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令和２年２月１８日 

 

 兵庫県知事 井戸 敏三  様 

 

行財政運営審議会会長 五百旗頭 真 

 

兵庫県行財政運営方針の変更案等について（意見） 

 

 令和２年２月 13 日付け諮問第 128 号で諮問のあった標記のことについて、別

添のとおり意見を提出します。 
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行財政運営審議会 

 

兵庫県行財政運営方針の変更案等について（意見） 

 

令和２年２月 18 日  

 

 

１ はじめに 

阪神・淡路大震災から 25 年の節目の年を迎えた。 

兵庫県は、この震災により壊滅的な被害を受けたが、瓦礫の中から再度立ち上が

り、国内外の人々が驚くほどの創造的復興を成し遂げた。近年、地震や豪雨災害が

頻発し、激甚化するなど、我が国は「大災害時代」に突入しており、災害に対する

備えの重要性が高まっている。兵庫県が積み重ねてきた経験と教訓を、次なる災害

への備えに活かしていくことが期待される。 

この大災害からの創造的復興には多大な財政負担を伴うものとなった。それだけ

に厳しい財政再建の道のりでもあった。平成 30 年度には、行財政構造改革に区切

りをつけ、ようやく新たな兵庫づくりに目を向けることのできる環境が整ってきた

といえる。 

一方で、兵庫県は人口減少や少子高齢化、急速に進展する経済のグローバル化へ

の対応等多くの課題に直面している。長引く米中貿易摩擦や日韓関係の緊張など、

不透明な世界経済による本県経済への影響も懸念される。 

県政運営の基本は、県民から信頼される持続可能な行財政基盤を保持していくこ

とにある。適切な行財政運営を推進するため、兵庫県行財政運営方針のもと、限ら

れた財源で最大の効果が得られるよう選択と集中を徹底し、県民ニーズを的確に捉

えた施策を展開されたい。 

本審議会の意見が、阪神・淡路大震災から 25 年の節目を迎えた新たな出発点に

おいて、復興のその先の未来を切り拓く兵庫県政推進の一助になることを期待する。 
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２ 令和２年度の行財政運営に対する意見 

(1) 総括意見 

① 財政運営 

 （兵庫県を取り巻く財政状況） 

平成30年度決算において、収支均衡をはじめとする新行革プランに掲げた財政

運営の目標を全て達成し、行財政構造改革に区切りをつけたとはいえ、令和元年

度末の震災関連県債残高は約3,200億円、行財政構造改革期間中に財源対策とし

て活用した退職手当債や行革推進債の残高は約2,800億円と依然高い水準にあり、

財政構造の硬直化リスクとなっている。加えて、長引く米中貿易摩擦、日韓関係

の緊張、新型コロナウイルスの世界的流行によるサプライチェーンの停滞、外国

人観光客の大幅な減少など、経済の先行きへの不透明感が高まっている。兵庫県

を取り巻く行財政環境は依然として厳しい状況が続いている。 

それでも、県民から信頼される持続可能な行財政基盤を保持していかなければ

ならない。 

   （県債残高縮減対策） 

県税収入が、令和元年度の年間見込みに続き、令和２年度の当初予算でも財政

フレームの見込みを下回る結果となり、将来の財政運営に影響が生じる見込みと

なった。今後とも、県税収入の動向には十分留意されたい。また、令和２年度か

ら、行革期間中に財源対策のために発行した、交付税措置のない退職手当債及び

行革推進債の満期償還に際して、借換えることなく県債管理基金を活用して一括

償還することにより、県債残高の縮減対策を実施することとしているが、兵庫県

の財政構造のスリム化と、将来の公債費負担の軽減を図るものであり、行財政の

持続に寄与するものと考えられる。 

県債管理基金積立不足率については、対策の実施に伴い上昇するが、変更後の

目標は借換債縮減の影響を除いて現行の15％程度を維持するものであり、また、

実質公債費比率の目標も現行の18％を維持しており、県債管理基金の活用として

も適切であると考えられる。 

（将来負担比率の目標値の見直し等） 

将来負担比率の見込みについては、交付税算入率を実際に発行した県債個々の

積み上げを行った数値に置き換えて算定した結果、現行の見込みを上回ることと

なる。 

しかしながら、交付税算入率の取扱い以外は、各分野の取組方針の基本を維持

することを前提としており、より兵庫県の財政構造の実態を正確に把握しようと

するものであることから、今回の財政フレームの改定にあたって算定方法を変更

することは、かえって望ましいことと考える。 

また、変更後の将来負担比率の目標を280％水準と設定することについても、
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行財政構造改革期間中の将来負担比率の縮減率22.5％の２倍以上となる50％を

縮減し、早期健全化基準（400％）の70％水準にまで引き下げようとするもので

ある。これは、財政構造の改善に向けた取組が引き続き緩むことなく進められる

ものであることから、妥当であると考える。 

（財政運営の目標の進行管理） 

今後も、経済動向や社会情勢、国の政策動向や地方財政対策等を十分注視しな

がら、各分野の取組方針の基本を維持しつつ、毎年度、財政運営の目標の進行管

理を十分に行い、適切な行財政運営を推進されたい。 

 

② 人口減少対策・地域創生の推進 

兵庫県の喫緊の課題として、人口減少対策があげられる。20歳代の若者を中心

とする流出超過や、女性人口の減少、50歳時未婚率の上昇などに伴う出生数の減

少が顕在化している。また、大都市圏では人口増に転じている自治体がある一方

で、多自然地域では人口減少が急速に進む等、地域間でその影響や課題が異なっ

てきている。地域の個性や強みを活かした取組を重点的に推進するとともに、人

口の社会増対策及び自然増対策に取り組まなければならない。 

将来にわたって活力ある地域社会を構築するため、次期兵庫県地域創生戦略に

基づく地域の元気づくり、社会増対策、子ども・子育て対策、健康長寿対策を積

極的に推進されたい。 

 

③ 新たな兵庫の展開 

  （リーディングプロジェクトの推進） 

県政150年を契機に、新時代に対応した兵庫をめざす「兵庫2030年の展望」が

策定された。展望が描いた将来像の実現に向け、「未来の活力」の創出、「暮らし

の質」の追求、「ダイナミックな交流・環流」の拡大の３つの基本方針のもと、

１６のリーディングプロジェクトが設定された。阪神・淡路大震災から25年を経

て新しいステージを迎え、進むべき将来の姿を実現するために取り組む姿勢が問

われている。「すこやか兵庫」の実現に向けて、一つ一つの取組を着実に推進さ

れたい。 

（新しい将来ビジョンの検討） 

「21世紀兵庫長期ビジョン」の策定から約20年が経過し、国内外の情勢が大き

く変化する中、新ビジョンの検討が進められている。社会潮流を見定め、県民と

ともに、2050年頃の兵庫県のあるべき姿を描く将来構想の策定に精力的に取り組

まれたい。 
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(2) 個別意見 

 ① 選択と集中の徹底と事業の効率的・効果的推進  

（事業の効率的・効果的推進） 

令和２年度当初予算では、事務事業は154事業が廃止される一方、107の新規事

業が創設されるなど、時代の変化に対応しつつ、スクラップ・アンド・ビルドが

図られている。また、ペーパーレス化等の業務・作業プロセスの見直しはもとよ

り、ＡＩ・ＲＰＡ等の先端ＩＣＴ技術を活用した業務の効率化を推進されたい。 

（社会基盤整備の推進） 

投資事業は、「ひょうご社会基盤整備基本計画」に則り、頻発する自然災害へ

の対応など、県民ニーズを的確に捉えつつ、必要性・緊急性の高い事業への重点

化を図られたい。また、国の政策動向を十分注視しながら、計画的に整備が推進

できるよう「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」をはじめとする

国庫支出金などの財源確保に努められたい。 

（公営企業等の健全運営） 

企業庁・病院局の公営企業や県立大学、公社等においても、運営の合理化・効

率化などの取組を着実に推進するとともに、社会経済情勢の変化や県民ニーズ等

を踏まえた事業の推進に努められたい。 

 

② 組織運営 

ア 組織 

（本庁・地方機関） 

本庁、地方機関とも、時代の変化に伴う多様な政策課題に対して、総合的か

つ機動的に対応できる簡素で効率的な組織体制の構築に努められたい。 

阪神地域の広域的な行政課題への解決力の向上と、広域的な調整機能の強化

を図るため、阪神南県民センターと阪神北県民局の統合を着実に進められたい。 

（警察） 

高度化・複雑化した犯罪等、直近の治安情勢も踏まえ、安全で安心な地域社

会の実現に向けた組織体制の構築に努められたい。また、警察署等の再編にあ

たっては、対象区域の市町・住民に対し適切な配慮をされたい。 

（教育委員会） 

今後の生徒数の動向や生徒の多様な学習ニーズに対応した県立高校の望ま

しい規模と配置のあり方について、私立高校の状況等も踏まえつつ、十分に検

討されたい。また、令和３年５月に開催する「ワールドマスターズゲームズ2021

関西」に向け、具体的な開催準備と更なる機運醸成、参加促進の取組を推進さ

れたい。 
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イ 職員 

（定員等） 

定員については、行財政構造改革後の職員数を基本とし、法令等により原則

として配置基準が定められている職員については、基準に基づき適正な配置に

努められたい。 

また、令和２年度から会計年度任用職員制度が円滑に導入されるよう、適切

な任用・勤務条件の確保及び定員管理をされたい。 

（多様な働き方の推進） 

多様な働き方について社会の関心が高まっていることから、「兵庫県庁ワー

ク・ライフ・バランス取組宣言」に基づき、超過勤務の縮減、子育て・介護と

仕事の両立支援、働きやすい職場の実現に向けた取組を県が先頭に立って進め

られたい。 

また、女性職員の幹部への登用等、女性が活躍できる場の拡大に向けた環境

整備や、業務経験やノウハウを引き継ぐため再任用職員の積極的活用を図られ

たい。 

あわせて、国家公務員の検討状況を踏まえた兵庫県職員の定年の引上げの検

討など、時代に対応した公務員制度の見直しに適切に対応されたい。 

（給与） 

特別職における一定の給与抑制措置や一般職における管理職手当の抑制措

置が引き続き実施される。給与抑制措置については、財政状況によりその見直

しを検討するとともに、職員のモチベーションや人材確保等に与える影響が大

きいことから、慎重に取り扱われたい。 

 

  ③ 自主財源の確保 

（県税収入の確保） 

県歳入の基盤となる県税収入について、令和元年度の県税収入は落ち込みが見

込まれ、令和２年度当初予算では過去最高となる8,566億円を計上しているものの、

地方消費税率引上分を除くと前年度から117億円減の厳しい状況となっている。徴

収歩合が全国平均を上回ることを基本とし、収入未済額をさらに削減するため、

個人県民税の特別徴収全県一斉指定の新規事業者への徹底や、徴税に関する技術

支援及び情報提供など、市町の徴収能力向上の支援に取り組まれたい。また、新

たに導入するスマートフォンアプリを用いた納税やクレジット納税など、多様な

納税手法を広く県民に広報し、税収の確保に努められたい。 

（課税自主権等の活用） 

厳しい財政状況の中、勤労者の仕事と生活の調和の推進や経済・雇用施策、災

害に強い森づくりなど本県の喫緊の課題に対応するため、法人県民税超過課税、

法人事業税超過課税及び県民緑税の課税自主権を有効に活用されたい。 
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ネーミングライツについては、導入のメリットを広く広報する等効果的なＰＲ

に努めることにより、契約企業のさらなる増加を図るとともに、ふるさとひょう

ご寄附金については、寄附者の共感と賛同を得て寄附を集めることができるよう、

魅力ある事業に取り組むなど、自主財源の確保にも一層取り組まれたい。 

 

④ 重点施策 

ア 安全な基盤の確立 

（防災・減災対策の推進） 

令和元年度において、九州北部豪雨、台風第15号及び台風第19号等多くの自然

災害が発生している。近年、想定を超える自然災害が毎年のように発生しており、

近い将来に発生が予想される南海トラフ地震への備えも含め災害対策の重要性

は一層高まっている。地震・津波、風水害対策に加え、災害に強い森づくり等ハ

ード面での対策を強化するとともに、これらを担う建設業者の健全育成や担い手

の確保・育成の取組を推進されたい。 

また、ひょうご防災ネットスマートフォンアプリの機能強化やマイ避難カード

の普及促進、要支援者対策等ソフト面での対策の強化により、災害時の住民の避

難行動の向上に努められたい。 

（阪神・淡路大震災の教訓の継承） 

阪神・淡路大震災から25年の節目を機に改めて原点に立ち返り、引き続き震災

の経験や教訓を風化させることなく、「忘れない」「伝える」「活かす」「備える」

を基本とした取組を、県民の参画と協働により推進されたい。 

（安全な地域づくり） 

地域の防犯力向上に向けた取組の推進や、子どもへの声かけ事案の増加等を踏

まえた安全対策の促進、相次ぐ高齢運転者による死亡事故を防止するための踏み

間違い防止装置の購入支援等による安全な地域づくりを推進されたい。 

 

イ 安心な暮らしの実現 

（子育て環境の充実） 

幼児教育・保育の無償化等により増加する保育需要への対応が求められている。

待機児童解消に向けた保育の受け皿確保や、それを支える保育人材の確保・育成、

職場環境の改善や研修体制の整備等による質の高い幼児教育・保育サービスの提

供を推進されたい。また、増加する児童虐待・ＤＶ相談については、相談体制の

充実や専門職の増員、関係機関の連携等による対策の強化に取り組まれたい。 

（医療確保と健康づくり） 

地域医療構想の実現に向けた取組を支援するとともに、周産期医療体制やドク

ターヘリを活用した広域救急医療体制の充実等に努められたい。また、県立病院
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においては、県立病院間及び他の医療機関との連携強化、医療機能の分化、必要

な診療機能の見直し等に取り組むとともに、計画的な統合再編・建替整備を推進

されたい。 

さらに、がん受診率の向上や若年がん患者の治療支援により、総合的ながん対

策を推進するとともに、改正受動喫煙防止条例を踏まえた県民への啓発、先端技

術によるビッグデータを活用した疾病予防や健康づくりを推進されたい。あわせ

て、ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催を契機とした、高齢者の生きが

いづくりや健康づくりの推進等、健康寿命の延伸に向けた取組を推進されたい。 

（高齢者・障害者支援の充実） 

特別養護老人ホーム等の整備を推進するほか、定期巡回サービス事業者の参入

促進や機能強化型訪問看護ステーションの設置促進等による在宅医療・介護の強

化を図られたい。 

障害者支援の充実については、視覚障害者等のＩＣＴ指導者養成やジョブコー

チの充実などによる障害者の適性に応じた就職・職場定着支援、農福連携による

就農促進等の取組を推進されたい。 

また、安定的な福祉・介護人材の確保に向け、ＩＣＴ機器の導入等による業務

の効率化やロボットの活用等による労働環境の改善など、魅力ある職場づくりに

向けた取組を推進されたい。 

（ひきこもり対策の強化） 

ひきこもりが社会問題化しており、その対策が求められている。ひきこもり者

の早期発見や中長期化しているひきこもり者への段階に応じたきめ細やかな支

援に取り組まれたい。また、支援にあたっては、フリースクール等の民間施設や

ＮＰＯ等との連携に努められたい。 

（自然環境の保全） 

人と自然の共生については、再生可能エネルギーの導入促進等地球温暖化対策

を総合的に推進するとともに、野生鳥獣被害対策をはじめとした生態系危機への

総合対策、プラスチックごみ対策や食品ロス削減に向けたひょうごフードドライ

ブ運動の全県展開等による廃棄物の適切な循環の促進に取り組まれたい。 

 

ウ 産業の活性化 

（産業の育成） 

起業・創業の拠点施設である起業プラザひょうごを移転し、国連プロジェク

ト・サービス機関（UNOPS）のグローバル・イノベーションセンター（GIC）と連

携を図るなど、起業家のステップアップ支援体制を強化されたい。さらに、起業

家支援の地域拠点の尼崎・姫路への設置により、起業の盛り上がりを全県に波及

するとともに、現役の企業経営者の協力も得ながら、起業家育成環境の更なる創
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出に取り組まれたい。 

ＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータによる技術革新、人・物・情報の交流の飛躍的拡

大といった新たな動きが社会を変えつつあり、Society5.0時代への対応が急務で

ある。産学官連携による成長産業の分野別推進グループの設置やドローンの民間

分野での利活用促進等、先端産業の活性化に取り組まれたい。 

また、地域を支える中小企業への支援を強化するため、成長段階にある中小企

業の経営の安定化・高度化や技術力の強化支援に努められたい。 

（農林水産業の振興） 

農地の集積・集約化の推進や小規模農家の放棄田防止対策、先端技術を活用し

たスマート農業による生産性の向上や効率化の推進、国内外での関心が高まる但

馬牛・神戸ビーフのＰＲ強化等に取り組むとともに、持続可能な林業と森林管理

の推進や、豊かな海の再生に取り組み、農林水産業の基幹産業化を推進されたい。 

 

エ 地域と世界で活躍できる人材の養成 

（未来を担う人材の育成） 

国内外で活躍できる「未来を創造する力」を備えた人材を育成するための新た

な文理融合型教育（ＳＴＥＡＭ教育）の推進や、ＩＣＴ環境の整備推進等高校教

育における新たな魅力づくりを推進するとともに、教育研修所における研修の充

実等により教職員の資質向上や公立・私立学校の教員交流などに取り組まれたい。

また、特別支援教育の充実、県立大学・大学院の改革や附属学校の教育機能の充

実、国際観光芸術専門職大学（仮称）の設立準備など、教育の環境整備を図られ

たい。また、ふるさと兵庫を愛し誇りを持つ心を育み、地域の一員としての自覚

を高めるためのふるさとの魅力を再認識する教育や多様性を互いに認め合う地

域社会の実現に向けた教育を推進するとともに、私学教育への支援にも努められ

たい。 

（多様な人材の活躍推進） 

就職氷河期世代を含む中高年齢者層への各々の課題に応じた就職支援や、女性

の活躍促進、外国人労働者の受入拡大に取り組むとともに、テレワークなど多様

な勤務形態の導入促進や新たな働き方の普及、ダイバーシティの推進支援等全員

活躍社会の実現に向けた取組を推進されたい。 

 

オ 魅力あるまち・地域の整備 

（県庁舎等の再整備） 

県庁舎が県政運営の中枢拠点として、また、災害発生時の広域防災拠点として

の機能を十分に果たすため、南海トラフ地震等に備えた高い耐震性能を確保しつ

つ、先進的な機能を備えた庁舎として再整備を進めるとともに、県庁周辺の豊か
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な地域資源や地域特性を十分に活かした調和のとれた都市空間の創出に努めら

れたい。さらに、三宮駅周辺の再整備支援等、都市再生の取組を促進されたい。 

（地域資源等の活用） 

兵庫県の成立や五国の歴史、文化、産業を学び、体感・体験できる兵庫津ミュ

ージアム（仮称）の整備や鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けた調査や普及啓

発活動の支援等、地域の多様で豊かな伝統や資産を活用した取組を推進されたい。

また、都市公園の魅力の向上に向け、老朽化した公園施設を更新し、利用者増に

つなげる都市公園のリノベーションを適切に推進されたい。 

 

カ 交流・環流の促進 

（交流人口の拡大） 

昨年開催されたラグビーワールドカップ日本大会に続き、今後開催される東京

オリンピック・パラリンピックやワールドマスターズゲームズ2021関西、神戸

2021世界パラ陸上競技選手権大会においても盛り上がりが期待される。さらには、

2025年大阪・関西万博が開催される等、世界から日本、そして関西への関心が高

まっている。この好機を最大限活かすため、五国の資源を活かしたツーリズムの

推進や、淡路花博20周年記念花みどりフェアに代表される魅力的なイベントの開

催、プロモーションやターゲットに合わせた情報発信の強化等、国内外からの誘

客促進に努められたい。 

（定住人口・関係人口の創出、拡大） 

カムバックひょうご促進事業やひょうご出会いサポートセンターにおける取

組等、定住・移住や就業の促進に取り組まれたい。なお、事業の推進にあたって

は、子育てしやすい環境づくりに向けた兵庫県の取組等について、県内外に向け

積極的な情報発信に努められたい。 

また、スマートフォン向け携帯アプリを活用したひょうごe-県民制度の登録促

進等により、交流・関係人口のネットワーク強化に取り組まれたい。 

兵庫県版地域おこし協力隊やふるさと応援交流センターの活用等により、小規

模集落における地域資源を活用したにぎわいづくり等の自主的・主体的な活動を

支援し、地域活力の創出に取り組まれたい。 

（交流・環流ネットワークの整備） 

国内外からの交流・環流の促進には、そのための基盤整備が不可欠である。大

阪湾岸道路西伸部、北近畿豊岡自動車道等の基幹道路の整備や高速道路の利便性

向上に取り組むとともに、関西３空港の最大活用やコウノトリ但馬空港の更なる

機能拡充、広域的な公共交通ネットワークの構築による地域公共交通の活性化等

に取り組まれたい。 
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キ 地方分権の推進 

地方分権に関する提案募集への対応等、地域自らの判断と権限、財源で取り組

める分権型社会の実現に向けた地方分権の推進とともに、関西広域連合を中心と

して、近隣府県が一体となった関西の発展を目指す取組を推進されたい。 

 

３ おわりに 

阪神・淡路大震災の復旧・復興による財政負担は、長きにわたり重くのしかかっ

た。行財政構造改革を成し遂げたとはいえ、兵庫県は依然として厳しい財政運営を

強いられている。適切な行財政運営のもと、時代の変化や国の制度改正、県と市町

の役割分担等の視点を踏まえた見直しを徹底しつつ、ＡＩ・ＲＰＡ等の先端ＩＣＴ

技術を活用し、業務の効率化はもとより、より質の高い行政運営を行うための取組

を推進されたい。 

また、阪神・淡路大震災から25年の節目を機に、改めて原点に立ち返り、今後の

災害に十分に備えなければならない。「兵庫2030年の展望」が描く将来像の具体化

を図るリーディングプロジェクトや、次期兵庫県地域創生戦略に基づく取組などの

新たな取組を兵庫県職員一丸となって推進し、未来へのシナリオを着実に進められ

たい。 

復興のその先の新たなステージでも、課題に対して果敢に挑み、県民の参画と協

働を基本姿勢に、「すこやか兵庫」の実現に向けた施策を力強く推進し、元気な兵

庫づくりに取り組まれることを期待する。 


