減少しました。しかしながら、市債
残高は１兆2,293億円に増加（対前年度比＋
434 億円）で、市民一人あたり 81.4 万円と
なっています。また、国民健康保険事業など
の特別会計や、新都市整備事業などの企業
会計の市債残高を合わせると、市債残高は
２兆103億円（市民一人あたり133万1千円）
で、前年度の市民一人あたり131万1千円か
ら増加し、依然として高水準です。
一方、実質公債費比率（地方自治体におけ
る一般財源の規模に対する公債費の割合）
は 2013 年度の 10.1％から 4.4％へ減少、将
来負担比率（将来支払っていく可能性のあ
る負担等の現時点での残高を指標化し、将
来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す
指標）も2013年度の94.6％から56.4％へと
減少しています。

来年度以降も投資的経費増続き、公債費を押し上げ財政を圧迫

大型事業や優先順位の見直しを

一般会計は改善されつつも、
義務的経費は
高止まっています。一番の要因は扶助費増

市債残高（一般会計）の推移

一般会計
うち臨時財政対策債
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これまで三宮再整備などで 2 0 1 8 年度～
2021年度で投資的経費が644億円～885億円
に達しています。また、市債発行でも建設地
方債 2018 年度 313 憶円が 2019 年度に 486 憶
円、2020 年度には 608 億円、2021 年度は 504
憶円と減少したものの、
４年間でほぼ倍増し
ています。今後、三宮再整備にかかる 1,570
憶円、大阪湾岸道路延伸地元負担 400億円の
ほとんどが建設地方債で賄われることになり
ます。

で、人件費の削減や組織の見直しでは追い
つきません。今後も社会保障関係費は増え、
財政当局が 2026 年までに 436 億円の収支不

足が出るとの見通しを明らかにしてますが、
この見通しには三宮再整備による投資増や大
阪湾岸道路延伸地元負担は考慮されていませ
ん。
今後、三宮再整備での投資（特に公共施設
再整備1130億円や大阪湾岸道路延伸直轄負担
分 400 億円）は、2025 年迄に集中することに
なり、多くが建設地方債になることから、毎
年の公債費を押し上げ、義務的経費比率を高
めることになります。今後さらに義務的経費
が高まれば、新たな施策に充当する一般財源
が枯渇することが予想され、今年度予算の事
務事業の見直しでは、経常的事業の見直しや
義務的経費を押し上げる人件費削減などが盛
り込まれており、特に、公園管理や道路補修
などでも起債の検討が明記されています。将
来のことを考えると扶助費だけでなく公債費
が増加し、財政圧迫の要因となります。

（３）
市債残高に占める臨時財政対策債は、
すで
に５割近くに達し（別表参照）
、コロナ禍で
国の地財特会の財源が大きく落ち込むことは
明らかで、
今以上に地方交付税が臨時財政対
策債に置き換わることが予想されます。
元利
償還金は地方交付税で措置されているといい
ながら、実質的な補填は行われておらす、こ
れも公債費を実質的に押し上げる要因になり
ます。
神戸市は事務事業の見直しで財源を確保す
るしていますが、
既に大きな見直しは終わっ
ており、再度の敬老パスの見直し、スマート
自治体づくりが推し進められ、
区役所窓口の
民間委託など住民サービスにかかわるものの
見直しが続くことが予想されます。
三宮再整
備の新たな見直し、
大阪湾岸道路建設事業の
事業年度を遅らせることなどが優先されるべ
きです。

つなぐ議員団第13回街頭市政報告会のご案内

● 9/24(土)16:00-17:00
●地下鉄 ・ 西神中央駅前
新型コロナ感染者は減少してきている
とは言え、神戸市では入院、自宅療養と
待機者が約２万人、 病床占有率も７割近
くに達しており、 まだまだ先が見えない
状況です。
９月14日から主に2021年度決算を
審議する定例市会が始まりました。 国の
方針が動揺する中、 自治体がコロナから

市民のいのちと暮らしをどう守るかも問
われている課題です。
９月の市政報告会は、まだまだ残暑厳
しい中ですので、 16 時スタートです。
９月議会開会中のホットな審議状況も報
告します。 ぜひご参加下さい。

（４）

バリアいっぱいの地下鉄三宮駅エレベーターが拡張改修され９月から運用

昨年の、つなぐ議員団の要望・質疑で大きく前進
つなぐ議員団が、かねてから障がい者団
体から相談を受けていた地下鉄三宮駅のエ
レベーター狭小化問題で、神戸市はエレ
ベーターの室内を広くする追加工事を行い、
この９月から供用が開始されました。
この問題は東改札口のエレベーターを、
老朽化のため、昨年３月に油圧式から昇降
速度の速いロープ式に更新した際、神戸市
はカゴの幅を従来より 30 ㎝狭くして改修し
ましたが、改装後の箱が幅 104 ㎝しかなく
「車いすが中で回転できない」「バックで出
ざるを得ないが後ろが見えず怖い」などの
苦情や相談がつなぐ議員団に寄せられてい
ました。
バリアフリー法では最低でも140㎝の幅が
必要で、当事者の声を聞かずに更新工事を
進めたことが根底にあります。会派では昨
年、この問題についての事実経過をきちん
と確かめることや、当事者抜きで動いてい
る当局の態度を抜本的に改めさせるため現

地を見学。また障がい者団体の皆さんも神戸
市に要望を出す中、昨年６月の都市交通委員
会で、あわはら富夫議員が、箱が狭小化され
た経過や責任について追究、さらに当事者の
声を聞く仕組みを担保しておくべきだったの
ではと、質疑しました。
これに対し当局は、
「申し訳なく反省して
いる。追加工事は利用者の声を丁寧に聞き進
めたい」と答弁、さらに「今後は当事者の声
を聞く仕組みを作っていきたい」と答弁し、
エレベーター箱の拡張改修へ、また今後の当
事者の声を生かした施策展開へ大きな前進が
ありました。その後エレベーター箱が拡張改
修され、このほど工事が終了し、９月から供
用が開始されました。９月２日には、議員団
のメンバーが、障が者団体のみなさんと一緒
に拡張改修されたエレベーターを見学しまし
た。
この問題に関しては、９月４日（日）の毎
日新聞朝刊にも詳しく掲載されました。

→

（改修前のエレベー
ター。幅は僅か 1 0 4 ㎝)

（ 拡 張 改 修 後 のエ レ ベ ー タ ー 。 車
いすも中 で回転 できる ように）
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