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１．�新型コロナウイルス感染症対策と保健
所体制の強化について�

２．学校の校則について�
３．王子動物園の再整備について�
４．ファッション文化・産業の振興について

保健所
強　化

　新型コロナウイルス感染症
によって全国で保健所体制の
脆弱さが明らかになりまし
た。1994年に地域保健法が改
悪されたことにより保健所の
統廃合がすすみ、神戸市でも
保健センターが各区に配備さ
れ、保健所は中央区に１か所
だけとなりました。保健師の
仕事はコロナ対策に加え地域

の疾病予防と健康維持・増進
や母子保健など公衆衛生の強
化です。コロナ禍で保健師は
増員されましたが、ピーク時
には残業100時間を超えてい
たとのことです。松本議員は、
一過性の体制強化で終わらせ
ず感染症対策と通常業務がで
きるように体制を維持・増加
させるよう追及しました。

　松本議員：コロナの自宅療
養では医師の判断が必要な治
療があるが、現在医師は５名
しかいない。保健師の増員と
ともに医師の配置も必要では
ないか。
　恩田副市長：全国的に公衆
衛生の医師の確保が難しい。
応急的対策として非常勤を採
用している。過去に配置して
いた９名をまず目安に引き続
き医師確保に努力したい。
　松本議員：一定の人数が確

保できたら東灘区役所と灘区
役所を巡回して常時保健師と
話しができるような関係づく
りをすべきだ。
　恩田副市長：引き続き関係
部局と健康局の中で議論しな
がら一番よい形で配置してい
く。
　松本議員：これまでは人数
が限られていたために問題が
起きてから出ていくしかなか
った。本来は問題が起きる前
の予防の観点で考えるべきだ。

　神戸市の中学校の校則が子
どもの髪形や服装などのライ
フスタイルを規制しています
が、ライフスタイルは子ども
達一人ひとりの基本的人権の
問題です。「下着や靴下・ 靴
は白でなければならない」
「髪を結ぶゴムは黒で耳から
下でないといけない」など細
かな校則を子ども達に押し付

けています。先の常任委員会
で教育長は「子どもが権利を
理解したうえで取り組む」と
答弁しました。松本議員は、
大人が享受している自由と同
じ自由が規定されている子ど
もの権利条約を、教師・子ど
も達がしっかり学び、校則の
見直しに取り組むよう求めま
した。

が、中学生らしい服装や髪形
として当時の時代背景のもと
で定められたものではないか
と思っている。
　松本議員：身に着けている
ものは人権で、憲法で保障さ
れるべきもの。教育委員会に
問題があったのではないか。
校長がすべて仕切り意見表明
権が教師にないと言われてい
る。意見表明権のない教師が
子どもたちに子どもの権利条
約を教えられるわけがない。
校長を筆頭にした教育改革が
必要だ。きちんと意見が自由
に言えるような学校現場をつ
くるべきだ。

　長田教育長：風通しのよい
職場、学校風土をつくる取り
組みをすすめている。すでに
子どもの権利条約や子どもの
権利について学校で研修する
よう通知をしている。
　松本議員：今年度で方向性
を見出すようだが、子ども達
から聞かれた時に、根拠を教
えることができるように知識
と思考を身に着けない限り、
子どもは教師や学校に対して
信頼関係が持てない。教師が
子どもの権利条約や憲法を学
べるように時間をとっていた
だきたい。
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答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト
　久元市長：2022年４月には

約300名になる予定。これは
一過性の対応ではない。

考えている。 
　松本議員：教育長は長年そ
の場所に座っているが、下着
や靴の色や髪形などを指導し
てきた根拠は何か。
　長田教育長：学校ごとに経
緯や理由があると思っている

　長田教育長：まずは教職員
が子どもの権利条約や子ども
の権利に関する理解を深め、
児童生徒が条約や権利を学
び、自らが意見を述べる過程
を大切にしてすすめるべきと

　６月28日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市議団の松本のり子議員と朝倉えつ子議員が登壇
し一般質問をおこないました。

子どもの権利条約を
生徒と教師が学び定着させてこそ

ブラック校則見直し

一過性でなく恒常的な体制強化を

委 員 会 議　員　名
総務財政 　味口としゆき
教育こども 　林　まさひと　　朝倉　えつ子
福祉環境 　森本　　　真
建設防災 　松本　のり子　○今井　まさこ
経済港湾 　山本じゅんじ　◎西　　ただす
都市交通 　大かわら鈴子
外郭団体 　松本　のり子　△林　まさひと
大都市行財政 　森本　　　真　△今井　まさこ
未来都市創造 　西　　ただす　△味口としゆき
市会運営 △味口としゆき　　林　まさひと

◎委員長、○副委員長、△理事

２
０
２
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年
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の規模で足りなくなることは
ない。
　松本議員：象やキリンだけ
が狭いのではない。フクロウ
や鷲も鳩小屋のようで、少し
しか飛べない。今整備すると
50年100年と続く。もう少し
一つ一つ動物を見て考えるべ
きだ。また、再整備に関する
会議資料を見ると今の王子公
園スペースに大学が入ってく
ることになっている。今の限
られたスペースで完成させる
ことになれば縦に高い檻ばか
りができるのではないかと心
配だ。

　油井副市長：王子動物園の
特徴が市街地にある都市型の
動物園で、１か所で多くの動
物と触れ合えることが重要と
考えている。まだガイドライ
ンが策定されていないが今の
規模で王子動物園としてやっ
ていけると考えている。
　松本議員：企画調整局は計
画だけで何も言わない。一番
動物のことを理解している飼
育員の声をしっかり聞いてす
すめるべきだ。広げる必要が
ある場合は建設局が中心とな
って意見を出し、取り組んで
いただきたい。

題だ。検討委員会には住民の
代表が１名しか入っていない。
多数の地域のみなさんの声を
反映させ方向性を決めるべき
だ。市長の見解を聞きたい。
　恩田副市長：検討会を踏ま
えて必要な場合には調査・検
討をさせていただこうと思っ

ている。
　朝倉議員：なぜ市長は存続
の立場にたたれないのか。方
向性を決めてしまってからで
は遅い。住民の意見を受けと
め、住民置き去りの計画にな
らないよう、説明会の開催も
早期におこなうべきだ。

は正式に決まっていないが、
平面的ではなく立体的に建て
るようなところもある。現在

　油井副市長：まだ王子動物
園がどれくらいの規模なのか

済生会兵庫県病院「今のまま」「今の場所で」
市民の願いに応え、市の支援で存続を
　北神・三田地域の将来的な
急性期医療の確保のためとし
て、北区の済生会兵庫県病院
（以下：済生会病院）と、三
田市民病院の再編統合も視野
に入れた検討委員会がおこな
われています。この間、身近
な病院がなくなると懸念の声
が広がり、地域住民や患者、

利用者のみなさんから存続を
求める１万筆を超える署名が
寄せられました。 朝倉議員
は、コロナ禍で医療の大切さ
が浮き彫りになったことを強
く指摘し、 市民の願いに応
え、病床を削減するような再
編統合はやめるべきと質しま
した。
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１．地域医療体制の維持・強化について�
２．市有地を活用したまちづくりについて�
３．�神戸に住み続けたいと思える子育て支
援について

誘導する発言をしているが、
北神地域の医療需要は今後も
増え続ける。周産期医療を守
るために市が支援しているの
だから、市長として存続の立
場で臨むべきだ。
　恩田副市長：援助はした
が、今すぐに病院の運営が行
き詰まるという話ではない。
　朝倉議員：他人事のようだ。
市民の命や安全にかかわる問

　久元市長：済生会病院より
単独で将来的に地域の基盤病
院として急性期医療を継続し
て維持していくことが困難だ
と報告があった。この報告を
踏まえ検討委員会を設置し、
再編統合も視野に入れた方策
を検討していくことになった。
　朝倉議員：県の健康福祉部
健康局長が統合や病床削減を

　北区鈴蘭台にある北図書館
は、市内で最も古く、北区文
化センターの２階と３階にあ
り、体育館や学習室と併設さ
れています。入口の３階から
２階へ通じる通路は狭い階段
しかなく、バリアフリーとな
っていません。小さいお子さ
んを連れているお母さんや高

齢の方からは「上り下りが大
変」「もっと使い勝手良く」
と声があがっています。北神
図書館や西区・垂水区でも順
次図書館が整備されていま
す。朝倉議員は、市民の声に
こたえ、旧北区役所跡地に新
たな北図書館を整備すべきと
求めました。

区民の願いに応え新図書館の整備を

机上の空論ではなく、動物の実状見て計画を！

旧北区役所跡地

王子動物園再整備

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト
　今西副市長：すべてバリア
フリー化することはできな
い。これまでも多くの指摘を
受け、旧北区役所跡地などを
総合的に検討する必要がある
と考えている。今後の整備の
方向性を検討していきたい。
　朝倉議員：応急的な解消で
は限界がある。婦人会などか
らも北図書館の改修の要望が
出されている。いつまでに方
向性を打ち出すのか。

　今西副市長：いつまでにと
いう明確なことは今言えない
が、大変多くの方に要望いた
だいているので、できるだけ
早くと考えている。
　朝倉議員：図書館は親しみ
のある身近な公共施設なの
で、計画の段階から地元の方
たちと協議できるような仕組
みをつくり、誰もが使い勝手
のよい図書館へ改善するよ
う、市民と共同ですすめてい
くべきだ。

　久元市長は１月29日の会見
で、王子動物園の再整備を発
表しました。動物園エリアは
基本的に今のエリアの中でお
こなうとされています。しか
し、今の動物園エリアは決し
てスペースが十分ではなく、

象舎やキリン舎は日本動物園
水族館協会の基準にてらして
も半分程度の広さとなってい
ます。松本議員は、動物園整
備は動物の福祉の観点からも
十分なスペースを確保するべ
きと質しました。
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　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が７月29日と８月５日にひらかれ、日本共産党神戸市会議員団の松本のり子議
員、林まさひと議員が外郭団体の運営状況などについて質問しました。

外郭団体特別委員会審査から①

⃝ 新型コロナウイルス感染症関連の融資
について

⃝ 神戸セレクションについて
 　　　 松本のり子議員
⃝ 「神戸起業操練所」について
 　　　 林まさひと議員

その他の質問

　� �松本のり子議員

株式会社神戸商工貿易センター

テナントの方々の声聞き
早急に協力金の要請を

　� �林まさひと議員
松本のり子議員

公益財団法人 神戸市産業振興財団

神戸経済成長のため
市内中小企業への支援に予算を

　総務部長：申請をして返事を待ってい
る。会社として県に要望する予定はない。
　松本議員：テナントの皆さんは毎日資
金繰りに悩みながら生活している。皆さ
んの身になって進言していただきたい。
　豊永副局長：できるだけ早くと常々神
戸市からも県に言っている。改めて大規

模施設だけではなく飲食店の協力金につ
いてもできるだけ早く事業者の皆さんの
手に行き渡るように県に要望したいと考
えている。

　公益財団法人神戸市産業振興財団は、
中小企業などの支援事業をはじめ、神戸
市産業振興センターの運営や、ケミカル
シューズ産業販路開拓支援事業を担って
います。林議員は、神戸経済を担う起業
家の育成・支援をはかるための神戸ハー
バーオフィス提供について、成長し巣立

った企業へのフォローについて質疑しま
した。松本議員は、財団が毎年500万円
支援している航空機産業参入事業につい
て、コロナ禍で大手企業である三菱産業
や川崎重工が航空機産業の凍結や転換の
道を選択する中、財団も先を見据えて立
ち止まるべきだと質しました。

　林議員：年に200社程度を専門の担当
をつけて調査しフォローしているという
が、（ハーバーオフィスから巣立った企
業への調査やフォローを担当する）スタ
ッフを増やせないのか。
　常務理事：市の財政状況が非常に厳し
い。
　林議員：神戸市内の中小企業を成長さ
せていくことは経済の活性化にもつなが
り雇用も生み、市税収入にもつながる。
お金がないのであれば、強く要望して予
算をつけるべきだ。 

ると受注がかなり長期安定的に見込める。
　松本議員：今はリモートで人と人とが
つながるテクノロジーが定着し、移動し
なくてもよい時代に入ってきていると言
われる中、本当に航空機産業が伸びてい
くのか。三菱や川重が事業の凍結などし
ている。立ち止まる必要があるのではな
いか。
　常務理事：2014年度以降の航空機関連
の売上高は2019年度には３倍弱まで膨れ
上がっている。引き続き成長産業として
支援したい。
　松本議員：コロナ禍で先の見えない厳
しさの中で新産業より既存中小企業を守
る対策をとるべきだ。

　常務理事：航空機事業が回復した時の
ために技術を温存し生きながらえていこ
うと、さまざまな取り組みをしている。
航空機産業は一度サプライチェーンに入

答弁ダイジェスト

経済観光局７月29日

　株式会社神戸商工貿易センターは、神
戸商工貿易センタービルと神戸サンボー
ホール・神戸ファッションマートの管理
運営をおこなっています。神戸商工貿易
センターは、六甲アイランドの活性化の
ため、ファッションマートの入り口にキ
ッチンカーを誘致する計画ですが、テナ
ントの皆さんに十分な説明をしていませ
ん。松本議員は、テナントの皆さんの声

を聞き納得しないうちは誘致をしないよ
う質しました。また、兵庫県の大規模集
客施設対象の休業等協力金が１か月以上
経ってもまだ入っていないことを指摘
し、事業者の方に早く行き渡るようファ
ッションマートを運営する会社として県
に要請するよう求めました。

答弁ダイジェスト 林議員

答弁ダイジェスト 松本議員

⃝ 安全を最優先にした「神戸観光モデル」
の実施を

一般財団法人 神戸観光局



⃝神戸ワイン事業について
� 　　　�松本のり子議員
⃝但馬牛の飼育事業について
 　　　 林まさひと議員

その他の質問

森本真議員・今井まさこ議員が代表質疑に登壇します
神戸市のホームページからご覧いただけます

　一般財団法人神戸農政公社は、市民福
祉の向上と市域の農漁業や里山・農村地
域の発展を目的として、六甲山牧場や海
釣り公園、フルーツフラワーパークなど
の運営をおこなっています。須磨海釣り
公園は、2018年８月の台風で受けた被害
を、全体で35億円かかるとの理由で放置
したままです。松本議員は、民間任せに
し、行政責任を放棄する市の姿勢を質
し、市民に愛されている須磨海釣り公園

の改修と再開を市の責任ですすめるよう
求めました。

　雲井通５丁目再開発株式会社は、2018
年３月に策定された「新たな中長距離バ
スターミナルの整備に向けた雲井通５ 
・６丁目再整備基本計画」に基づいて、
「再開発会社施工」による市街地再開発

　一般財団法人神戸住まいまちづくり公
社は、賃貸住宅や賃貸オフィス事業をは
じめ、ゴルフ場の運営事業や三宮周辺地
区再整備事業などを担っています。賃貸
住宅運営事業では、若者世代への住まい
の提供や新婚や子育て世帯への家賃支援
制度をおこなっています。林議員は、若
者世代に神戸に住み続けてもらうため
に、コロナ禍で大変な時こそさらなる支
援制度を実施すべきと求めました。

事業の実施を目指して設立しました。現
在サンパルや勤労会館・中央区役所のあ
る雲井通５丁目にバスターミナルや音楽
ホール・高級ホテルが入る高層ツインタ
ワーを神戸市も約520億円を負担して建
設する計画をすすめています。林議員
は、コロナ禍でJR西日本が三ノ宮駅前
再開発の見直しを発表したことを指摘
し、雲井通５丁目もコロナの影響を見据
え再検討すべきと求めました。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　中原都心再整備本部長：いずれコロナ
が終息すれば元に戻る。５・６年先の完

　専務理事：今コロナの関係では何も支
援は考えていない。
　林議員：働いている方は（コロナの）
影響がある。子どもが中学を卒業するま
での家賃支援について、さらに期間延長
などの手立ては考えられないのか。
　専務理事：今後の検討課題としていき
たい。 

成を前提にし、バスターミナルの需要も
十分だろうと認識している。
　林議員：国の直轄事業であっても、県
も市も税金から負担している。今本当に
このツインタワーの建設が市民のために
なるのか、見直すべきだ。
　鈴木局長：社会情勢の変化に合わせて
見直すべきは見直す、ノーチェックでは
なくチェックをしながら、必要であれば
軌道修正もする是々非々の立場ですすめ
ていきたいと思っている。

修への投資をおこなう意向は確認できな
かった。
　松本議員：他人任せ、民間頼りではな
く、市が主体的にできないのか。
　安岡農政担当局長：平磯にも海釣り公
園はある。引き続き事業者を探しながら
検討する。
　松本議員：全国で初めて神戸市が作っ
た素晴らしい施設だ。早急に再開方法を
考えるべきだ。

　安岡農政担当局長：当初は被害を受け
た箇所だけ修理するつもりだったが、老
朽化もすすみ安全性の確保が難しいと判
断し、民間事業者に投資意欲や事業性の
確認をおこなった。
　松本議員：この海釣り公園は海上を利
用した低廉で市民ニーズに合った施設
だ。全部改修すると莫大なお金がかかる
が、渡橋だけでも改修し利用することは
できないのか。
　安岡農政担当局長：少しずつ直すやり
方でも概算で約25億円がかかる。民間事
業者に聞き取りをおこなったが、施設改

31日（火）
　本会議（議案質疑 未定）

８
月

１日（金）・４日（月）
　常任委員会
７日（木）
　本会議（討論）
８日（金）
　本会議（一般質問）

10
月

１日（水）・２日（木）
　常任委員会
６日（月）・７日（火）
　本会議（代表質疑）
８日（水）～17日（金）
　�決算特別委員会（局別審査）
24日（金）
　決算特別委員会総括質疑
28日（火）
　意見表明・意見決定
30日（木）
　本会議（議案質疑 未定）

９
月

　� �松本のり子議員

一般財団法人 神戸農政公社

民間任せにせず
市の責任で改修し再開を！

須
磨
海
釣
り
公
園

　� �林まさひと議員

雲井通５丁目再開発株式会社
整備　
本部長「終息すれば元に戻る」

コロナ軽視した市民置き
去りの再開発やめよ！

　� �林まさひと議員

一般財団法人 神戸住まいまちづくり公社

若者に選ばれるまち目指すなら
子育て世帯に支援拡充を

都 市 局８月５日

⃝ゴルフ場運営について
⃝インキュベーションオフィス運営について
 　　　 松本のりこ議員
⃝三宮周辺地区再整備について
⃝すまいるネット事業について
 　　　 林まさひと議員

その他の質問

９月７日（火）10時頃から日時 市議会本会議場場所
時間が多少ずれこむ場合がありますので、余裕をもってご覧ください

本会議および委員会のインターネ
ット中継をおこなっていますの
で、ぜひご利用ください。

９月議会が
はじまります

８
月
31
日
りよ
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　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が８月５日と11日にひらかれ、日本共産党神戸市会議員団の松本のり子議員、
林まさひと議員が外郭団体の運営状況などについて質問しました。

外郭団体特別委員会審査から②

答弁ダイジェスト

　� �松本のり子議員

神戸新交通株式会社

社員の生活脅かす大規
模投資優先の姿勢正せ

　松本議員：社員の給与は引き下げなが
ら、大金を使ってホームの拡張をすすめ
るなど理解できない。混雑時の大半は市
民病院の職員の皆さんだから病院と交渉
して時間をずらすなど工夫をして対応す

べきだ。
　代表取締役常務：病院にはフレックス
タイム制をお願いしている。
　松本議員：朝の30分の混雑のためにホ
ームを拡張しなくても十分対応ができる
のではないか。兼業の賃貸事業もフロア
が空いたまま対策もとらず、また空港ま
でのライナーを延伸したことで借金が膨
れ上がっている。無駄なことをして赤字
だからと、社員の生活を脅かすことはや
めるべきだ。

　株式会社OMこうべは、須磨パティオ
やプレンティをはじめとするショッピン
グセンターの運営や海上アクセス事業、
西区新庁舎整備事業などをおこなってい
ます。林議員は、西区新庁舎建設につい
て、夜間や休日にも全長80ｍにもおよぶ
クレーン車が折りたたまれず伸びたまま
になっており、周囲住民から不安の声が
あがっていることを指摘し、市民が安心
できるよう施主として丁寧な対応を求め

ました。

　常務取締役：厚労省の安全規約とメー
カーのマニュアルにのっとっている。
　林議員：新西図書館を建設している施
主業者はしっかり折りたたんでいる。関
電高浜原発事故のようにならないか住民
から不安の声があがっているが、周辺住
民に説明ができていないのではないの
か。
　常務取締役：要望のあったマンション
にはビラと掲示でお知らせをした。
　林議員：どこにあるのかわからないよ
うな掲示では、とても丁寧な対応とはい
えない。区民のための施設の建設だか
ら、区民が安心できるよう丁寧な説明と

対応をすべきだ。
　代表取締役社長：求められることがあ
れば、しっかり説明に尽くしたいと思っ
ている。

答弁ダイジェスト

都 市 局８月５日

　神戸新交通株式会社は、ポートライナ
ーと六甲ライナーの運営と不動産賃貸を
兼業しています。神戸新交通株式会社
は、コロナの影響で乗客が減り大幅な減
収となった対策として、社員の賞与の引
き下げをはじめとする人件費の見直しを

決定しました。一方で、大規模投資は圧
縮するとしながら、混雑緩和を理由に三
宮駅ホームの拡張工事をすすめようとし
ています。松本議員は、コロナで暮らし
が大変な市民・社員の生活を脅かす給与
削減はやめるよう厳しく追及しました。

　� �林まさひと議員

株式会社OMこうべ

施主として区民の
安全・安心を第一に

西
区
役
所
新
庁
舎
建
設

９月10日（金）18時30分から日時
　久元市政の２期８年は、新自由主義－規制緩和万能、弱肉強
食、自己責任押し付けの冷たい市政でした。こうした歪んだ市
政運営によって、医療体制や保健所体制はじめとした公的なセ
ーフティネットを弱体化させ、コロナ・パンデミックから市民
の命とくらしを守る役割を果たせない神戸市にしてしまったこ

とが明らかになりました。
　市会報告会では、森本真団長が久元市政の歪みの根本にメス
を入れ、現市政のどこを変えれば、市民の命とくらしを守れる
あたたかい神戸を実現できるか転換の道筋を報告します。

市政報告会を開催します ご参加はこちらから➡
Zoom
にて

ミーティングID 837 4164 8619
681957パスコード



その他の質問

⃝ 物流事業者への施設賃貸について
� 　　　�松本のり子議員

神戸航空貨物ターミナル株式会社

　� �林まさひと議員

株式会社ウォーターフロント開発機構

神戸らしい
歴史残した施設に

中
突
堤
中
央
ビ
ル

　� �松本のり子議員

阪神国際港湾株式会社

ムダな巨額投資やめ
相互に協力し合える運営を

神
戸
港・大
阪
港

港 湾 局８月11日

　株式会社ウォーターフロント開発機構
は、「港都 神戸」グランドデザインの策
定に基づいて、都心・ウォーターフロン
トの将来構想を踏まえながら企業と協働
で再開発をすすめるとして、2021年５月
に設立されました。新港第２突堤にはホ
テルや文化施設を含む総合集客施設を建
設、突堤基部には文化・創造複合エリア
としてポートミュージアム（水族館など
の複合施設）やオフィスなどの建設を計
画しています。現在、ポートタワーに隣
接する中突堤中央ビルは南館北館ともに
老朽化が激しく、建て替えて民営化する

　阪神国際港湾株式会社は、2014年に大
阪港と神戸港が経営統合し「阪神国際港
湾株式会社」になりました。しかし、そ
の後分離と統合を繰り返して今に至って
います。これまで神戸港と大阪港では船
舶の大型化にともない、多くの箇所で大
水深バース（大型コンテナ船が接岸可能
な水深15メートル以上あるコンテナ埠頭
のこと）の整備をおこなってきました
が、さらに高規格ガントリークレーン
（大型で荷役効率が高いクレーン）もそ
の全てに整備しようとしています。この
整備にはクレーン１基に約10億円もかか
ります。松本議員は「国際港湾株式会社

予定ですが、北館は区分所有建物となっ
ています。林議員は、区分所有者に強硬
な姿勢をとらず神戸らしいレトロな雰囲
気を残したものにすべきと求めました。

　常務取締役：中突堤周辺地区に関する
サウンディング調査を実施し、民間事業
者からは南館単体では事業性に乏しく南
北一体開発をすれば事業性は高まるとの
意見があった。区分所有者と今後のあり
方等について意見を交換する予定だ。
　林議員：区分所有者の方からは「長年
商売しながら神戸の港の発展にかかわっ
てきた」「今まで売ってほしいと言われ
ても断ってきた」という話を聞いた。き
ちんと区分所有者の方々と話をして、港
の発展の起点として神戸らしい昭和レト
ロな雰囲気を残すべきではないか。
　加島担当局長：ここは臨港地区で今後

住居を含む建築ができないので、今その
まま改修するのは現実的には難しい。区
分所有者の皆さんと意見交換しながらす
すめていきたい。
　林議員：今後くれぐれも区分所有者の
方々に無理押しせず、神戸の歴史を残し
たものにしていただきたい。

答弁ダイジェスト

　常務執行役員：阪神港・神戸港・大阪
港のスケールメリットをどう生かすかが
国の大きな課題となった。大阪港は輸
入、神戸港は輸出という位置づけで考え
ており、今後もこの二つの港を運営して
いく中で阪神港全体の競争力を高めてい
きたい。
　松本議員：一つの会社なのに役割を分
けて別々に運営しているようだ。今後基
幹航路を含めてアジア貨物について、一
緒に検討すべきだ。
　常務執行役員：会社経営そのものを一

答弁ダイジェスト

⃝ 他都市と類似したものではなく150年
の神戸港の歴史残した再開発を

 　　　 松本のり子議員

その他の質問

森本真議員・今井まさこ議員が代表質疑
神戸市のホームページからご覧いただけます

９月７日（火）10時頃から日時 市議会本会議場場所
時間が多少ずれこむ場合がありますので、余裕をもってご覧ください

体化するメリットは十分感じている。今
後も会社が一つになって取り組んでいき
たいと思っている。

の中で大阪港と神戸港とを上手に活用で
きれば、両港の全てに整備する必要はな
いのではないか。高齢化で人口が減少し
ている中で過剰な投資はやめて、発展し
ているアジア航路について神戸港と大阪
港が一緒に取り組んでいくべき」と質し
ました。

視聴は
こちらから

選挙管理員会が、
神戸市長選挙の
執行について
発表しました

2021年11月19日任期満了による神戸市長選挙をおこないます

10月10日（日）選挙期日
の告示日 10月24日（日）選挙

期日
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