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コロナ禍に政府がすすめる病床削減を当然視する市長でいいのか？
市民の命とくらし守れる
市政へ転換を！ 森

本
議
員
が

�
議
案
質
疑

　８月31日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市議団を代表して森本真議員が議案質疑に立ち、
この度上程された補正予算のうちコロナ対策について
久元市長らの見解を求めました。

　この度の補正予算では、
「新型コロナウイルス感染症
について、変異株の影響によ
る第５波や今後の感染拡大に
対応するために、ワクチン接
種を促進するとともに、医療
供給体制の安定的確保に取り
組む」としています。しかし
現在、第４波をこえる過去最
大の感染拡大が起き、若年層
の感染拡大が猛烈に増え「あ
らゆる手立てをつくして命を

救うこと」が求められていま
す。森本議員は、コロナ禍に
公的病院である神戸労災病院
と三菱神戸病院の68床の削減
を市が認めたことや、中央市
民病院の移転で大幅に病床を
減らしてきたことを厳しく追
及し、「今すべきことは、一
般医療を守りつつコロナ病床
の大幅な確保および回復病床
の確保をするべきだ」と質し
ました。

　９月１日から新学期が始ま
りましたが、学校園・保育所
の保護者や子どもたちからは
不安と懸念の声が多数寄せら
れています。 西村経再相が
「特に深刻な首都圏や関西の
学校の先生に定期的なPCR検
査ができるよう自治体と調整

中だ」と明らかにしたことに
触れると、市長は「聞いてい
ない」教育長は「予定してい
ない」という国任せで市とし
て無責任な答弁をしました。
森本議員は、高齢者・障がい
者施設だけでなく、子どもた
ちが安心して学校生活を送れ

るよう、教職員の頻回のPCR
検査と早期のワクチン接種を

はじめ、徹底した感染対策を
求めました。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　小原副市長：ワクチン接種
を迅速にすすめ、この危機を
乗り越えたい。
　森本議員：ワクチンに頼っ
ていてはだめだ。今、自宅療
養者も療養先調整中も1000件
近くにものぼっている。コロ
ナ患者にとっての願いは安心
して十分な医療が受けられる
ことだ。そのためには病床の
確保が一番重要だ。 
　久元市長：改めて（病床）
拡大する。最終的にはさらに
増やす予定を組んでいる。
　森本議員：中央市民病院の
移転時に1000床あった病床を
300床削減した。また、昨年

　森本議員：２回接種したら
PCR検査をしないのはいかが
なものか。感染の伝播の鎖を
断つためには、学校や保育所
など現在感染拡大していると
ころにPCR検査をすべきだ。
経再相が提言したように、神
戸市でも教職員を対象に定期
的なPCR検査を実施するの
か。
　久元市長：まだ国からは聞
いていない。
　森本議員：10代の感染が広

急性期病床を68床も減らすこ
とを認めた。コロナが大変な
時期に病床を削減すべきでは
ない。
　久元市長：病床削減でコロ
ナ患者受け入れに影響するこ
とはない。神戸に限らず、わ
が国の人口当たりの病床は決
して少なくはないし、一般病
床を確保すればコロナ患者が
受け入れられるという問題で
はない。
　森本議員：災害時レベルと
いう認識で対応し、症状に応
じて適切な治療が受けられ
る、重症になった時に入院で
きる施設が神戸で保障される
ことが大事だ。

がる中、万全な感染対策が不
可欠だ。
　長田教育長：最低１ｍ距離
をとるということがマニュア
ルで示されているが、あくま
でも目安で、これまで講じて
きた感染防止対策はデルタ株
においても非常に効果がある
と文科省からも通知が出てい
る。
　森本議員：子どもたちのた
めに神戸市として学校での万
全な安全対策を取るよう明言
し、実行すべきだ。

１．�新型コロナウイルス感染症対
策について

　⑴�コロナ入院病床の大幅な確保及び
回復病床の確保について

　⑵�感染伝播の鎖を断つための大規模
なPCR検査の実行について

質
疑
項
目

久元市長も教育長も
国任せの無責任な答弁に終始
子どもたちの安全最優先に
市が率先して徹底した対策を



月 日 曜日 審査順位 質問予定時刻 分科会 担当議員
会計室・市長室・行財政局

9

8 水 4 13：40 1 大かわら鈴子
消防局・危機管理室 5 14：25 2 西　　ただす
企画調整局 9 木 3 12：35 1 朝倉　えつ子
港湾局 6 14：55 3 森本　　　真
健康局 10 金 4 13：40 2 松本　のり子
こども家庭局 5 14：25 3 味口としゆき
都市局 13 月 2 10：50 1 今井　まさこ
環境局 3 12：35 2 山本じゅんじ
建築住宅局

9

14 火 1 10：10 1 朝倉　えつ子
経済観光局 4 13：40 3 林　まさひと
水道局 15 水 2 10：50 2 山本じゅんじ
文化スポーツ局 3 12：35 3 森本　　　真
交通局 16 木 6 14：55 1 大かわら鈴子
福祉局 1 10：10 2 松本　のり子
建設局 17 金 6 14：55 2 西　　ただす
教育委員会 2 10：50 3 味口としゆき

21年度９月議会・決算特別委員会日程と共産党議員の質問予定 ご視聴ください

９月24日（金）13時30分頃から日時

市議会本会議場場所

決算特別委員会局別審査も時間が前後する可能性がありますので、
余裕をもってご覧ください

西ただす議員が
総括質疑

子どもたちや保護者の願い受け止め、
少人数学級の早期実現を

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。

学校現場には申し訳なかったが、急遽３日
間の登校日はなくすよう変更した。子ども
たちへの感染が盆明けから増えているため
だ」と述べるとともに、９月１日からの登
校に対しても、「まずは３日間様子を見な
がら対処したい」としました。同時に、６
日からは「朝や、夜ごはんも食べられない
子どもたちがいるなかで、出来るだけ給食
は出したい」と話しました。
　分散登校については、「学校ごとに判断
したい」としながら、「第一波の際のいっせ
い休校は社会的影響が大きすぎた。学校教
育は続けていきたい」としました。また、
感染対策のため登校を見合わせることを検
討しているご家庭に対し、「色々なパターン

　８月27日、日本共産党神戸市会議員団
は、神戸市教育委員会に、「学校夏休み明け
にあたっての緊急要望」をおこないました。
　子どもへの感染が広がるなかで、保護者
や子どもたちから不安の声があがっていま
す。日本共産党神戸市会議員団は、これま
での延長線上でない対策の強化を求めまし
た。
　市教委側は、「夏季授業日は、保護者や

があるので、欠席と扱わない」としました。
　不織布マスクについては、「特に低学年
の児童については、呼吸がしんどいなどの
問題があり、外してしまう場合もあるが、教
職員については徹底したい」と答えました。
　日本共産党神戸市会議員団は、「今の学
校の状況では、文科省が求める２メートル
や１メートルのソーシャルディスタンスは
とれない。ただちに前倒しで、少人数学級
の検討をすべき」「子どもたちや保護者の
願いをしっかりと受け止めてほしい」と強
く要望しました。

視聴は
こちらから➡

市議団が緊急申し入れ

三宮再開発などの大型開発より
コロナ禍から市民の命とくらし、
健康や生業守る市政に

神戸・市民要求を実現する会が 緊急
要望

　神戸・市民要求を実現する会（以下「実現する会」）が
８月27日に、久元市長に対し「新型コロナウイルス感染拡
大にともなう、市民の命と健康、雇用と生業を守る緊急要
望」の申し入れをおこない、日本共産党神戸市会議員団の
森本真団長と大かわら鈴子議員が同席しました。

　実現する会は、毎年神戸市の予算編成にあたって要望書を提出し、
懇談を重ねてきましたが、神戸市をふくむ兵庫県下への４度目の緊急
事態宣言の発令にともない、改めて「緊急要望」をとりまとめました。
　緊急要望書では､ 以下の内容を求め９月中の回答を求めています。

　実現する会の岡﨑史典事務局長は、申し入れで「コ
ロナ禍のもとで、公的な支援が求められる時に、久元
市長は病院の統廃合、病床の削減、保健所の縮小など
逆行する施策を続けている。三宮再開発や市役所建て
替えは中止・ 凍結し、コロナ禍から市民の命とくら
し、健康や生業を守る予算に集中する市政に転換すべ
きだ」と求めました。

申し入れをする実現する会の
岡﨑史典事務局長（左から２番目）と
森本団長（左から３番目）と
大かわら議員（一番左）

◦�PCR検査体制を学校園、家庭、職場、駅頭など気軽に繰り返し検査できるよう
に拡充して感染拡大を抑え込むこと
◦医療機関への減収補填や医療・介護従事者への支援、中小業者への支援の拡充
◦経済的に苦しい立場に置かれやすい女性や非正規労働者、学生への独自支援
◦�新学期を控える学校園での感染防止からも、保育所、幼稚園、放課後学童クラ
ブなどの過密解消と少人数学級をすすめること
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2021年９月19日（日）No.294

市民の命とくらし第一の市政に

目先の効率化に偏重した国追随の
新自由主義路線施策に終止符を!!

森
本
議
員
が

�
代
表
質
疑

　９月７日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党神
戸市議団の森本真議員と今井まさこ議員が登壇し代表質
疑をおこないました。１年半にもおよぶコロナ禍で神戸
市は病院・病床の削減やPCR検査の抑制、職員削減を当
然視し、一方でコロナ前の不要不急の大型再開発を推し
すすめています。森本・今井両議員は、これまで目先の効
率を優先にした久元市長の新自由主義的施策によって、
市民の命とくらしは脅かされていると厳しく質しました。

　コロナ感染症のパンデミッ
クは神戸市でも大きく広がり
ました。市内での感染者は２
万3000人を超え、入院できず
自宅や高齢者施設で留め置か
れて亡くなった方もでていま
す。森本議員は「国の政策に
追随し、病院の統廃合や病床
の削減、PCR検査の抑制や保

健所・保健師の削減などの医
療・公衆衛生の切り捨てをは
じめ、職員削減・安上がりな
民間委託をすすめてきた神戸
市政の失政が招いた結果だ」
と指摘し、公的責任を後退さ
せ、市民には責任をおしつけ
る久元市長に対し、首長とし
ての責を質しました。

　コロナ禍のもとで多くの中
小業者は、先が見えず貯蓄も
使い果たし苦しんでいます。
しかし、久元市長は「外資系
企業の誘致こそが神戸経済の

成長を促す」と考え、「国か
らの支援がないから」と中小
業者への支援をしません。森
本議員は「市内の中小業者こ
そが神戸経済の主役だ。地元

企業を助けることが市長の役
割だ」と強く訴え、長引くコ

ロナ禍で苦しむ中小業者への
支援を求めました。

田区の老健施設で100名を超
えるクラスターが発生し、入
院できたのはわずか３名。助
かるはずの命が助からなかっ
た。このようなことは二度と
起こらないよう病床削減路線
はやめるべきだ。
　また、コロナ禍で児童虐待
が増大し、児童相談所の一時
保護所の看護師不足が起きて
いる。子どもたちの命を守れ
ない行財政改革をまだすすめ
るつもりなのか。
　小原副市長：新年度に新た
に整備し機能強化をしていく。
　森本議員：建物の問題では
ない。マンパワーの問題だ。
事務事業評価に基づき、夜間
の相談業務をNPOボランテ
ィア任せにしたことで、児童
の追い返しが起こった。子ど
もの命とお金どちらが大切な
のか。

　小原副市長：この不適切事
案の発生原因は業務委託では
ない。看護師不足については
わからない。
　森本議員：きちんと実態を
確認し、子どもたちの命を守
るために必要な職員を確保す
べきだ。
　さらにコロナ禍で雇用が不
安定な時に神戸市は、 市が
100％出資する外郭団体であ
る交通振興株式会社を解散し
400名もの職員を失業へ追い
込んだ。こんなことは許され
ない。
　久元市長：これまでの事業
を最も費用対効果の高い最適
な運営をおこなうという観点
から解散とした。
　森本議員：今先行き不透明
なコロナ禍が続く中で多くの
職員が路頭に迷うことがない
ようにすべきだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　小原副市長：今後の病床の
推移については国の動向を鑑
みながら県が中心となって考
えていく。
　森本議員：医療費抑制や病
床削減、医師・看護師の養成
制限などマンパワー不足のゆ
とりのない医療体制をつくっ

　森本議員：地方創生臨時交
付金（事業所分・市町村分）
が支給されるが、困っている
中小業者への支援に使われる
のか。
　今西副市長：神戸市には10

てきた国の動向ばかり鑑みて
きたのが大きな間違いだ。
　久元市長：（病床削減には
答えず）コロナに対応できる
病床確保は非常に重要な課題
だ。そのために全力で取り組
んでいる。
　森本議員：全力で取り組む
姿勢が見えない。第４波で長

億円入る予定だが、制約があ
る。国、県と連携し必要に応
じて予算編成をする。
　森本議員：市町村分だけで
なく都道府県分もあるのだか
ら、中小業者が困らないよう
にしっかりと支援すべきだ。

１．�コロナ禍で浮き彫りになった市
長の市政運営の問題点について�

２．中小業者への支援について

質疑
項目

中小業者こそ経済の主役
市長の役割果たし地元企業への支援を



コロナ前の計画ありきの姿勢改め、
コロナ後の変化見据え中止を

三　宮
再整備
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一極集中を疑問視する意見も
あがっている。議論を踏まえ
てすべきだ。
　今西副市長：感染症に強い
都心のあり方を目指して立ち
上げた。最先端を取り入れた
街に仕上げたい。
　今井議員：感染対策だけす
ればいいという問題ではな

い。コロナ前の計画をそのま
ま推進することが問題だ。先
行きの見えない再開発より、
コロナ感染で厳しい実態に追
い込まれている多くの市民や
医療現場で必死に働く方々に
心を寄せて支援することこそ
必要だ。

難だ。国に合わせて段階的に
実施する。
　今井議員：９月から新学期
が始まったが、感染がこわく
登校できない子どもが多くい
ると報じられた。子どもたち
は長期にわたって我慢を強い
られている。大人の責任で解
決することは当然のつとめ
だ。今すぐ少人数学級をすす
めるべき。
　長田教育長：子どもたちが
我慢を強いられていることは
承知しているが、市独自でさ

らなる少人数学級の実施は考
えていないので、市長に対し
ても予算を要望しない。 
　今井議員：子どもの減少で
空き教室がある学校もある。
感染リスクを減らし、子ども
たちが安心して学校生活を送
れるよう、必要な場所と人材
を確保し、国の判断を待たず
に市長の決断で、できるとこ
ろから実施すべきだ。

　コロナ感染症が急速に拡大
し、多くの市民が先行きの見
えない状況にある中で神戸市
は、コロナ以前の計画を見直
すことなく1570億円もの投資
をして、三宮駅前再整備や市
役所２号館、新中央総合庁舎
など数々の不要不急の大型開

発をすすめ、商業や文化、交
流機能などを三宮に一極集中
しようとしています。今井議
員は、コロナ感染がいつ終息
するのか、どのような社会が
求められるのかの答えが不透
明な中、三宮再整備計画は一
旦中止すべきと求めました。

　国は５年をかけて小学生全
学年で１クラス35人以下にす
るとしました。急速に広がる
コロナ感染から子どもたちを
守るために、子どもたちが一
番長い時間を過ごす教室環境

の改善が求められています。
今井議員は、小中学校で一刻
も早く35人学級を実施し、さ
らに高校までを視野に入れた
少人数学級への意向を求めま
した。

　神戸市は、これまで６回の
中学校給食委員会での議論の
最終報告を受けて、「基本方
針（案）」を出しました。内
容は「民間デリバリー方式と
給食センター方式を組み合わ
せる」というもので、多くの

生徒や保護者が望む自校調理
方式は見送られようとしてい
ます。今井議員は、未来ある
子どもたちに、効率・採算と
いう基準ではなく、温かくて
おいしい自校調理方式の給食
を実施すべきと質しました。

１．�都心・三宮再開発など大型プロジェ
クトについて�

２．少人数学級について�
３．中学校給食について

質疑
項目

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　久元市長：持続的な神戸市
の発展と神戸経済の成長のた
め再整備は不可欠だ。

　長田教育長：市独自で前倒

　長田教育長：調査の結果、
敷地内で調理できる学校は極
めて限定的であり、検討対象
から除外せざるを得なかった。
　今井議員：食缶方式と親子
方式のモデル実施でアンケー
トをとった結果では、明らか
に「食缶方式は嫌だ」という
結果に見えるが、いかがか。
　長田教育長：食缶方式と親
子方式を比較するために実施

　今井議員：７月に「都心三
宮における感染症に強い空間
ガイドライン等の検討会」が
立ち上がったばかりで、三宮

しで実施することは多額の財
政負担が生じるため極めて困

したものではなく、生徒の満
足度が異なるのは想定通り
だ。
　今井議員：ランチボックス
を強行した結果、喫食率は40
％を下っている。採算や効率
という基準で強行すれば同じ
失敗をすることになる。 市
は、この子どもたちの素直な
感想に応え、子どもたちが望
む温かい給食を提供する責任
がある。

少人数学級実現早く！
国待ちにせず一足先に市長が決断を

あたたかい中学校給食を
子どもたちの願い真摯に受け止め

自校調理方式実施へ

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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１．�ウォーターフロント再開発に�
ついて

質疑
項目

１．外郭団体の見直しについて
２．企業支援について
３．�データに基づく持続可能な路線
バス網の構築について

４．スマートシティ推進について

質
疑
項
目

決算特別委員会審査から

戸エンタープラズゾーンや神戸国際経済
ゾーンで、医療産業都市など特定地域に
進出する企業に対しては24年間で93億
9900万円も固定資産税・事業所税の軽減
で支援。さらに雇用が増えれば補助金が
上乗せされる。まさに誘致する企業には
至れり尽くせりの支援だ。
　竹内新産業部長：制度を創設以来、土
地処分255ヘクタール、雇用創出１万
4000、投資額5700億円、税収増加等、神
戸経済の活性化に効果をあげてきた。
　朝倉議員：ベンチャーなどは、大盤振
る舞いしても東京進出など撤退する企業
もある。

　神戸市は、新港第１突堤基部と第２突
堤を民間に売却し、世界を魅了するラグ
ジュアリーな街にするとし、民設民営に
よる再開発をすすめようとしています。
民間企業が公共施設を建設すると固定資
産税等の減免や金融支援など至れり尽く
せりの特例措置が受けられます。さら
に、市が100％出資して外郭団体までつ
くり開発からマネジメントまでを担って
います。森本議員は「もともとこの計画
はコロナ前のインバウンド頼みの企業優
遇の再開発だ」と指摘し、三宮再開発も

含めてコロナ後を見据え一旦立ち止まっ
て計画を見直すべきと質しました。

答弁ダイジェスト
　長谷川局長：神戸経済の波及効果のた
めに民設民営の事業は不可欠だ。
　森本議員：コロナ前はインバウンド誘
引の方針だったが、今インバウンドの見
通しは立っていない。見直すべきだ。
　長谷川局長：民間の責任なので我々は
心配していないし、見直しもしない。
　森本議員：コロナ禍で様々な計画が見
直される中、市民のためでなく企業が儲
かるために市が土地を提供するような再
開発は再考すべきだ。

　今、地元に根付く中小事業者が深刻な
状況だ。国追随の（新産業に特化した）
企業への支援よりも、苦境に立たされて
いる事業者の経営を維持していく支援に
こそ転換すべきだ。

　神戸市は神戸経済の持続的成長をめざ
すとして、スタートアップ、企業、学生等
の連携促進をはかる「ANCHOR KOBE」
を創設しました。投資額は１億4000万円
で、現在145社の企業が会員料を払って
参加しています。
　朝倉議員は「特別会員は月15万円、高
い会費を払えるごく一部の企業のためだ
けに、市がまさに特権を与えるような偏
った支援だ」と追及。一部のベンチャー
企業だけを応援するのではなく、今コロ
ナ禍で先が見えず、困り果てている中小
事業者の支援こそ１番にすべきだと求め
ました。

答弁ダイジェスト
　朝倉議員：企業誘致の推進として、神

10月８日（金）
13時30分頃から

日 時

市議会本会議場場 所

ぜひご視聴ください

味口としゆき議員が
一般質問

質問する森本真議員

港湾局審査で森本議員

９月９日

コロナ見据えない
大企業優遇の計画見直せ

民設・民営のウォーターフロント再開発

質問する朝倉えつ子議員

地元に根付く中小事業者の
支援を一番にすべき

企画調整局審査で朝倉議員

９月9日

視聴は
こちらから

　神戸市は、行財政改革の一環として、外郭団体の解散や再編・統合を
すすめています。新たに新設する団体は、再開発やマネジメントを担う
団体ですが、再編や解散をする団体は、路線バスの運行や住宅政策の推
進など、市民のくらしに不可欠な役割を担ってきた団体です。市民を置
き去りにした行財政改革は見直すべきです。

神戸市の外郭団体に対する見直しの方向性
（一財）神戸すまいまちづくり公社 ➡再編・統合
神戸交通振興（株） ➡解散　　　
（株）神戸ウォーターフロント開発機構 ➡新設　　　
（一財）神戸シティ・プロパティ・リサーチ ➡新設　　　

時間が前後する可能性があり
ますので、余裕をもってご覧
ください



　神戸市では保育園職員の欠員が深刻な
問題になっています。その対策として、
民間の職員には給与とは別に市が支払う
一時金や、月額10万円の家賃補助などの
「６つのいいね」制度を開始しました。
しかし、公立にはこの制度は適用されず
欠員は解消されていません。味口議員は
「コロナ禍で保育士の仕事がさらに多忙
を極めている中、公立保育園にフルタイ
ム職員が集まらない仕組みを神戸市が生
み出している。欠員の穴埋めのために安
上がりなパートと会計年度職員の活用で
は子どもの命・安心安全を守れない」と
厳しく指摘し、何でも民間・非正規任せに
した保育政策の抜本的転換を求めました。

い垂水小学校は、少人数学級との関係で
教室数も不足する可能性があります。ま
た、垂水駅前北側にある廉売市場含む商
店街が再開発事業として整備され、建設
予定の30階建ての高層マンションの１・
２階には商業床が計画されています。
　今井議員は「この商店街は昭和レトロ
な雰囲気を残しており、高齢者が安心し
て買い物ができる場所として地域から愛
されている。高層マンションはやめてほし
いとの周辺住民の声も多い」と追及。リノ
ベーション計画を見直すよう求めました。

答弁ダイジェスト
　今井議員：近くにはレバンテとウエス

　神戸市は垂水駅、名谷駅、西神中央駅
を拠点駅と位置付けて、マンション建設
を推進し、人口を駅周辺に貼り付ける計
画をしています。駅近くにマンションを
集中させれば子どもたちの教育環境悪化
につながり、今でも運動場が基準より狭

テがあり、そこの商業床ではどちらも空
き店舗が増えてきている。これ以上この
地域に商業床は必要ないのではないか。
　手塚地域整備担当局長：全体の面積は
現状の廉売市場の状況から大きく増えな
いと聞いている。どういう店舗が入るか
は民間事業者の方で誘致活動をすすめる
べきもの。
　今井議員：廉売市場は管理が行き届い
ておらず開いているお店もわずかだ。１
・２階部分に廉売市場分を確保したと言
われるが埋まるはずがない。周りにシャ
ッターが下りているお店があるのに、そ
の場所に同じような計画をたてて、民間
事業者が「店は来るんだ」と主観的にす
すめている。市が市場調査など含めて調
整するべきだ。

答弁ダイジェスト
　味口議員：民間で働けば色々な補助が
あるのに、公立では時給1170円のパート
で、一時金や補助の対象外では職員が集
まるはずがない。正規職員を確保できる
ように制度を考えるべきだ。
　山村局長：保育ニーズのピークは2022
年。先を見据え正規職員と会計任用の職
員がチームを組んでやっていただく。制
約の中で最大限の効果を発揮していくこ
とが重要だ。今の体制を変えるつもりは

ない。
　味口議員：必要な予算もつけず欠員だ
らけで最大限の効果など発揮されない。
子どもの命を守るために、早急に改善す
べきだ。

質
疑
項
目

１．�こども家庭センターの一時保護所
について

２．Ohana保育園について
３．公立保育園の課題について

質
疑
項
目

１．三宮再整備について
２．拠点駅リノベーション計画について
３．駅から離れた地域の対策について

ば入院はできない。国の愚策に追随せ
ず、市民の命をまもる自治体として病床
を増やすべきだ」と質しました。

答弁ダイジェスト
　花田局長：病床の数というより、スタ
ッフの教育、病院の改修、ゾーニングが
できるような構造にしておくとかの方が
コロナの受け入れ数に影響する。
　松本議員：神戸市でコロナの受け入れ
病床のうち７割８割を公的病院が担って
いる。病床削減が医師や看護師など医療
従事者の削減につながり、医療提供体制
に影響を及ぼす。いまこそ、入院（でき
る体制が）が必要だ。

質
疑
項
目

１．神戸市内病院の病床削減について
２．学校園でのPCR検査について
３．保健師の増員と働き方について
４．�コロナ感染者の在宅酸素に補助
すべき

　今年５月に、消費税を財源にした補助
金を、病床削減した病院に配る「病床削
減推進法案」が、自民・公明・維新の会
・国民民主党の賛成多数で可決されまし
た。今年度は195億円の予算が計上、単
純計算すれば削減される病床は１万床に

なります。
　神戸では昨年神戸労災病院44床、三菱
神戸病院24床が地域医療構想の下削減さ
れました。さらに六甲病院は民間病院に
譲渡され、済生会病院は三田市民病院と
の統廃合に向けた協議もすすんでいま
す。コロナ禍の今、医療体制は平時に一
定の余力がいるということです。そのた
めにも市民病院が過去移転にともない減
らしてきた病床144床を元に戻し、さら
に増やしていくべきと質した松本議員に
対し、花田健康局長はベッドの数は減ら
してもスタッフの能力が上がっているか
ら大丈夫と答弁しました。松本議員は
「今、全国でも、入院できず自宅や施設
で留め置かれたまま亡くなる方もでてい
る。スタッフが優秀でもベッドがなけれ

質問する味口としゆき議員

「制約」に固執した安上がりな
対策では子どもの命守れない！

こども家庭局審査で味口議員

９月10日

今すぐ保育士確保のための
制度と処遇改善を

質問する松本のり子議員

医療体制の崩壊！
病床削減はやめよ
健康局審査で松本議員

９月10日

質問する今井まさこ議員

拠点駅リノベーション
計画は見直しを
都市局審査で今井議員

９月13日
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苦しむ中小業者への継続的な直接支援を
決断し、今こそあたたかい市政へ

西
議
員
が
総
括
質
疑

　９月24日に神戸市決算特別委員会がひらかれ、日本
共産党神戸市議団の西ただす議員が総括質疑に登壇し
ました。

　決算議会を通して、日本共
産党神戸市会議員団は、なに
よりも、市民の命とくらしを
守る神戸市政への転換を求め
てきました。
　新型コロナウイルスの発生
から２年近く、中小業者の経
営はますます悪化してきてい
ます。決算委員会で神戸市
は、「経営が厳しい事業者に
対する支援策」をおこなって

いると述べましたが、今の深
刻な状況に見合った補償とは
全くなっておらず、多くの事
業者が休業や廃業に追い込ま
れています。
　西議員は、新型コロナウイ
ルスの長期化により追い詰め
られている中小業者の経営を
補償するための市独自の新た
な直接支援を求めました。

　神戸市はコロナ前、人員削
減を続け政令市において人口
比で最も保健師が少ない自治
体となりました。そのもと
で、令和４年４月にかけて
300人体制にするとしていま
す。しかし、常に新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の最前
線に立ち、長時間過密労働で
働かれている保健師の方の現
状からも、自宅療養者への対

応やPCR検査など必要な対応
が進められていない状況から
も、300人体制では人員が足
りないのは明らかです。とこ
ろが、市長は「デジタル化で
業務が効率化できる」と、こ
れ以上の増員を否定していま
す。西議員は、こうした姿勢
を転換し、市民の命を守るた
めに保健師の抜本的な増員を
進めるべきと質しました。

のあらわれだ。国や県を補完
できず、支援に穴が空いたま
まだ。
　今西副市長：他都市に先駆
けて支援してきた。どういっ
た事業者が救われていないの
かはわからないが、事業者の
声を聞いていないということ
は決してないと断言する。
　西議員：声を聞いているの
に対策ができていないなら、
より問題だ。今回の支援も期
間が短く一過性だ。今必要な
のはコロナ危機を乗り越える

ための継続的な支援だ。
　今西副市長：少ない費用で
多くの効果がある施策を考え
た。
　西議員：もっと大規模に支
援しようとする姿勢が足りな
い。もともと体力のある誘致
企業には優遇し、地元で頑張
る中小業者には直接支援せず
見殺しにしている。市長はど
こを向いて市政運営をしてい
るのか。今こそ市長の決断で
支援すべきだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　今西副市長：国県の施策を
補完的におこなっていくこと
が重要。総合的に活用してコ

　小原副市長：即戦力となる
よう積極的に採用してきた。
　西議員：自宅療養523人の
うち、訪問できたのは157件
だ。保健師が足りていないか
らではないのか。
　小原副市長：ワクチン接種
がすすんだので対応できてい
る。保健師や看護師は限られ
た人材資源だ。有効に活用し
ながら波を乗り切っていく。
　西議員：学校では検査キッ
トを配布し感染の有無の確認
を任せていると聞いた。専門

ロナ禍を乗り切ってほしい。
　西議員：２年近くも救われ
ていない事業者がいるのは、
中小業者を大事にしない姿勢

職が足りていないからではな
いのか。さらに増やそうとい
う意思はあるのか。
　小原副市長：職員を増やす
のは大変だ。非常勤や会計年
度職員も活用する。
　西議員：会計年度職員は経
験が残らず、安定して雇用で
きない。震災以降、歴代の市
長が現場を見ずに職員を削減
してきた結果が今の保健師の
状況につながっている。人員
削減や行財政改革は見直すべ
きだ。

１．�コロナ禍で苦しむ中小業者へ
の支援について

２．�市民の命を守る保健師の増員
について

質
疑
項
目

行財政改革は見直し、命の最前線に
立つ保健師の抜本的増員を！



決算特別委員会審査から②
１．地球温暖化防止について
２．プラスチック問題について
３．アスベスト調査洩れについて

質
疑
項
目

１．公営交通の意義、役割について
２．バス運転士の人材確保について
３．交通振興の解散について
４．�データにもとづく持続可能なバ
ス路線について

質
疑
項
目

質問する大かわら鈴子議員

技術の継承や安全確保のためにも
運転士の正規採用を計画的に増やせ
交通局審査で大かわら議員

９月16日

答弁ダイジェスト
　林議員：市はこれまで「どんどん借り
てください」という姿勢だったが、今にな
って「赤字のところには貸さない」と言わ
れ断られている。コロナ禍で経営が黒字
に転じている事業者がどれほどあるのか。
　豊永副局長：資金需要は落ち着いてき
ている。融資の判断は金融機関がするこ
とだ。
　林議員：職員が訪問しているなら、銀
行がなぜ貸さないのか聞いているはず。
なぜ事業者に寄りそわず、今になって梯

　神戸市はこれまで中小業者への直接支
援には背を向け、融資の条件緩和などで
対応してきました。コロナ感染が猛威を
ふるい緊急事態宣言が続く中、先の見通
しが立たず、中小業者はさらなる資金繰
りを必要としています。しかし、保証協
会も銀行も政策金融公庫も貸し渋りと言
える状態になっており市内の中小業者が
悲鳴をあげています。林議員は、中小企
業に寄りそわない市の姿勢を厳しく質
し、事業者が経営を継続できるような支
援を求めました。

　近年、海洋マイクロプラスチック問題
をはじめプラスチックによる地球環境へ
の深刻な影響が次々と明らかとなってい
ます。政府は2019年プラスチック資源循
環戦略を策定。今年６月にはプラスチッ
ク資源循環促進法が制定され、自治体と
してもプラごみ対策への積極的な取り組

　神戸市の市バス運転士の年齢構成をみ
ると、174人中90人が55歳から60歳、40
歳以下は２割程度と年齢に大きな隔たり
があります。（右図参照）これはこれまで
取り組まれてきた経営計画2020で、一貫
して総人件費の削減、業務縮小、民間委
託など経費削減が優先され、計画的に運
転士の採用をしてこなかった結果です。

その上、運転手不足を補うため非正規の
短時間勤務の運転士を配置し人件費の削
減を行っています。本来公営交通は、市
民の足の確保にとどまらず、神戸市の施
策と連携して街づくりへの寄与、地域社
会への貢献、福祉的配慮等、多面的な役
割を果たすことが求められています。大

かわら議員は、技術の継承や事業の安定
性、安全確保のためにも運転士の正規採
用を計画的に増やすよう求めました。

答弁ダイジェスト
　大かわら議員：今後毎年大量の退職者
が出る。アンバランスな年齢構成がなぜ
これまで是正されなかったのか。
　習田副局長：非常に厳しい経営状況
で、新規採用を凍結していた時期があっ
た。たしかに年齢にアンバランスはある。
今後考えないといけない問題と認識して
いる。効率的な経営をいかに行うか、民
間の力を借りて可能な限りダイヤを守る。
　大かわら議員：効率化だけで済ませて
はいけない。市民の命にかかわる事業を
されている所なので民間だのみでなく、
誰もが安心して便利に利用できるように
すべきだ。

みがますます問われることになります。
　山本議員はプラスチック問題の根本的
な解決には、徹底した発生抑制が必要と
指摘し、法整備などが進んできており、
神戸市としても目標を持ってプラごみ削
減に計画的に取り組むよう求めました。
　また、事業系ごみでプラスチックは燃
えるゴミとして処理されている問題につ
いて、実態を把握し減らすよう計画と対
策をもとめました。

答弁ダイジェスト
　浜本副局長：しっかりと取り組んでい
きたい。（プラスチック）新法ができた
が詳細が明らかになっておらず、まだ計
画を立てる段階にはなっていないと思っ

ている。課題が多く一足飛びにはいかな
いが、回り続けるリサイクルを展開し、
思いを同じくする事業者ともいろんな取
り組みをやっていきたい。
　山本議員：難しいのはわかるがあえて
目標をたててやってほしい。プラスチッ
クの利点はあるが、廃棄量の６割は焼却
され、地球温暖化防止の観点からも好ま
しくない。プラスチック自体を減らして
いかないと意味がないという状況にまで
きている。国の示した一定の数値目標に
向け整合性を持たせたいというのなら、
神戸市として目標をつくるべきだ。

子を外すようなことをするのか。
　西尾局長：市の限られた財源の中で支
援している。
　林議員：中小企業は潰れても仕方がな
いと思っているかのような責任のない答
弁だ。諦めずに頑張って継続してほしい
ということを事業者に伝え財源も確保し
て支援すべきだ。

１．中小企業への支援について
２．融資と事業転換支援について
３．産業育成路線について

質
疑
項
目

質問する山本じゅんじ議員

プラスチック問題に神戸市
として積極的に取り組め！
環境局審査で山本議員

９月13日

質問する林まさひと議員

中小業者がコロナ禍
乗り切れる支援を
経済観光局審査で林議員

９月14日
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公的責任放棄し市民の命とくらし
守らない冷たい市政は転換を!!

「社会保障は自助が基本」久元市長

　10月８日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市会議員団の味口としゆき議員が一般質問に登壇
しました。

　17日告示、31日投票の神戸
市長選で、久元市長は兵庫県
社会保障推進協議会による候
補者への公開質問状に「社会
保障は自助を基本」と回答し
ました。社会保障について久
元市長は「我が国の社会保障
制度は、自らの生活、健康は
自ら維持するという『自助』
を基本として、疾病・介護・
失業などは『共助』で支え、
困窮などは『公助』で補完」
と回答しています。国民の生
存権を規定した憲法25条は国
の社会保障増進の義務を定
め、地方自治法は自治体の役
割を「住民の福祉の増進を図
る」と定めており、社会保障
は公助そのものです。久元市
長の回答は極端な自己責任押
しつけです。さらに久元市長
は、市民の命とくらしを守る
ために不可欠な各区保健所の
復活、病床削減の中止、PCR

検査の大規模実施、事業者へ
の補償、子ども医療費無料化
について「反対」と答えてい
ます（裏面回答参照）。味口
議員は、「認知症神戸モデ
ル」で本来一般会計から対応
すべきものを３年間で９億円
の住民税増税を市民に課して
おり、まさに久元市長が考え
る「自助任せ」であると厳し
く追及しました。
　また、2025年までに750人
の職員を削減する行財政改革
に対して味口議員は「職員削
減と非正規・民間任せで児童
相談所や保育所、保健所での
職員不足が深刻になってい
る」と現場の保健師の声を紹
介し、矛盾した職員削減の方
針を見直すよう求めました
が、久元市長は「保健師の業
務は紙とFAXだから合理化
を」と現実を見ない冷たい答
弁に終始しました。

も継続していく。
　味口議員：２億6900万円集
めて支払われているのは147
万円だ。誰もがなりうるもの
なら市民ではなく行政が負担
すべきだ。市長選の公開質問
で、久元市長は「社会保障は
『自助』が基本」と回答して
いる。
　久元市長：私は自助・共助
・公助がバランスよく組み合
わさって機能することが適切
だと思っている。
　味口議員：「自助を基本」
と書いているではないか。憲
法25条の要請、それに基づく
地方自治法では、公的な支援
が基本だとうたわれている。
市長の考えは誤っている。
　久元市長：私の考えは憲法
とも地方自治法とも何ら矛盾
はない。
　味口議員：完全に矛盾して
いる。コロナのもとでの今の
市民生活を見るべきだ。自助

・共助では命は救えないとい
うことを多くの方が痛感して
いる。改めるべきだ。
　日弁連は健康権の確立に関
する宣言を出している。この
健康権こそが基本的な社会保
障に対する考え方だ。市長は
「自助ではなく公的支援が基
本だ」とここで宣言できる
か。
　久元市長：健康権は聞いた
ことがあるが、憲法上保証さ
れた権利かどうかは判例や学
説に基づいて検討されるべ
き。健康は自分で守らなけれ
ばいけないのは基本だ。
　味口議員：この健康権の宣
言は40年以上も前のものだ。
人権の考え方も社会保障の考
え方も世界でも日本でも進歩
している。その中で認めない
遅れた（市長の）考え方は改
めるべきだ。

答弁ダイジェスト
　小原副市長：認知症は誰も
がなりうる可能性がある。将
来世代に先送りすることなく

市民に広く負担していただく
ことが必要。そのため納税義
務者が一番幅広くいる市民税
で対応することが適切。今後

１．行財政改革2025について 
２． 少子高齢化が進展する中での

社会保障のあり方について 
３．三宮再整備について

質
疑
項
目

味
口
議
員
が
一
般
質
問



財政調整基金も使い、困っている
あらゆる事業者に直接的な経済支援を

森
本
議
員
が

�

議
案
質
疑

　９月30日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市議団を代表して森本真議員が議案質疑をおこな
いました。

１． 新型コロナウイルス感染症
対策

　 �引き続き厳しい状況にある市民・
市内事業者への支援について

質
疑
項
目

　神戸市は、10月の補正予算
案で「４度目の緊急事態宣言
発令に伴い、市民・市内事業
者は引き続き厳しい状況にあ
ることから、市内事業者の経
済活動の支援に取り組むた
め」の補正を編成したとして
いますが、長引くコロナ禍で
苦しむ市内事業者にとって十

分な内容となっていません。
森本議員は、10月補正予算案
の「国の新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付
金」とともに市独自の財政を
出動させ、コロナ禍で困って
いるあらゆる事業者に直接的
な経済支援を実施すべきと質
しました。

　森本議員：発想が逆転して
いる。（支給を）受けられな
い人の声を聞き、それを施策
に反映させるのが市長の役割
だ。コロナは阪神・淡路大震
災以来の危機だ。いろいろな
施策に使えるお金を今困って
いる事業者や市民のみなさん
のために使っていただきた
い。
　久元市長：神戸市の財政規
模は十分ではない。

　森本議員：震災のときも財
政調整基金を切り崩して被災
者の皆さんのために使ってき
た。今大事なことは感染拡大
の第６波を起こさない対策、
感染者が増える前に減らす対
策に全力を挙げることだ。そ
のためにもコロナで困ってい
る全ての事業者、市民への十
分な保障、直接支援を神戸市
独自でおこなう決断をすべき
だ。

答弁ダイジェスト
　久元市長：市内の中小事業
者の皆さんの意見を聞き取り
し、神戸市の財政状況を踏ま

えながら最も適切な対策を提
案させていただいている。こ
れを活用してコロナの危機を
乗り切っていただきたい。

神戸市長選の日程が変更になりました
神戸市長選挙は当初、10月10日告示、24日投開票の予定でしたが

期日前投票の期間は、市長選が18～30日、衆院選が20～30日。投票時間はいずれも午前８時半～午後８時です。
に変更すると神戸市選挙管理委員会が発表しました。

衆議院選挙の
執行に伴い 10月17日 告示・10月31日 投開票

　我が国の社会保障制度は、自らの生活、健康は自ら維持するとい
う「自助」を基本としながら、疾病・介護・失業などの生活上のリ
スクに対しては、共同してリスクに備える「共助」で自助を支え、
自助・共助で対応できない困窮などの状況については、必要な生活
補助を行う公的扶助などの「公助」が補完する仕組みです。
　少子高齢化が進展する中で社会保障費の増加は大きな課題であ
り、その財源を確保するために、消費税増税や医療・介護にかかる
自己負担の引き上げが行われてきたものと認識しています。
　今後、担い手となる現役世代の更なる減少が予測されることか
ら、国民の生活ニーズに応えていくための機能の強化と、将来世代に
制度を安定的に引き継いでいくための持続可能性の強化が必要です。
　市民に最も近い存在である基礎自治体として、市民に十分な説明
を行って理解を求めていくとともに、必要に応じて今後も国と協議
していきます。

社会保障についてご自身の考えは？

※兵庫県社会保障推進協議会の公開質問状より

久元喜造市長の公開質問状への回答文
感染伝播の鎖を絶つために、PCR検査の
大規模実施と事業者への補償 反対

病床・療養施設の確保 賛成

ワクチンのすみやかな確保 賛成
各区保健所の復活、急性期病床の
削減中止 反対

後期高齢者医療、国民健康保険、
介護保険の保険料と自己負担の軽減 どちらともいえない

子ども医療費の無料化が充実できる
神戸市予算拡大 反対

駅前大型開発等の予算を生活直結、
災害対策に変えること 反対
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答弁ダイジェスト

　� �林まさひと議員

神戸市道路公社

幅広い検討で駐車場の
利用促進につとめよ

⃝ 動物科学資料館のイベント運営について
 　　　 松本のり子議員

その他の質問

　� �松本のり子議員

公益財団法人 神戸市公園緑化協会

コロナ禍で失業しないよう
雇用を守る対応を

　� �松本のり子議員

公益財団法人 こうべ市民福祉振興協会

不安の声聞き、状況に
応じた調査速やかに

　常務理事：当協会でレストランを新た
に建設するのは難しい。雇用されている
事業者の方と従業員の間の雇用関係には
我々は関与できない。

　松本議員：雇用について口を挟まない
と言ったが、相手の事業者に対してある
程度は言及すべきだ。 
　常務理事：雇用関係について引き続き
守っていただくよう、今後も事業者と話
合いをさせていただきたいと思っている。

　松本議員：申請中でも暫定での認定で
介護保険を使うことは可能だが、もし暫
定より低い介護認定がおりた場合は、差
額を払わないといけないという心配があ
る。認定までに１か月を超える人もい
る。一日３件だと30日以内にできないの
ではないか。 

　上田副局長：全国平均では政令市の中
でも上位だ。30日以内に出すのは物理的
に難しい。
　松本議員：家族のいない一人暮らしの
申請者は通知までの間不安だ。その不安
払拭のために他都市のように介護事業所
に所属していない調査員などを増員し、
申請者の状況に応じてすすめるべきだ。
　上田副局長：末期がんの方は特例で急
いで調査している。
　松本議員：介護を必要とする方はがん
患者だけではない。早急に申請者に応じ
た調査をおこなうべきだ。

　神戸市道路公社は、六甲有料道路など
の建設・管理および大倉山や荒田公園な
どの有料駐車場の管理・運営をおこなっ
ています。林議員は、荒田公園駐車場に
ついて、常に周辺が満車になっている神
戸大学病院と提携するなどの利用促進を
求めました。

　常務理事：100台ほどのキャパシティ
があるが、維持管理費削減のため地下階
は平日利用できない運用をしている。団
体割引を導入し荒田を展開していく。
　林議員：神大病院周辺では小さなコイ
ンパーキングはあるものの、満車状態で
停められる所を探すのが大変だ。神大と
提携し利用者に割引をするなど努力をし
てほしい。
　常務理事：荒田公園は近隣の商店街な
り市場にご利用いただいている。回数券
を交付し販促に使われている。

　林議員：商店街や市場だけで採算が取
れればよいが、絶えず満車に近い状態で
利用を維持できるよう幅広い検討をすべ
きだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

建 設 局８月23日

福 祉 局８月23日

　公益財団法人神戸市公園緑化協会は、
神戸総合運動公園や須磨離宮公園、動物
に関する教育施設の管理運営やイベント
事業、動物園での収益事業などをおこな
っています。王子動物園内のレストラン

　公益財団法人こうべ市民福祉振興協会
は、市民の福祉活動の振興として、しあ
わせの村の管理運営や子ども・子育て支
援、障がい者・高齢者への支援をおこな
っています。介護保険サービスの受給を
申請する市民に対して訪問・調査をおこ
なう「要介護認定調査」は、神戸市から
の受託業務です。介護保険法では申請か

が耐震不適格という診断の結果、今年度
撤去されることになりました。松本議員
は、長年動物園のレストランで働いてき
た方がコロナ禍の大変な時に失業してし
まわないよう雇用関係を守る対応をとる
べきと求めました。

ら認定通知まで30日以内に処理すること
になっていますが、神戸市は平均32.6日
もかかっています。松本議員は、家族の
いない一人暮らしの方でも不安がなくな
るよう、調査員の増員と申請者の状況に
応じた速やかな調査を求めました。

外郭団体特別委員会審査から③
　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が８月23日と11月１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。



その他の質問

⃝ フォーカススパコンの利用促進について
� 　　　�松本のり子議員

公益財団法人 計算科学振興財団
⃝ クリエイティブラボ神戸の入居率について
� 　　　�林まさひと議員

神戸都市振興サービス株式会社
⃝ 機構への国の関与について
� 　　　�松本のり子議員

公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構

文化スポーツ局８月23日

企画調整局11月１日

　公益財団法人神戸市民文化振興財団
は、スポーツイベント支援事業やワール
ド記念ホールなどの管理運営などをおこ
なっています。松本議員は、アーティス

　神戸市外国語大学では、コロナ禍でも
経済的な負担で就学を断念するようなこ
とがないように、窓口での相談業務をお
こなっています。林議員は、親の減収だ
けでなく、学生自身もコロナ禍でアルバ
イトがなくなったり、シフトが減らされ
て苦労しながら大学に通っているという

　公益財団法人阪神・淡路大震災復興基
金は、阪神・淡路大震災からの復興のた
めの被災者の救済や自立支援、被災地域
の復興対策を進め、被災地域を魅力ある
地域に再生させることを目的として設立
しました。しかし、その目的は概ね達成

トのためのチャレンジ支援事業が今年の
５月で受付が終了していることを指摘
し、財団として２回目の支援事業を市に
対して強く主張すべきと質しました。

厳しい現状を指摘し、アンケート調査や
支援制度の啓発をおこない、優秀な人材
を失うことのないように力を尽くすべき
と求めました。

されたとして、今年７月31日に解散しま
した。松本議員は、今ある基金を引き続
き一般施策で使えるよう担当部局に要望
すべきと求めました。また、林議員は
「概ね」という曖昧な言葉で切り捨てる
べきではないと厳しく追及しました。

で公営住宅を活用した「あんしんすこや
かルーム」を今年の３月に廃止したが、
災害公営住宅での高齢者の見守りのため
に基金を活用してほしい。

　宮道副局長：今の制度を使ったサポー
トをさせていただきながら、この状況が
いつまで続くのか見極め、次の施策を考
えていきたい。
　松本議員：アドバイザーの紹介だけで

　事務局長：適用できる制度を学生と一
緒に相談をしながら、できるだけ経済的
な負担で就学を断念するようなことがな
いように窓口でしっかり対応をしている。
　林議員：学生からの申請で減免の相談
に乗るというのは当然だが、事前にアン
ケートをとるなどして相談に来るように
アクションはとっているのか。

　辻局長：運用財産の活用は未定だ。復
興基金の趣旨も勘案しながら財政当局と
もよく相談していきたい。
　松本議員：災害公営住宅に住んで20年
以上経ち、高齢者の独り暮らしで孤独死
もあると聞いている。福祉局は、これま

本当にうまくいくのか。やはり実質的な
支援金や補助金が必要ではないのか。
　宮道副局長：決してアーティストの
方々をないがしろにしているということ
ではないが、アーティストの方々も含め
て舞台に関する関係者の方々の仕事もつ
くらなければならない。
　松本議員：大人数で頑張っている方へ
の支援も必要だが、一人で頑張っている
方のためにも引き続き支援が必要。市に
支援を求めるべきだ。

　事務局長：アンケートはしていない
が、情報が学生に届くように一生懸命取
り組んでいる。
　林議員：神戸が国際都市としてこの外
大をつくったのだから、大変な思いをさ
せずに優秀な人材を世界に旅立てるよう
に尽力していただきたい。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　� �松本のり子議員

公益財団法人 神戸市民文化振興財団

頑張るすべてのアーティストの
ために市独自の支援早急に

　� �林まさひと議員

公立大学法人 神戸市外国語大学

コロナ禍でも安心して学び、
世界に送り出せるよう支援を

　� �松本のり子議員
　� �林まさひと議員

公益財団法人 阪神・淡路大震災復興基金

高齢者の見守りの
ために基金活用を

12月８日（水）10時頃から日時

市議会本会議場場所
＊�質疑時刻がずれる可能性があります。
あらかじめご了承ください。

大かわら鈴子議員と
山本じゅんじ議員が
一般質問に登壇します
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林まさひと林まさひと
神戸市会議員

2021年２月25日議案質疑2021年２月25日議案質疑

ご相談
ください

お気軽に

明石川流域の
水害対策を早く

子育て支援の充実を

　2021年度２月議会で議案提案を日本共産党とつな
ぐの両議員団を代表して行いました。

　神戸市建築住宅局は、第２次市営住宅マネジメン
ト計画にある市営玉津住宅１～５号棟建設計画の概
要を公表しました。

　「今回の修正案は、市長提案の高校３年生までの入院費
だけでなく、通院費も無料化しようとするものです。こども
医療費の中学卒業まで通院無料化を実施する自治体が兵
庫県下で８割を超える中、無料化に背を向ける神戸市は兵
庫県内でも最も遅れた自治体の１つとなっています。子ど
もがケガや病気をしたとき、お金の心配なく安心して医療
が受けられるようにすることは、コロナ禍の中で子育て支
援の大変重要な施策となるものです。市長にその気がない
ならば，議会のほうから変えさせようではありませんか。議
会としてのチェック機能を果たすた
めにも、提案している内容で本条例
案を修正するべきではないでしょう
か」と提案しました。

西区版 2022年 冬号神戸市会報告

日本共産党神戸市会議員団 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市議会内発 行

コロナ禍での

こども医療費助成
に関する条例及び

ひとり親家庭等
医療費助成に関する
条例の一部を改正する
条例の件に対する
修正案について

こども医療費の中学卒業まで
通院無料化を実施する自治体（兵庫県） 8割

　明石川左岸の西河原・今津地域は天井川に挟まれ、雨水の排水が
悪く、台風で道路が水没する被害があり、住民の要望が繰り返し出さ
れていました。林まさひと議員は地元から水害をなくそうと2016
年、18年、19年と議会で取り上げてきました。地下２ｍに雨水幹線
を掘り進むトンネル工事（シールド工法）で一部解決しましたが、上
流部での工事がようやく始まっています。
　また、明石川ののり面の草刈りについては自治会役員さんと神戸
県民局に要望書を提出し、のり面の草刈りを例年通り行うように申
し入れました。
　また明石川の右岸側の地域からも河川内の雑木撤去など要望が上
がっており、引き続き水害のない安全なまちづくりに取り組みます。

雨
水
幹
線
今
津
地
域
の
現
場

草
刈
り
が
行
わ
れ
た
明
石
川
堤
防

　老朽化が進んでおり、建て替えの要望が強く出され
ていました。計画では、５棟を集約して６階建ての１棟
を建てるとしていますが、管理戸数は従前より減らさ
れます。立地条件は良い場所なので、戸数の大幅な削減
は止めるべきです。また玉津市営住宅は東住宅もあり、
住民の高齢化で「３階に上がるのもしんどい」など声が
あり早期のバリアフリー化が求められています。

市営住宅の
再編は住民の
声を反映させよ

早期のバリアフリー化を
　また、神鉄沿線の市営押部谷住宅27棟と市営
栄住宅25棟は、第３次マネのなかで両住宅を一
体に再編するとして、建て替えではなく、一部の
既存住宅にエレベーターを設置して集約してい
き、エレベーターを設置しない住宅は廃止するこ
とにしており、管理戸数は大幅に縮小されること
が想定されます。住民の声を十分に反映した市営
住宅とするよう皆さんの要望を反映させてまい
ります。

押部谷・栄は戸数の大幅縮小
建て替えられる市営玉津住宅



募集期間

件名

12月10日～１月17日
「王子公園再整備基本方針（素案）について」

親子
方式

91.2% 満足

提出方法

❶郵送
〒650-8570（宛先住所記入不要）
神戸市企画調整局未来都市政策課　意見募集宛

❷FAX 078-322-6208
神戸市企画調整局未来都市政策課　意見募集宛

❸電子
   メール アドレス：ojikoenhoshin@office.city.kobe.lg.jp

❹持参
（平日 8時45分～12時、13時～17時30分までの間）
神戸市企画調整局未来都市政策課
市役所1号館12階

❺意見送信フォーム

ホームページはこちら

　教育子ども委員会が10月４日に開かれ、林まさひと議員は、
温かい中学校給食を学校調理で実現してほしいと、陳情者の声
に賛同して質疑しました。

（10月４日の議事録から）「自校調理方式の金額と、それからセンター
方式の費用、金額ですね。概算でそれほど大きな開きがないという
ふうに思うわけですが、こういうところにしっかりと予算をつける
と、ここの予算を削るのではなくて、初期投資をしてこそ子どもたち
に本来のおいしい給食ができるのではないかというふうに思いま
す。（業者のデリバリー弁当方式）安上がりは結局、高くついたので
はないかと。これまでのやり方、路線では駄目だ」「親子方式あるい
は自校調理方式も併せて検討していくべきだ 」と指摘しました。

　シーパスワン、シーパスワンplus
は、神戸電鉄粟生線沿線の西区民に
とってはなくてはならないもので
す。列車本数が減っていますが、バ
スと違って時刻通りに運行され、市
街地へ出かける高齢者の足として移
動の自由を確保するものになってい
ます。コロナ禍、敬老パスが改悪さ
れ、さらに高齢者に負担を押し付け
るもので許されません。マイナン

バーカードの提示を条件に発行する
というポスターが神鉄駅構内に張り
出されました。これまでもデータの
流出など個人情報保護の点で問題
が指摘されています。引換券の希望
者には手数料が発生するとあり、不
安の声も寄せられています。地域の
皆さんとマイナンバーカードによる
販売方法一本化の見直しを求めてま
いります。

　神戸市は、コロナ感染症の緊急融資が功を奏している、事業転換への
チャレンジ支援など手を打っているという答弁をこの間繰り返してきま
した。林まさひと議員は、決算議会の中で経済観光局に対する質疑を行
い、神戸市の市内経済を支える中小企業への支援の不十分さを追及し、
現場に出向いて事業者の声を聴き、支援を考えるよう指摘しました。

シーパスワンがマイナンバーにひもづけ！？

９月14日決算議会で質疑

　事業転換支援といわれるが、市内６
万6000社の中小事業所が全部どう
やってどういう事業転換ができるとい
うのか？資金繰りの融資にしても、実
情をつかんでいない当局の姿勢が明
らかになりました。コロナ感染症の蔓
延する中で、当初神戸市は特別の体制
もとって融資を進めてきました。しか
し、長引くコロナ禍、先の見通しが付

かず２回目・３回目の融資が必要に
なる事業者も数多い。ところが、いま
金融機関の側が「貸し渋り」になって
いる生々しい実態を業者の声から紹
介し、「いまさらはしごを外すべきでは
ない」とただしました。さらに国に対し
ても、持続化給付金の第２弾、家賃支
援金など実行を神戸市として強く要
求するよう求めました。

中小業者への
直接支援を強めよ！

（９月14日の議事録から）「限りある財源、こういう言葉は使ってほしくない
です。思い切った支援をするから頑張ってくださいと。手だてをするから
廃業はしないで、諦めないで」と市内全中小企業６万６千社にアピールす
ることを提案し「みんながじゃあ頑張ろうかと言えるように政策というの
をつくるべきです」それが「『限りある財源』といわれたら、もうあきらめる
しかない業者も出てくるのではないか？」

融資と事業転換奨励だけで地域経済は回復しない！

王子動物園・公園を縮小する再開発は中止を

神戸市は、食缶方式と親子方式の
給食を試験的に実施して、子ども
たちにアンケートをしました。結
果は、親子方式がおいしかったと
多数の声になっています。

中学校給食は

学校調理で！
小学校と同様に

　なお、陳情は、共産党・つなぐの２会派の賛成、自民・公明・維新・立憲・
国民などの反対で審査打切りに。

市民意見募集

鈴蘭台駅に貼られたポスター

　神戸市は「王子公園再整備基本方針（素案）」を発表。市長が11月23日のTwitterで「私の
関心は動物ではなく」と発信したとおりに、市民から親しまれている王子動物園は縮小し、遊園
地、プールやテニスコートも廃止する計画です。みなさんの声をお寄せください。
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　近年多発する自然災害をはじめ、

気候危機への対策強化は世界的な

課題となっています。必要なのは世

界の平均気温の上昇を抑え気候変

動の影響を最小化することであり、

石炭火力発電所の立地する神戸市

でも、優先して取り組むべき大きな

課題でもあります。

　1 1月に開かれた国連の会議

（COP26）で、産業革命前に比べて

プラス1.5℃以内に気温の上昇を抑

えるという、より踏み込んだ合意とな

りました。プラス1.5℃を達成するた

めには、2030年までにCO２の排出

量をおよそ半分（2010年比）に減ら

し、2050年頃までに実質ゼロを達成

しなければなりません。気候変動へ

の取り組みは果たすべき未来への

責任です。

　日本共産党議員団は、神戸市に

対して神鋼火力発電所の中止をもと

めるよう要求するとともに、自然エネ

ルギーなどを中心に戦略的に導入す

るよう求め続けてきました。

　近年多発する自然災害をはじめ、

気候危機への対策強化は世界的な

課題となっています。必要なのは世

界の平均気温の上昇を抑え気候変

動の影響を最小化することであり、

石炭火力発電所の立地する神戸市

でも、優先して取り組むべき大きな

課題でもあります。

　1 1月に開かれた国連の会議

（COP26）で、産業革命前に比べて

プラス1.5℃以内に気温の上昇を抑

えるという、より踏み込んだ合意とな

りました。プラス1.5℃を達成するた

めには、2030年までにCO２の排出

量をおよそ半分（2010年比）に減ら

し、2050年頃までに実質ゼロを達成

しなければなりません。気候変動へ

の取り組みは果たすべき未来への

責任です。

　日本共産党議員団は、神戸市に

対して神鋼火力発電所の中止をもと

めるよう要求するとともに、自然エネ

ルギーなどを中心に戦略的に導入す

るよう求め続けてきました。

須磨区事務所　須磨区寺田町14-１-13　TEL732-6578 お気軽にご相談ください

12月8日一般質問12月8日一般質問

　中学校給食は市民の声に押されて
実現したものの、導入されたのは安
上がりのデリバリー方式。あったか
い給食へ改善を求める声が広がりま
した。この度、全員が食べる温かい
給食に代わることになりましたが、
給食センター方式に。望まれていた
自校調理方式や小学校で作った給食
を近くの中学校へ届ける親子方式で
なく、再びコストを優先。実施まで
に３年もかかります。
　以前、モデル実施された親子方式
に対して９割の生徒が満足、やや満
足と評価。安上がりの対策ではなく、
美味しくて安全な中学校給食にする
ためにも自校方式や親子方式へ転換
すべきです。

空き家対策に
力を入れよ

子育て・教育

　神戸市は、拠点とされた各駅周辺の再整備を強力に押
しすすめており、名谷駅周辺でも再整備が進められてい
ます。一方で、駅から離れた地域ですすむ人口減少や高
齢化、少子化、増える空き家対策などへの具体策はほと
んどありません。北須磨支所管内の人口は８万５千人あ
まり（国勢調査）にまで減少。高齢化率が市内でいちば
ん高くなっています。適切なコミュニティの維持には、バ
ス路線網の維持・強化や近隣センターの機能拡充をはじ
め、駅から離れた地域の空き家対策などの具体的な取り
組みが必要です。
　住民の方からも「空き家が増えて防犯上も問題」「コミュ
ニティの維持・充実を考えないと、近所との付き合いが
難しく、災害が起きたときにも困る」など、増える空き
家対策を求める声があがっています。
　日本共産党議員団は、かつて高倉台で実施した団地再
生プロジェクトのような取り組みや、ニュータウン再生に
取り組むマネジメント組織の必要性など提起しました。イ
ンフラが整備され、豊かな住環境が整ったニュータウン
の活性化は重要です。

親子
方式学校調理で

温かくおいしい
中学校給食に

温室効果
ガス

排出
ゼロへ

91.2%
満足

バス路線の
維持・強化

近隣
センター
の機能拡充 インフラ

整備

人口減少、
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▶2050カーボンニュートラルへのとりくみ
▶神鋼火力発電所　石炭火力は中止を
▶中小企業支援　直接支援の拡充を
▶王子公園・動物園を縮小する再整備計画は撤回を
▶パワハラ・過労死　　▶芸術文化支援
▶ニュータウン再生　空き家対策に力を入れよ
▶学校調理で温かくおいしい中学校給食に
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　新型コロナ感染症の影響で事業の休止や廃業
など、継続が困難になっている事業所が少なくあ
りません。原油高も加わり、すでにさまざまな事
業活動に影響が出始めており、今後、価格への
影響が心配されます。神戸市は、新型コロナ感
染症対策で事業者支援として独自に家賃サポート
緊急一時金制度を実施。受給できた事業者から
は、さらなる拡充を求める声があがっています。
日本共産党議員団は、少しでも対象者が広がるよ
う、家賃サポート緊急一時金をはじめ直接補助を
さらに拡大し、中小事業者支援を強化するよう求
めています。

　コロナ禍のもとで、過労死・過労自殺を引き起こす長時
間労働やパワーハラスメントなどが横行しています。パワ
ハラは様々な形態で人を傷つけ、痛めつけ、うつ病や退職
に追い込んだり、命さえ奪ったりすることもある、決して
許されない行為です。また、労働基準法に違反するただ
働き残業（サービス残業）もなくなりません。これらの相
談事例が相次いでおり、実効性ある対策が求められてい
ます。

温室効果ガス排出量をできるだけ削減
し、削減できなかった温室効果ガスを何
らかの手段で吸収または除去することに
よって、トータルを実質ゼロにすること。

神戸市と事業者（排出ガス
量、排出水量、延床面積、資
本金などが一定規模以上の
事業所を持つ、協定の趣旨に
賛同した事業者）と結ばれた
協定。

カーボンニュートラル
へのとりくみ

石炭火力は
中止を

パワハラ・
過労死・・・

　神戸市は「2050年カーボンニュート
ラル宣言」を発表しています。しかし、
達成するための具体策はありません。再
生可能エネルギーなどの戦略的導入や省
エネルギーの効果的な推進など、早急に
方針を定めて取り組むことが求められて
います。
　神戸市は地球温暖化防止実行計画の
見直しに着手していますが、それだけで
は不十分です。温室効果ガスの削減には
大量に排出する事業者の協力も欠かせま
せん。日本共産党議員団は神戸市に対し
て、再生可能エネルギーの導入目標など
も含め2050年の目標に見合った環境保
全協定の内容へ見直すことなど、事業者
の取り組みを促すよう求めています。

　神戸市内では、現在稼働中の神鋼火
力発電所の２つの施設に加え、新たに２
つの火力発電施設の稼働が予定されて
います。石炭火力発電は、どれだけ効
率のいいものでも、他の火力発電より多
くの二酸化炭素が発生します。神戸市と
事業者との協定（環境保全協定）には、
発電所について、温室効果ガスの削減
目標がなく、しかも具体性に乏しい内容
ばかりです。それなのに神戸市は「特段
の措置は必要ない」としており、神戸市
の姿勢は極めて問題です。石炭は気候
変動の最大の要因。石炭火力発電はや
めるべきです。

2050

直接支援の拡充を

自然エネルギーを
中心に

中小企業支援

　神戸市は、「王子公園再整備基本方針（素案）」
を発表。駅前の一番便利な場所に大学を誘致す
るとし、市民が親しんだ動物園は、遊園地などの
廃止で縮小に。獣舎の多くが面積基準以下であ
り、動物たちの環境改善のためにスペースは拡大
すべきです。神戸市は民間活用にも言及していま
すが、須磨海浜水族園（スマスイ）が民間移譲
により高額入園料となることが大きな問題となっ
ており、スマスイの二の舞になるのでは？と懸念
されています。市の説明会では批判が噴出。市民
不在での再整備強行は許されません。

縮小する再整備
計画は撤回を

王子公園・動物園

神鋼火力発電所

　コロナ下で緊急事態宣言が続き、公演中止や、人数・収
容率制限などで多くの芸術家・芸術団体・技術スタッフな
どの経済的打撃は深刻です。文化・芸術は、人々に生きる
力を与え、心豊かな暮らしに欠かすことができないもの
です。議員団は、支援の拡充・強化へ予算の抜本拡充を
神戸市に求めています。

芸術文化
支援

2050

+CO2 +CO2
-CO2 環境保全協定

カーボンニュートラル
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　新型コロナウイルス感
染症は、オミクロン株の
問題など予断を許しませ
ん。病床の拡充、保健検査
体制の強化は待ったなし
です。
　西ただす議員は、11月
29日、議案質疑を行い、学
校などへのPCR検査を定
期的に実施し、コロナ感

染症を抑え込むことを提起。さらに、感染拡大時に人員不
足のために濃厚接触者への追跡調査が弱められた痛苦の
教訓に立ち、保健師の増員を行い保健所体制を強化するこ
と、コロナによる後遺症に苦しむ市民への医療費助成など
の支援を求めました。

　世界各地や、日本でも豪雨や暴風、
猛暑など「経験したことがない」気候
変動による災害・被害は、深刻です。
2030年までの10年足らずの間に、全
世界のCO₂の排出を半分近くまで削

減できるかどうかに人類の未来がかかっています。
　ところが、神戸市では灘区に神戸製鋼が大量のCO₂を排
出する石炭火力発電所を２基も増設しようとしています。
　2050年温室効果ガス排出実質ゼロを達成するため、脱炭
素に逆行する石炭火力発電所は増設を中止し、神戸市の責
任で、再生可能エネルギーと省エネルギーへのシフトを推
進すべきです。

11月29日の議案質疑／西ただす議員

　いま大切なことは、感染拡大の『第６波』を起こさないための対策に全力をあげる
ことです。同時に、『第６波』が起きた場合の備えをしっかりすることが必要です。12
月８日まで開催された神戸市議会で、日本共産党神戸市会議員団は、コロナ感染対
策の強化をもとめました。

気候危機の打開

コロナ感染
「第６波」起こさぬ対策と備えを

日本共産党神戸市会議員団

緊急時にも対応できる
医療・保健所体制の強化 地域経済ささえる

中小業者の経営応援を

い
の
ち 

く
ら
し
を
守
る

　長引くコロナ禍のもと
で、離職や雇止めが起こ
り、中小業者も廃業の危機
にさらされています。三宮
など巨大開発と企業誘致
に偏重している経済対策
をあらため、コロナで苦し
む市内業者への支援を抜
本的に強め、雇用と営業を
守ることは急務です。
　12月８日、一般質問で、

山本じゅんじ議員は、原油高の影響も加わり、経営が悪化
している中小業者に対し、市の家賃サポート緊急一時金の
拡充や固定費補助につながる直接支援の実施を求めまし
た。

12月8日の一般質問／山本じゅんじ議員

　コロナ禍のもとで、不安
定な非正規雇用で働く女
性の雇用不安や賃金格差
の問題の解決が求められ
ています。ジェンダー平等
社会を実現していくため
には、男女の不平等の解消
は不可欠です。
　12月８日、一般質問で大
かわら鈴子議員は、「ステ
イホーム」が呼びかけられ

るなかで、女性のDV被害が増えており、女性の経済基盤の
弱さが、DV被害から抜け出せない一因となっていること
を指摘。DV被害者が、生活再建に向けて踏み出していける

よう支援金制度の創設を求めました。

12月8日の一般質問／大かわら鈴子議員

政治の責任で―

若者に
未来を

ジェンダー平等

９条守り、憲法守る政治を

PCR大規模検査で封じ込めを

コロナ危機で痛んだ暮らしと営業への補償と支援



廃止される施設

●プール ●テニスコート ●補助競技場 ●陸上トラック（現スタジアム内）
●わんぱく広場　●遊園地（現動物園内）

王子動物園は
動物福祉の

立場で直営維持を
[建設防災委員会]

六甲アイランド
はじめ、海岸線の
防災対策推進を
[経済港湾委員会]

王子公園のプール、
テニスコート存続を
[総務財政委員会]

生活に必要なバス
路線の維持・充実を
[都市交通委員会]

他都市に類のない、
住民税の超過課税

やめよ
[福祉環境委員会]

保育士の待遇改善と
待機児童の解消を
[教育こども委員会]

コロナで苦境に
たつ文化芸術団体
への支援を
[経済港湾委員会]

職員削減ありきの
水道局の合理化
やめよ

[建設防災委員会]

少人数学級
前倒しへ計画的に
教職員の増員を
[教育こども委員会]

常任委員会（11月30日、12月１日）よりみなさんの願いを市政に届けます

　保護者や子どもたちの願いが神戸市を動かし、教育委員会は、
「冷たく美味しくない」デリバリー弁当方式から、温かく全員が
食べる給食への転換を決めました。
　しかし、このたび発表された「神戸市学校給食センター整備計
画（案）」は、安全で安心な小学校と同じ「自校調理方式」や小学校
で調理した給食を中学校にとどける「親子方式」ではなく、コス
トを優先し、実施まで３年もかかる「センター（共同調理工場）方
式」に踏み切ろうとするものです。昨年モデ
ル実施された「親子方式」にたいして生徒ア
ンケートでは「満足68 . 4％」「やや満足
22.8％」＝合計91.2％が「満足」と答えていま
す。「食育」の観点からも、食中毒などの対策
からも優れている「自校調理方式」「親子方
式」への転換が必要です。

　神戸市は「王子公園再整備
基本方針（素案）」を発表。市長
が11月23日のTwitterで「私の
関心は動物ではなく」と発信
したとおりに、市民から親し
まれている王子動物園は縮小
し、遊園地、プールやテニス
コートも廃止する計画です。
また、「動物園に限らず全体含
めては、もちろん民活という
方法はある」（11月30日総務財
政委員会、企画調整局担当局
長）と、神戸市の直営をやめて、民間任せにすることを示しました。
　須磨海浜水族園（スマスイ）は、民間移譲に伴い、入園料が、大
人1300円→3100円、小中学生無料（のびパス使用）→1800円にな
ることが大問題になっています。現在、王子動物園は、小中学生・
幼児および65歳以上は無料で入園できますが、民間任せになれ
ば、スマスイの二の舞になるのではと、懸念されます。

ご相談はわたしたちまで

王子動物園・
公園を縮小する
再開発は中止を

み
な
さ
ん
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11月22日予算要望書提出

市民意見
募集

あたた
  かい

いのち・くらしを守り、雇用と営業を
まもる神戸市政へ

募集期間

件名

12月７日～１月５日
「神戸市学校給食センター整備計画（案）について」

募集期間

件名

12月10日～１月17日
「王子公園再整備基本方針（素案）について」

中学校給食は
学校調理で

親子
方式

91.2% 満足

　11月22日、日本共産党神戸市会議員団は2022年度の予算編成にあたっての要望書を
提出しました。要望書は、市民のみなさんから寄せられた願いや思いを反映するととも
に、神戸市が住民福祉の増進を図るという自治体の基本的な役割を果たし、新型コロナ感
染症の経験をいかした神戸市政にしていくことを求めています。

三宮開発より、コロナ対策を

提出方法

❶郵送
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階
神戸市教育委員会事務局学校支援部健康教育課　意見募集宛

❷FAX 078-984-0701
神戸市教育委員会事務局学校支援部健康教育課　意見募集宛

❸電子
   メール アドレス：jhs-kyusyoku@office.city.kobe.lg.jp

❹持参

（平日 8時45分～12時、13時～17時30分までの間）
神戸市教育委員会事務局学校支援部健康教育課
神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号
神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階

❺意見送信フォーム ホームページはこちら

提出方法

❶郵送
〒650-8570（宛先住所記入不要）
神戸市企画調整局未来都市政策課　意見募集宛

❷FAX 078-322-6208
神戸市企画調整局未来都市政策課　意見募集宛

❸電子
   メール アドレス：ojikoenhoshin@office.city.kobe.lg.jp

❹持参
（平日 8時45分～12時、13時～17時30分までの間）
神戸市企画調整局未来都市政策課
市役所1号館12階

❺意見送信フォーム ホームページはこちら
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