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王子公園再整備基本方針（素案）の意見募集 2021年12月10日（金曜日）～2022年１月17日（月曜日）意見募集期間
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❶郵送 ※2022年１月17日(月曜日)消印有効
　〒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

❺意見送信フォーム ホームページはこちら

❹持参
　神戸市企画調整局未来都市政策課　市役所１号館12階
　平日８時45分～12時、13時～17時30分の間
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王子動物園を
うばわないで！

　神戸市は、「王子公園　再整備基本方針（素案）」を
発表。再整備コンセプトは、「グローバル貢献都市を先
導する学術・文化・スポーツ拠点の形成」としています
が、駅前の一番便利な場所に大学を誘致するとし、市
民に愛着のある動物園は、遊園地などの廃止で縮小さ
れます。今も面積基準以下の獣舎があり動物たちの環
境をよくするためにスペースは拡充されるべきです。
さらに王子スポーツセンターのプールもテニスコー
ト、サブグラウンドなども廃止するなど、市民サービス
の大後退を強行するものです。

　久元喜造市長は、Twitterで「私の関心は動物ではなく、王子公
園全体の再整備にありました」と本音をポロリ。さらに、「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
間任せにする考えを示しました。
　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、小中学生も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、大人600円、小中学生・幼児
および65歳以上は無料で入園できますが、スマスイの二の舞にな
るのではと、懸念されます。

神戸
　っ子から

　７日開かれた神戸市による説明会では、参加した市民か
ら、不安と反対の声があふれました。参加者からは「説明会
の周知が市民にされていない」との批判の声が出されまし
た。これに対して、神戸市側は、「広報で知らせる時間がな
かった」「自治会など地域団体を通して伝えたが、不十分で
申し訳ない」と答弁。説明会のチラシは数百枚しかおろされ
ていないことも明らかになりました。王子公園や動物園は、
市民が愛着をもっている施設です。市民不在での再整備強
行は許されません。 

市民不在の
再整備方針は撤回を

大人1,300円が3,100円に！
子どもは幼児も1,800円！

●プール　●テニスコート　●サブグラウンド（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）

廃止
される施設

　王子動物園内にある遊園地は、レトロ感あふれ、安価で遊べます（大観覧車
360円など）。神戸市は「老朽化している」ことを理由に廃止するとしています
が、古くなっているのなら、リニューアルすべきではないでしょうか？

なぜ遊園地まで
なくすのか？

　プール・テニスコートは、それぞれ年間３万人前後の市民が利用しています。神戸市東部地域
（東灘区・灘区）には市営の温水プールはありません。神戸市は、近隣に代替のプールがあるとし
ていますが、ポートアイランドスポーツセンターやしあわせの村は、とても近隣とは言えません。
老朽化しているというならば、温水プールに更新すべきです。

プールもテニス
コートも廃止？？

阪急
王子公園駅

駐車場

王子
スタジアム王子

動物園

弓道場

体育館

サブグラウンド
テニスコート

プール 遊園地

スマスイ
では…

（3歳以下は無料）



議案質疑(11月29日)

　みなさんこんにちは。JR住吉駅前で2010年から続けている毎日
宣伝は１月17日で12年が経ちます。最近も今回の決算議会で質問し
たコロナ後遺症の方への対策の問題点を語ると多くの方から声を
かけていただきました。これからも引き続きお気軽にお声がけ下さ
い。もうひとつ力を入れてうったえているのが、王子公園・動物園の
再整備問題です。動物園には11月、３歳の息子にせがまれ、２度行
きました。遊園地で楽しそうに遊ぶ姿を見ながら、大切な場所を守
らなければならないと強く思いました。現在の再整備計画は撤回
し、市民の声に応えたリニューアルを求めてがんばります。

六甲アイランドの
高潮対策

西ただす神戸市会議員

気候危機
　昨年、COP26（気候変動枠組み条約第26
回締約国会議）が行われました。岸田政権は
世界の国々が石炭火力発電所の廃止を進め
る中、新規建設を認めており、気候変動対策
に後ろ向きの国に送られる「化石賞」を受賞し
てしまいました。
　神戸市でも問題となる石炭火力発電所の
増設が狙われています。しかし、神戸市は現
実には進んでもいないCO₂削減策を評価し、
稼働を認める姿勢です。市は2030年までに
温室効果ガスを基準年より５割以上減らすと
していますが、これではむしろ増加してしまい
ます。市として石炭火力発電所停止を求める
べきです。

王子公園・
動物園

再整備問題         市民の

愛着のある場
所

   を奪わない
で

　18年９月の台風21号で東灘区の
沿岸部では広範な浸水被害が起こり
ました。六甲アイランドにおいては市
街地まで浸水被害が起こり、西議員
は当日現場で撮った写真も示しなが
ら、繰り返し早急な対策を求め、対策
は今も進んでいます。西議員は気候危
機への対応とあわせ、高潮対策の新
たな計画を示すことを求めています。

浸水した物流倉庫

親子
方式

91.2% 満足

中学校給食は学校調理で
　中学校給食は、市民の運動の中で実現し、改善が進んできました。
今回市民の声に押された神戸市はいよいよ全員喫食に進もうとして
います。しかし、市はあくまでコストを優先させたセンター方式で実施
しようとしています。昨年「親子方式」のモデル実施が東灘区の六甲ア
イランドと向洋中学校の間で行われました。
その際のアンケートでは、「親子方式」に「満
足」との回答は９割をこえており、学校調理
方式が求められていることはあきらかです。
「食育」や食中毒対策などからも優れている
「自校調理方式」「親子方式」への転換が必要
です。

発行／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
TEL 322-5847　FAX 322-6165
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神戸市会報告

動物園 ●遊園地 ●プール ●テニスコート縮小 廃止
市民にもっと
説明してほしい

　市は「グローバル貢献都市」を先導す
る拠点として、王子公園に大学を誘致
し、それに伴いプールやテニスコート、サ
ブグラウンドなどを廃止し、桜並木も無
くそうとしています。王子動物園は「民
活もありえる」としています。民間移譲さ
れた須磨海浜水族園（スマスイ）は入園
料が1300円から3100円へ、のびのび
パスポートで無料だった小中学生も
1800円となりました。同様の心配があ
ります。この計画は撤回しかありません。

東灘区連絡先 　住吉宮町3-15-8  TEL 414-8875

入園料が
高くなるのは困る

桜並木を
なくさ
ないで

子どもの意見も
聞いてください

私たちが使っている
施設をつぶして
大学誘致って
何なの！？
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向洋中学校において。現地視察とともに
試食をさせていただきました。

神鋼石炭火力発電公害問題灘区連絡会の総会より

あたたかく
おいしい



　私たちは、これまでも神戸市の責任で認知症の対
策を行うよう求めてきました。しかし、『認知症神戸モ
デル』（診断制度と事故救済制度）の財源は住民税へ
の上乗せ・超過課税（３億円）となっています。しか
し、全国を見ても超過課税は財政破たんした夕張市
などほとんど例がなく、社会保障の費用を減らそう
とする市の姿勢が表れています。三宮の再開発に
1000億円以上の予算をつぎこむのではなく、こうし
た市民の命や安全を守るところにこそ予算を使うべ
きです。

　これまで市は事故救済制度
の事業費２.６億円を民間保険
会社に支払いましたが、実際に保険が適用されたの
はわずか15件・158万円。市民にはほとんど還元さ
れていません。そもそも保険制度は『自助・共助』の
発想であり、市の財政で対応すべきです。

戸市は、今回の補正予算で高
齢・障害者施設でのみPCR

検査の回数を増やします。「子どもと
高齢者では『重症化リスク』に差が
ある」と市は繰り返し説明しました。
　そこで西議員は以前特別支援学
校に通う生徒のお母さんが「風邪ひ
とつが命の危険につながる」と言わ
れていたことから、「特別支援学校

や学級の生徒も『重症化リスク』が
あるのは同様じゃないですか？」と
聞くと副市長は答弁に窮してしまい
ました。なるべく範囲を広げたくな
い、というのが本音のようです。しか
し、それでは救える命が危険にさら
されることになります。引き続き、範
囲の拡大を求めて行きます。

子どもたちを守るために範囲拡大を

コ
ロ
ナ
対
策

議案質疑

認知症神戸モデル
の問題点

財源は
超過課税

適用は
わずか15件

ＰＣＲ
検査 神

回、保健所の強化策として、市
はデジタル化や外国人への電

話相談などを提案してきました。　し
かし、第４波では自宅療養者が
2000人をこえ、保健師は本当に危
ない人しか訪問できなくなり、濃厚
接触者の追跡調査もできなくなりま
した。西議員は、現場では正規での

継続的な雇用が求められており、「デ
ジタル化で解決する問題ではない。」
と迫りました。神戸市は、市職員の人
員削減の最中にあり、むしろデジタ
ル化もその促進に使われかねませ
ん。命に関わる人員の増加を引き続
き求めてがんばります。

強化は人員増で

保健所 今

ロナ後遺症となったある男性
は、動くとすぐ動悸が出るよ

うになり、坂の多い鶴甲から引っ越
しされました。在宅酸素が必要とな
り月々１万7000円の負担となって
います。ある高齢の女性は、自宅療
養中も高熱が続き、その後、後遺症
となってしまいました。それまで少
ない年金をカバーするために働き、
月々６万円の収入があったものが途

切れてしまい、一気に生活が苦しく
なりました。必要な時に入院が出来
ない状況は、医療体制などを削減し
てきた行政の結果です。また市は、
後遺症の調査対象を第４波の感染
者に限定し、支援も相談窓口の設置
にとどめています。調査対象を広
げ、医療費助成などに取り組ませる
ようがんばります。

苦しむ方に必要な支援を

後遺症
コ

西議員は、日本共産党議員団を代表して
以下の問題で質疑しました。
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西議員が
議案質疑

　神戸市議会定例市会本会議が11月29日にひらかれ、
日本共産党神戸市会議員団を代表して西ただす議員が
議案質疑に立ち、久元喜造市長らの見解を質しました。

１．�新型コロナウイルス感染症の「第６波」対策について
　⑴�大規模・頻回・無料のPCR検査について
　⑵保健所体制の強化について
　⑶後遺症対応について
２．�認知症対策と住民税超過課税について

質
疑
項
目

　現在、新たなコロナウイル
ス変異株が不安視されていま
す。神戸市は、ワクチン接種
後も感染が広がっていること
などを理由に、高齢・障害者
施設での週一回のPCR検査を
すすめ、酒類提供に関わらず
飲食店全般での検査も広げる
としています。西議員は、本

気で感染拡大を抑え込むこと
を考えるのであれば、学校園
など密な環境となる施設にお
いても定期的・頻回の検査を
おこない、希望する家庭には
簡易の検査キットを配るな
ど、いつでも検査ができる環
境をつくるべきと求めまし
た。

負担での提供は考えていない。
　西議員：医療的ケアが必要
な児童・生徒が在籍する特別
支援学校などでは重症化リス
クはないと考えているのか。
　長田教育長：重症化リスク
については十分に配慮を有す
るべきと考えている。

　西議員：市が重症化リスク
のあるところに検査をすると
決めたのに、実際すべきとこ
ろにできていないではないか。
「いつでも」「どこでも」「何
度でも」無料でおこなわなけ
れば、第６波に対応できない。

　久元市長は、紙による連絡
が保健所の業務を停滞させて
いるなどとして、業務のデジ
タル化で保健所の強化をすす
めるとしています。しかし、
感染拡大時に濃厚接触者の追
跡ができなくなり、大量の自
宅療養者が生み出され安否確

認も電話が中心となりまし
た。入院できず自宅で亡くな
った方もいます。西議員は
「こうした事態はデジタル化
では解決できない。決して同
じことを起こさせてはならな
い」と人員の増員を強く要望
しました。

　今、コロナにより後遺症が
残っている人たちへの支援が
早急に求められています。神
戸市は、相談ダイヤルや実態
調査をすすめるとしています
が、感染された方は重症化し
たのに入院できず後遺症が残

り、また別の方は酸素ボンベ
が生活の中で欠かせなくな
り、月に２割負担で1.7万円
の費用がかかっているそうで
す。西議員は、こうした方へ
の医療費助成などの支援を求
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

　小原副市長：ワクチン３回
目が完了するまで重症化リス
クの高い高齢者・障害者施設
への定期的検査を再開した。

　小原副市長：令和４年度に
は保健師が300名になる予定
だ。さらにデジタル化の導入
と疫学調査のスピードアップ
をはかる。
　西議員：保健師に聞くと
「デジタル化で時間短縮にな
るかは不明。願いは必要な人
員の確保だ」と言っていた。
現場の声に応えるべきではな
いか。
　小原副市長：紙ベースでの

　小原副市長：就業や行動制
限の間の医療費は公費負担だ
が、解除後は通常医療と同様
だ。国に後遺症対策を早急に
講じるよう要望している。
　西議員：医療費が増え、生
活が大きく変わった人たちが
いる。その人たちをどう助け
るかという観点で調査し、生
活が困窮し先が見えない皆さ
んに対しての支援を考えるべ
きだ。
　小原副市長：神戸市でも実

重症化リスクの低い保育所・
学校園を検査の対象に加える
ことは考えていない。抗原検査
キットは、無症状者への診断に
推奨されていないため、市の

業務の二度手間をデジタル化
で省略し、人員増と合わせて
業務効率をはかっていく。
　西議員：人材派遣を混ぜて
増員しても技術が継承されな
い。第４波では十分な追跡調
査、対面での対応ができなく
なり、ジレンマの中で皆さん
はお仕事をされていた。これ
がデジタル化で解消できると
は思えない。抜本的な保健師
の増員が必要だ。

態調査をおこない、国をあげ
て対策を議論し対応していく
ことが重要と考えている。
　西議員：第１波から３波の
調査はされず、第４波からも
半年が経っている。調査の前
から後遺症で苦しんでいる人
がいることはわかっているの
に、なぜ声が聞かれないのか。
苦しんでいる人に寄りそう姿
勢があまりにも足りない。こ
れまでの経験から学び、力を
入れて早急に支援をすべき
だ。

PCR検査広げ「第６波」を
起こさない対策と備えを
新型コロナ
ウイルス感染症

保健師増員こそ市民の命と
安全を守る自治体の役割だ

実態に心寄せる姿勢に転換し、
後遺症に苦しむ方 へ々の支援早急に



認知症神戸モデル

教育委員会11月16日

　一般財団法人神戸市学校給食会は、学校
給食用の食材供給や食材の安全管理、食育
・地産地消推進事業などをおこなっていま
す。2023年度から中学校給食が全員喫食制
になれば、１日に11万5000食以上の食材を

　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。

　日本共産党議員団は、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
戸市政にしていくために、右の７
つの項目について予算案に反映す
るよう求めました。応対したの
は、大畑市長室長で「市長に伝え
ます」と答えました。

調達することになります。松本議員は、子
どもたちのために安定して安全な食材を調
達する取り組みをすべきと求めました。

　松本議員：小学校の献立を見ても、一般
家庭でも使わないような冷凍食材ばかりで
理解できない。ぜひ食材調達の方法を考え
直していただきたい。
　長谷川事務局長：量を調達するために、
一括購入は必要だ。時期によっては冷凍も
のを対象に入れざるを得ない。おいしく温

かい給食を子どもたちに提供できるよう最
大限の努力を続けたい。
　松本議員：今後おいしく安全な食材をと
考えているなら、一括購入は検討し直すべ
きだ。オーガニック野菜を提供している市
も増えている。神戸市でもオーガニック野
菜を提供できるように、農家や農協に話を
聞き、すすめていただきたい。

答弁ダイジェスト

　� �松本のり子議員

一般財団法人 神戸市学校給食会

安心安全な食材の
給食を子どもたちに

①�国が進める病床削減や病院の統廃合の動きに
反対し、医療機関や介護施設、保健所体制の
抜本的な強化を進め、市民の命や安全に対し
て責任を果たすこと。
②�行財政改革で市職員を減らし、福祉・市民サ
ービスを削減してきたことが、コロナ対応で
も大きな障害となりました。「行財政改革方
針2025」は撤回すること。
③�少人数学級の実現や子どもの医療費完全無料
化・高校生医療費助成など子育て支援拡充に
取り組むこと。
④�長引くコロナ禍のもとで収入減となった市民
また経営難にあえぐ地域中小業者のために実
態に合った支援を早急に行うこと。
⑤�三宮巨大開発や大阪湾岸道路などの大型公共

事業、ウォーターフロントの再整備など不要
不急な巨大開発は撤回すること。
⑥�大企業優先・インバウンド偏重の姿勢を転換
し、域内循環型経済へ転換すること。
⑦�COP26においても日本の気候危機対策の後
進性の象徴となった石炭火力発電所を認めな
い姿勢を明確にし、神戸製鋼に石炭火力発電
所の稼働停止を求めること。

⃝ おにぎりプログラム
について

 　　 林まさひと議員

その他の質問

　認知症の高齢者が増えるな
か、認知症の高齢者への対応
を、家族任せにせず、国や社
会で支えることが求められて
います。神戸市は、認知症の
診断料と事故にあった場合の
救済制度の保険料を全額自治
体負担とするかわりに、その
財源を住民税の超過課税とし

て市民に負担させてきまし
た。この超過課税は、国が対
策を講じるまでの暫定的なも
のとして３年間の限定のはず
でしたが、今議会の議案で
は、制度維持のためとして引
き続き個人市民税の均等割を
財源にするとしています。３
年間で市民から徴収した９億

円のうち、事故救済制度の事
業費2.6億円は民間保険会社
に支払われ、実際に保険が適
応されたのはわずか15件で

158万円です。西議員は、民間
保険会社を喜ばせる制度とな
っており、市民負担で続ける
べきではないと質しました。見通しの甘さが露呈！

市民に負担押し付ける制度は見直しを 答弁ダイジェスト
　小原副市長：３年間のつも
りで始めたが、国の新しい対
応策が示されなかった。検証
結果に基づき、令和４年度も
個人市民税を財源に引き続き
継続していく。
　西議員：市の見通しの甘さ
が恒常的な市民負担につなが
っている。市民に還元されな
いような制度は問題だ。

　小原副市長：保険料と給付
額を比較して意義がないとい
う議論はできない。
　西議員：超過課税を徴収す
るというのは筋が通らない。
住民の福祉の向上という市の
責任を放棄し、増税と保険制
度という「自助・共助」の枠
組みに認知症対策を押し込め
ようというのは許されない。

外郭団体特別委員会審査から④
　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が11月16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。

～市民の命とくらし守るための予算を～
日本共産党神戸市会議員団が市長あてに予算要望を提出

要望書全文は「日本共産党神戸市会
議員団」のホームページに掲載して
います。
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大
か
わ
ら
議
員
が

�
一
般
質
問

　12月８日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市会議員団の大かわら鈴子議員と山本じゅんじ議
員が一般質問をおこないました。

１．�住民の福祉の増進のための施政方針及び予算編成
方針について�

２．王子公園・動物園再整備について�
３．ジェンダー平等の推進について�

質
疑
項
目

　神戸市は、これまで度重な
る行財政改革や、職員削減で
住民サービスの切り捨てをお
こなってきました。この度、
久元市長から政策方針が示さ
れ、それに基づく予算編成方
針を出しましたが、その内容
は「海と山がはぐくむグロー
バル貢献都市」実現のための
呼び込み偏重で、住民に対す

る支援策は不十分なもので
す。コロナ禍のもとで、医療
や公衆衛生、さまざまな分野
で神戸市の体制の脆弱さが明
らかになりました。大かわら
議員は「神戸に長年住み、働
いてきた住民の福祉こそ最優
先にすべき」と方針の転換を
求めました。

し、住民の福祉を切り捨てて
きたのが行財政改革だ。コロ
ナ禍で収入が減り、子どもの
習い事をやめたり、大学の退
学を考えているなど、厳しい
状況が広がっている。この状
況を聞いていないのか。
　今西副市長：国県市をあげ
て努力をしている。
　大かわら議員：企業呼び込
みの支援策ばかりで市民への
支援は不十分だ。今市長がす
べきことは、三宮再開発では
なく、絶望しかけている子ど

もたちに「諦めなくてもい
い、私が将来を守る」という
意思を示すことだ。また、シ
ニア世代にやさしい地域を掲
げながら、敬老パスの有料化
で外出しにくい環境にし、新
しい交通システム導入で利便
性を向上させるとしながら、
バス路線の再編で大きな不便
を生んでいる。「グローバル
貢献都市」ではどの問題も解
決できない。市民の声に基づ
き、住民福祉の増進を中心と
した市政運営が今必要だ。

　神戸市は、王子公園の再整
備計画を発表しました。この

計画は、駅前の一番便利な場
所に大学を誘致し、グローバ

ル貢献都市の実現をけん引す
るというものです。市民にと
って大切な動物園は狭くな
り、遊園地、テニスコートや
プールは撤去されます。12月
７日の地域説明会では「プー
ルや遊園地を残してほしい」

「何も聞いていないのに、な
ぜ勝手にすすめるのか」と怒
りの声が相次ぎました。大か
わら議員は「市民の犠牲の上
に成り立ち、市民不在ですす
める計画は撤回すべき」と質
しました。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　久元市長：事業の見直しや
外部委託などの行財政改革は

　今西副市長：施設の老朽化
や動物園の展示方法など課題
が多い。再整備に加え、大学
の誘致により、周辺の活性化
を推進したい。今後もパブリ
ックコメントやさまざまな場
で皆さんのご意見を聞き、よ

不可欠だ。
　大かわら議員：これまで市
民に必要な施策を廃止・縮小

い事業にしたい。
　大かわら議員：皆さんは知
らないと言っていた。十分な
説明をする機会をつくるため
にパブリックコメントは延期
するべきだ。
　今西副市長：説明会を新た
に開催することは考えていな

大型開発最優先やめて
住民福祉を増進する市政運営を

王子公園は地域の大切な宝
市民置きざりの再整備計画は撤回を

みなさん
の声で　王子公園再整備計画を撤回させましょう！
意見募集期間 2021年12月10日（金）～2022年１月17日（月） 応

募
方
法

ご記入のうえ、右記の方法で提出できます
件名 と氏名・住所を「王子公園再整備基本方針（素案）について」

①郵送　〒650-8570
　　　　神戸市企画調整局未来都市政策課　意見募集あて（宛先住所記入不要）
②FAX　078-322-6208　神戸市企画調整局未来都市政策課　意見募集あて
③電子メール　ojikoenhoshin@office.city.kobe.lg.jp
④持参　神戸市役所１号館12階　未来都市政策課
　　　　（平日８時45分～12時、13時～17時30分まで）
⑤ご意見提出フォーム　右のQRコードから問い合わせ 078-322-5031

い。パブリックコメントの期
間も十分である。
　大かわら議員：先日の委員
会で局長は「動物園を含めて
は民間活力という手法もある」
と重大な答弁している。あっ
てはならないことだ。それも
含めて説明会を開くべきだ。

　今西副市長：今後の運営や
整備は何も決まっていない。
　大かわら議員：皆さんはス
マスイの二の舞になるのでは
と心配している。市の直営で
守るという姿勢を示し、計画
は撤回すべきだ。



　ジェンダー平等社会の実現
のためには、不平等の解消が
不可欠です。女性の経済基盤
の弱さはDV被害から抜け出

せない一因ともなっており、
命にかかわる事態ともなりか
ねません。暴力から逃げるこ
とができても、経済的支援策

受けられない事業者もいる。
広く対象になるよう減少率の
緩和を国に求めるべきだ。
　今西副市長：国の新たな制
度がどれほど使い勝手がよい
か事業者の声を聞きながら、

今後検討していく。
　山本議員：国の制度を待っ
ていては遅い。まだまだ先行
き不透明な状況の中で、必要
な対策が迅速にとれるよう、
市独自の支援策が必要だ。

　神戸市は、三宮再整備をは
じめ、名谷駅など拠点とした
各駅周辺の再整備を推しすす

めています。しかし、名谷駅
周辺の再整備計画が具体的で
ある一方、駅から離れた周辺

地域で顕著になっている人口
減少や高齢化・少子化への具
体的な対策はありません。山
本議員は、人口が減少する
中、適切にコミュニティが維
持されるために、バス路線網
や近隣センターの維持・拡充
をはじめ、空き家対策などの
具体的な取り組みが必要だと

質しました。久元市長は「空
き家対策は非常に重要。活用
方策は十分ではないと思って
いる。高倉台のように空き家
の状況をみながら検討し、さ
らなる拡充をはかる」と答弁
しました。

　現在、新型コロナウイルス
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。さらに原油高の影響も加
わり、今後さらにさまざまな
業種に影響がでることが予想
されます。神戸市は、家賃サ

ポート緊急一時金を拡充しま
したが、さらなる拡充を求め
る声があがっています。山本
議員は、より多くの事業者が
対象となるよう拡充と、固定
費の補助につながる直接支援
の拡充を求めました。

に限られており、生活再建に
つながりません。また、パート
ナーシップ制度について、神
戸市が「国の動向を」「他都市
の状況を」と実施に背を向け
ている間に、130の自治体が導
入し、人口カバー率は40％を
超えました。大かわら議員は、
DV被害者が生活再建に向け
踏み出せるよう支援金制度の

創設と、パートナーシップ制
度の導入を求めました。小原
副市長は「DVに特化した制度
の創設は考えていない」「パー
トナーシップは、都市ごとに制
度の内容が異なっているため
統一には至っていない。今後
国の動向を注視する」と困っ
ている方々に寄りそわない後
ろ向きな答弁に終始しました。

DV被害者・パートナーシップ制度
制度導入で困っている方々に

寄りそう姿勢を

１．中小業者への直接的な支援について
２．気候危機の打開について
３．ニュータウン対策について

質疑
項目

事業者の声に耳傾け、
国に先駆け市独自の支援策を

山本議員が
一般質問

答弁ダイジェスト
　今西副市長：市内の景況は
緩やかに回復している。国が
新たな事業復活支援金制度を

創設したので、必要に応じて
適切な支援策を検討する。
　山本議員：50％以上減少が
対象の月次支援金では支援が

ニュータウン再生

　国は2050年までCO２など
の温室効果ガスの排出を実質
ゼロにする目標を掲げまし
た。主に脱炭素が大きなテー
マとなったCOP26では、日
本は世界で５番目にCO２の
排出量が多い国であるにもか
かわらず、これからも石炭火
力を使うという日本の姿勢が

大きな批判を浴びました。神
戸市でも2050年実質ゼロを宣
言しましたが、方針が不明確
なうえ、神鋼石炭火力発電所
も新たに稼働されようとして
います。山本議員は「目標の
達成には石炭火力発電を中止
させ、自然・再生エネルギー
にシフトした市の方針が必要

だ」と質しました。

答弁ダイジェスト
　今西副市長：国は低コスト
のエネルギー供給を基本方針
とし、石炭火力は当面必要と
されている。神鋼は高効率の
火力発電だ。
　山本議員：たとえ高効率で
も市内で排出されるCO２よ
りはるかに多い。神鋼との環
境保全協定には温室効果ガス
の削減目標の設定すらなく、
取り組みについても「国の動
向を確認する」などと言うば

かりで、実現や時期は具体的
でない。それを認めた神戸市
の姿勢こそ問題だ。
　今西副市長：協定は合意で
きる点だけ結んだ任意のもの
だ。協定にはまだ盛り込めて
いないが、今後協議し目標達
成できるよう強く求めていく。
　山本議員：石炭火力を使い
続ける限り目標は達成できな
い。神鋼に強く求めるなら、
石炭火力をやめよと求めるべ
きだ。

温室効果ガス排出ゼロ
石炭火力に依存せず
明確な方針示せ

小手先の対策ではなく
具体的な取り組みを











動物園 ●遊園地 ●プール ●テニスコート

私たちが使っている
施設をつぶして

大学誘致って何なの！？

入園料が
高くなるのは困る

市民にもっと
説明してほしい

２345 16

縮小 廃止

子どもの意見も
聞いてください

桜並木を
なくさ
ないで
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王子公園、王子動物園の
これからをみんなで
考えるための請願署名

【呼びかけ団体】
みんなの王子公園&動物園の会
〒657-0038　神戸市灘区深田町3丁目5‒1
呼びかけ人～野中裕史(福住通８丁目自治会長)、
谷上裕子、伊澤のり子、門屋史明

久元喜造
神戸市長 様

名 前 住 所

【取り扱い団体・個人】

　神戸市が発表した「王子公園　再整備基本
方針（素案）」は、大学を誘致し、動物園の遊園
地や、プール・テニスコート・サブグラウンドま
で廃止するとしています。これには、多くの市民
や子どもたちから心配の声があがっています。
　動物園については「民活という方法はある」
などと、直営をやめて民間任せにする考えも示
しています。民間移譲される須磨海浜水族園
（スマスイ）のように、入園料が高額になること
が心配されています。
　神戸市が「再整備」を掲げるなら、多くの住民
が利用している設備の更新や動物園面積が基
準以下の獣舎を、動物にとって快適な飼育環境
にするためのスペースの確保や動物福祉への
配慮など、SDGsが掲げる目標を基本にした改
修が必要だと思います。 
　住民や利用者にまったく知らされないまま、
性急に結論を出すのではなく、再整備の内容に
ついて、十分な時間をとり市民に寄り添い丁寧
に意見を聞いて決めるべきです。
　私たちは、市民に愛され、大切にされている
王子公園・王子動物園の発展・充実を願い、以
下の項目を請願いたします。

請願事項

❶市民への説明、市民意見をあつめる公聴
会をひらき、市民・利用者の合意にもと
づく再整備にしてください。

❷大学誘致・立体駐車場ありきではなく、
遊園地・プール・テニスコート・サブグラ
ウンドなどを廃止せず、時代に合った設
備に改修をし、動物園の施設改善・拡充
を基本とした整備計画にしてください。

❸市立動物園での運営を継続し、入園料
値上げにつながる民営化は行な
わないでください。

郵送で署名を送っていただける方はお手数ですが上記の宛先までお願いします。＊ご記入いただいた個人情報はこの署名のみに利用させていただきます。署名は神戸市長宛に提出します。　　　



動物園 ●遊園地 ●プール ●テニスコート

私たちが使っている
施設をつぶして

大学誘致って何なの！？

入園料が
高くなるのは困る

市民にもっと
説明してほしい

２345 16

縮小 廃止

子どもの意見も
聞いてください

桜並木を
なくさ
ないで

電子署名▶

発行  日本共産党神戸市会議員団
www.jcp-kobe.com　神戸市中央区加納町6-5-1  神戸市議会内　電話322-5847  FAX322-6165
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発 行

王子公園・動物園は

   よりよいものに

　市は垂水区、西区、須磨区、北区の主要駅周辺のリノ
ベーションを進めています。
　ここ数年間に工事が集中する予定です。
　どの計画も「市民の声を聴いてほしい」という声が上
がっています。

新垂水体育館

出典:神戸市ウェブサイト（https://www.city.kobe.lg.jp/j39681/kuyakusho/tarumiku/keikaku/ekimaesaihaichi.html）

　駅やバス停前にあった、垂水区文化センター内の体育室
とトレーニング室は、高齢者も多く利用していました。体育
館の統廃合によって、「平磯に移れば、いけなくなる」「移
転しないで」という声が多く出ましたが強行。今井まさこ議
員はこの計画が出た直後から、一貫して統廃合ではなく、
体育室とトレーニング室は残すように求めてきました。

　廉売市場の跡地に建設されるタワーマンションについて神戸市
は「民間の事業だ」といいますが、建設費の約25％に匹敵する税
金が投入される（准）公共事業です。「駅前が一変してしまう」「ビ
ル風が心配」、現在市場で営業している業者からは「仮設店舗が
ない」「数年後に戻ってこれるかわからない」の声もでています。

垂水駅周辺が
大きく変わる

動物たちの幸せのために
　動物の福祉（飢え・恐怖・健康などの自由）が重視される中で、今
回の再整備計画では周辺施設の利用も含めて600台の立体駐車場
が動物園のほぼ中心に作られる計画です。排気ガス、夜中までの車
の出入りなどが考えられ、今井まさこ議員は動物園を管轄している
建設局の質疑の中で、「立体駐車場を動物園の中心に置くことは、
動物の健康を守る立場からも考え見直すべきだ」と指摘しました。
　公園を利用している市民を置き去りにし、動物の福祉に反する今
回発表された再整備計画ではなく、市民に親しまれる王子公園・動
物園にするためにみなさんとともに頑張ります。

　神戸市は突然、王子動物園を含む王子公園再整備計画を発表しました。
再整備のコンセプトは「グローバル貢献都市を先導する学術・文化・スポー
ツ拠点の形成」としていますが、駅前の一番便利なところに大学を誘致し、
動物園内の遊園地を廃止して、そこに駐車場をつくろうとしています。さら
に、市民プール、テニスコートが廃止されます。

　市民からは「なぜ大学誘致なのか」「これまでのように市民が集える
公園に」という声。重大な問題として動物園の経営について「もちろん
民活という方法はある」と、民営化の可能性を否定しませんでした。須
磨海浜水族園は民間移譲に伴い、入園料が大幅に値上げされ、のびの
びパスポートも利用できなくなります。王子動物園が民営化されればス
マスイの二の舞になるのではと、懸念されています。　

大人1,300円が3,100円に！子どもは幼児も1,800円！スマスイでは…
（3歳以下は無料）

日本共産党市会控室
お気軽に
ご相談ください
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仮設店舗がない

体育室「移転しないで」

垂水駅周辺
●垂水小学校の建て替え●垂水体育館と垂水区文化ホール内にある体育室と
トレーニング室を平磯へ移転（今年４月に開所）●図書館も駅前の駐車場に移転
●体育館跡地には産科と小児科をもつ中核医療施設の建設●廉売市場の跡
地にタワーマンションの建設

神戸市会報告 垂水区版  2022年新春号

市民に親しまれ、動物が幸せにくらせる

もっと



教育に
必要なものは
すべて公費に

【なくそう隠れ教育費】

　コロナ感染が急速に広がり、オミクロン株
が主流になりつつあります。症状が軽いとして
「インフルエンザと同じ対応でいいのでは」
「たいしたことない」と、軽視する声がありま
すが、専門家は「病原性については、感染して
も重症化しにくいかどうかはまだはっきりわか
らない。それなりに感染力が強いと、重症化
する人が出てくると考えられるので油断しては
いけない」と話しています。
　これまでも、新型コロナウイルスは次 と々変

異してきました。今後も新たなウイルスに変異
し重症化することも否定できません。軽視す
るのではなく、これまで通り、マスクの着用、人
との間隔を空ける、手洗などを行い、これまで
通り慎重な行動をすることが、自分を守り、家
族や友人を守ることにつながると思います。
　日本共産党神戸市会議員団は３回目のワク
チン接種を速やかに進めること、コロナで経
済的な困難を抱える人や事業に対する支援を
求めて今後もしっかり頑張ってまいります。

コロナ対策

小学校入学

学校生活が始まれば

　格差が広がる中で「給食費が払えない」「材料費が払えない」とつらい思いをしてい
る子どももいます。子どもたちが伸び伸びと学校生活が送れるように、日本共産党神戸
市会議員団は憲法に定められている通り、教材費の無償化を求めています。

授業料は無償ですが隠れ教育費の負担は
増えるばかりです。

ランドセル、道具箱や体操着、
シューズの購入。

中学校入学
制服・かばん
などの購入で平均
男子77490円、
女子75840円
かかります。

食育は教育の一環と言いながら請求される給食費、修学旅行積立費、授業で使う様々な材料費
等々、家庭の負担は大きくなるばかりです。

　近年多発する自然災害をはじめ、気候危機への対策強化、
CO２排出を実質ゼロにすることが、世界的な課題となっていま
す。石炭火力は他の発電所より多くのCO２を発生させます。だ
からこそ、世界では建設中止、停止が相次いでいます。しかし、
神戸では４月から新たに700万トンを排出する石炭火力発電
所が稼働予定です。
　日本共産党神戸市会議員団は神戸市に「神戸製鋼に対し、
石炭火力発電所の停止」を求めるように要求しています。

石炭火力発電所の停止を
求めるべきです

神戸市は神戸製鋼に対し

写真は神戸市庁舎から見た、
神戸製鋼の石炭火力発電所の煙突
■白煙を出しているのが１・２号
■右の煙突は４月本格稼働する３・４号

４基の稼働が始まれば合計1400万トンのCO２が排出
されます。これは、神戸製鋼１社で神戸市民が年間
排出する２年分のCO２を排出することに。

　日本共産党神戸市会議員団はこの間、ＪR、阪神、
阪急、山陽、神鉄、神戸市交通、県警に申し入れし、
「痴漢は犯罪」という立場に立って、構内や車内アナ

ウンスを行い、被害が出にくい環境をつくるよう呼びか
けました。その結果、県警が鉄道会社に対し「痴漢防
止のための対策」を呼びかけ阪神・阪急・市営地下鉄
が構内アナウンスで、「迷惑行為や痴漢行為に合われ
たとき、見かけたときは乗務員にお知らせを」「鉄道
警察からのお知らせです。痴漢・盗撮は悪質な犯罪で
す」と流しました。
　今井まさこ議員と山本議員、林議員３人が山陽電車
に出向き、「痴漢行為は多くが電車や、駅構内で発生」
「また多くの被害者が通報していない」という実態を
示し、「利用者が、安心で快適に電車に乗れる環境を
つくってほしい」と求めました。

駅・車内の痴漢は
許しません！

鉄道各社に申し入れ

駅アナウンス実現

★警視庁の調査では「被害にあった場所」
   が、「電車の中」26％、「駅構内」26％
   と、半数以上が鉄道会社の管轄で
   起こっています。
   また、９割の被害者が通報していません。

電車の中
26%

駅構内
26%

被害にあった場所

3回目のワクチン接種はじまる
神戸でも
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健 康 局12月15日

　地方独立行政法人神戸市民病院機構
は、中央市民病院・西市民病院・西神戸
医療センター・神戸アイセンター病院の
４病院を運営しています。市民病院機構
で働く看護師は、毎年11％ほどの方が退
職しています。松本議員は、結婚や出産
でも働き続けることができる工夫と、全

　公立大学法人神戸市看護大学は、豊か
な教養と看護の専門性を備えた看護人材
を育成することを通じ、市民の保健、医
療や福祉の向上を目的として設立しまし

た。林議員は、新型コロナウイルス感染
症の長期化によって、アルバイトがなく
なって収入が減った学生の皆さんへの経
済支援を要望しました。

　大学事務局長：コロナ後、実習２週間
前から人と接触するアルバイトはおこな
わないよう、ガイドラインで取決めをし
ている。
　林議員：生活費をアルバイトで補填し

ているという状況は、どの大学の学生さ
んにもある。学生の皆さんが生活に困ら
ないように対応していただきたい。

国的にもまだ少ない男性の看護師を増や
す努力を求めました。

　理事兼法人本部長：今の離職状況は全
国平均とおおむね同じで、県よりも下回
っている。個々に状況を聞きながら働き
続けられるようにしている。
　松本議員：スキルを学び一生懸命頑張
っている方たちが出産や結婚で余儀なく
退職していくというのは、今のこの時代
にも合わない。退職理由のトップに「結
婚」「出産」「育児」が入っていることに
ついて、もう少し工夫をして考えていた

だきたい。そのためにも全国的にみても
まだ少ない男性の看護師を増やす努力は
しているのか。
　理事兼法人本部長：十分「働きやすい
職場ですよ」というPRをして、徐々に
増加している傾向にある。
　松本議員：ジェンダー平等の観点から、
患者にとって必要なケアをしてくださる
人がいいと考えている。また、ケア労働
に男性看護師が増えることで女性看護師
も体力的に助かるのではないか。男性看
護師が増えるようアピールするべきだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　� �松本のり子議員

地方独立行政法人 神戸市民病院機構

妊娠・出産しても働き続けられる環境
整備などジェンダー平等推進の努力を

　� �林まさひと議員

公立大学法人 神戸市看護大学

コロナ禍でも生活に困らないよう
学生の声を聞いて対応を

外郭団体特別委員会審査から⑤
　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が2021年12月15日と24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。

　新型コロナウイルスの感染力の強いオ
ミクロン株の急拡大により、感染の第６
波が全国に広がっています。神戸市で
も、学校・介護施設などでクラスターが
発生し、爆発的な感染拡大が止まらない
状況にあります。
　１月27日より兵庫県下にまん延防止措
置がとられるなど、飲食店をはじめ、あ
らゆる業種で経営へのさらなる打撃が襲
い、地域経済に深刻な影響が広がり続け
ています。

　日本共産党神戸市会議員団は、コロ
ナから市民の命とくらしを守るため
に、①ワクチン接種３回目を急ぎ、医
療機関などでワクチンが不足しない万
全の対策②発熱外来や無料検査所で
「いつでも、どこでも、何度でも」PCR
検査ができるよう試薬を確保③医療機
関、高齢者・障害者施設や、保育・教育
施設での定期的PCR検査④入院・宿泊療
養を拡充⑤保健所体制強化⑥中小業者へ
の独自支援－などを要請しました。

　対応したのは大畑市長室長で「みなさ
んの不安な気持ちは理解している」「各
担当部局に伝えます」と答えました。

　日本共産党神戸市会議員団は、１月27日に久元喜造市長に対し緊急
申し入れをおこないました。

申し入れの全文は、こちらか
らご覧ください。

新型コロナ第６波
の急拡大から 市民のいのち・くらし守るための緊急申し入れ



　神戸市は昨年12月に王子公園再整備
基本方針の素案を発表しました。阪急
王子公園駅前の一番便利な場所に大学
を誘致。動物園内の遊園地を廃止し跡
地に立体駐車場を設置、さらに公園に
あるプール、補助競技場、テニスコー
ト、スタジアム内の陸上トラックなど
も廃止するというものです。近隣住民
や動物園・公園利用者からは「市民に
説明してほしい」「大学はいらない」
「プールや遊園地を残してほしい」
「入園料が高くなるのではないか」な
ど不安と反対の声があがっています。

交 通 局12月24日

　神戸交通振興株式会社は、主に路線バ
スの運行や地下鉄の駅業務、駅ビル管理
などを受託してきました。神戸市が「行
財政改革方針2025」を策定し、外郭団体
の見直しにより神戸交通振興は３月末で
解散となります。昨年12月に市バスの魚
崎営業所の委託先が阪急バスに決まりま
したが、運転手105名のうちまだ15名し
か再雇用が決まっていません。松本議員
は、社員全員が希望する就業先に勤務で

きるよう交渉と、退職者の生活を補償で
きる退職金額の検討を求めました。

　� �松本のり子議員

神戸交通振興株式会社

希望の勤務地での再雇用は
会社の責任で交渉すべき

　代表取締役社長：雇用枠については最
大限のお願いをしたいと思う。もう一度
団体交渉の場もあるので、みなさんにで
きるだけ（阪急バス運転手の採用試験を）
受験していただけるようお願いしたい。　松本議員：募集内容を見ると、就業場

所には「魚崎営業所ほか阪急バス各営業
所」と記載されている。阪急バスは、大
阪、京都と広い範囲だ。魚崎営業所だけ
を希望する方は、おのずと落とされてし
まったのではないか。
　代表取締役社長：基本は魚崎営業所だ
と認識しているが、可能性がある限りお
知らせしなければならない。
　松本議員：魚崎営業所に限定すべき
だ。朝６時や夜11時過ぎまでの勤務だと
遠くへは行けない。トップ同士で話し合
って再度お願いするべきだ。

答弁ダイジェスト

市 長 室12月24日

　公益財団法人神戸国際コミュニティセ
ンターは、国際協力・交流・多文化共生
の推進や留学支援事業などをおこなって
います。林議員は、コミュニティセンタ
ーのホームページに掲載されている食材

提供や相談会などの情報の翻訳が不十分
であることを質し改善を求めました。

　� �林まさひと議員

公益財団法人 神戸国際コミュニティセンター

主催団体まかせにせず
翻訳の支援を

だ。
　大畑市長室長：国際コミュニティセン
ターでは翻訳を支援するという役割もあ
る。主催団体からも相談があれば乗って
いきたい。
　林議員：主催団体や国・地域差によっ
て色分けや支援にムラがないように改善
すべきだ。

　専務理事兼事務局長：それぞれの実施
主体が翻訳をしている。
　林議員：日本語と英語のページには日
付などが掲載されているが、他の言語の
ページには合点がいかないところがあ
る。せっかくよいイベントを開催してい
るのだから、どの言語の方でも（ホーム
ページを）見たら来られるようにすべき

答弁ダイジェスト

⃝ 日本語教室と相談窓口について
 　　　 松本のり子議員

その他の質問

「王子公園・王子動物園をまもって」署名にご協力ください

オンライン署名は
こちらから➡

オ

ンラ
イン（電子）署名は

12000件
（２月３日現在）

突破!!

早くも
「みんなの王子公園＆王子動物園の会」は、王子公園・王子動物園の
発展・充実を願い、以下の項目を請願し署名運動をおこなっています。

①�市民への説明、市民意見をあつめる公聴会をひらき、市民・利用者の
合意にもとづく再整備にすること
②�大学誘致・立体駐車場ありきではなく、遊園地・プール・テニスコ
ート・サブグラウンドなどを廃止せず、時代に合った設備に改修
し、動物園の施設改善・充実を基本とした整備計画にすること
③�市立動物園での運営を継続し、入園料値上げにつながる民営化など
はおこなわないこと

みなさんの賛同が、市民にとって大切な施設である王子公園
と王子動物園をまもります。ぜひ署名運動にご協力ください。

署名用紙はこちらからダウウンロード➡
※�オンライン署名サイト内に寄付を呼びかけるメッセージが出てきますが、署名サイトを運営している「Change.org」への寄付です。
「みんなの王子公園＆王子動物園の会」と「日本共産党」に入るものではありませんのでご注意ください。

　一般財団法人神戸在宅医療・介護推進
財団は、神戸リハビリテーション病院
や、あんしんすこやかセンターなど、在
宅ケア事業や施設運営などをおこなって
います。松本議員は、リハビリ病院から
退院する時のカンファレンス（リハビリ

病院の医師と地域の主治医や患者さんの
ご家族がおこなう会議や打ち合わせ）に
ついて、オンライン対応にし、医師やご
家族の負担軽減を求めました。

のリハビリ病院までなかなか来られない
という実態があると聞いている。退院し
てから生活が一変し不安がある患者さん
のためにも、オンラインカンファレンス
で早急に話し合いをすべきではないか。
　財団経営企画部長：地域の診療所の先
生方のご理解も必要かと思うが、院内で
の検討要素に加えたいと思う。

　財団経営企画部長：ご指摘の通り、移
動距離が大きい場合にオンラインの活用
は非常に意義があると認識しているが、
住宅でのケアプランの作成に向けてリハ
ビリの様子を直接目で見たり、実際に会
ってお話ししたいという要望もある。
　松本議員：地域の医師がしあわせの村

答弁ダイジェスト
　� �松本のり子議員

一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団

オンラインカンファレンスで
患者家族や医師の負担軽減へ

⃝ 2040年問題と在宅医療・介護の連携に
ついて 　　　 松本のり子議員

⃝ 認知症初期集中支援事業について
 　　　 林まさひと議員

その他の質問

２月17日より２月議会が開会します
２月17日（木）本会議（議案質疑）
　　18日（金）・21日（月）常任委員会
　　24日（木）・25日（金）本会議（代表質疑）
２月28日（月）～３月９日（水）
� 予算特別委員会局別審査
３月14日（月）予算特別委員会総括質疑
　　18日（金）本会議
　　22日（火）・23日（水）常任委員会
　　28日（月）本会議
　　29日（火）本会議（一般質問）
ご視聴は本会議および委員会のイン
ターネット中継をご利用ください➡
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