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感染拡大から命と生業守る緊急対策を
森
本
議
員
が
議
案
質
疑

　２月17日に予算議会が開会し、日本共産党神戸市議団
を代表して森本真議員が補正予算の議案質疑に立ちまし
た。森本議員は、この度上程された補正予算議案はコロ
ナで苦しむ市民にとって有効な予算となっていないとし
て、対策の抜本強化を久元市長に求めました。

　積極的PCR検査を拡大し陽
性者をいかに早く発見し、感
染の伝播を断ち切り、隔離と
治療をすることは、緊急の課
題です。しかし、神戸市は１
月27日に「積極的PCR検査の
対象から学校園・保育所など
を除く」と逆行する方針に転
換しました。これは「学校な

どに積極的PCR検査を実施す
る」と掲げた市長選挙公約に
反するものです。森本議員は
「子どもたちも検査・治療を
受けるべき。子どもたちの命
を犠牲にしてはならない」と
質し、積極的PCR検査の拡大
を求めました。

たからだ。PCR検査の拡大を
市長公約で掲げながら、検査
数を伸ばさなかったことは大
きな問題だ。それが第６波へ
の備えだったのではないか。
（検査を限定して）発見を遅
らせたから感染が拡大したの
ではないのか。
　久元市長：対象者を限定せ
ずに感染者を調べることに勢
力を注ぐことが適切とは思え
ない。共産党の皆さんがおっ
しゃるようにやれば、感染が
もっと拡大する可能性があ
る。

　森本議員：検査をすること
で無症状でも感染者が発見で
きる。久元市長は「PCR検査
や抗体キットは神戸市ではど
うにもなりません」とツイッ
ターで発言していたが、神戸
市内の企業も作っているのだ
から、もっとよびかけるべき
ではないか。
　久元市長：抗原検査キット
の調達まで基礎自治体がやる
必要はない。県の方でお願い
することが役割上適切だ。
　森本議員：やはり必要なも

答弁ダイジェスト
　小原副市長：国の指針に従
って対策を講じてきたが、第
５波のピーク時の６倍にもな
っている。そのため重症化リ

スクの高い高齢者・障害者施
設に重点化せざるを得なくな
った。
　森本議員：想定できなかっ
たのではなく、想定が甘かっ

１．�新型コロナウイルス感染症対
策について

	 ⑴	感染拡大防止のためのPCR検査
の拡大について

	 ⑵	コロナ陽性者支援など、保健所業
務体制の強化について

	 ⑶	市内事業者の実態に見合った支援
の強化について
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「共産党の言うように検査すれば感染者が増える」
「検査キットの調達まで自治体がする必要はない」市長 と答弁

科学的根拠のない無責任な市長に市民の命は守れない！

今すぐ積極的PCR検査の拡大を

朝倉えつ子議員が
総括質疑に登壇します

ぜひご視聴ください
３月14日（月）13時30分頃から日時

市議会本会議場場所
質問時間が遅くなることがありますので、
時間に余裕をもってご覧ください。

（２面につづく）
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のは基礎自治体で確保しなけ
ればならない。これまでも私
たち日本共産党神戸市会議員

団はPCR検査の拡大や保健所
の体制強化を求めてきた。し
かし、久元市長はこの５年間

で750名の職員削減や三宮の
再開発に固執し、保健所の計
画的増員やPCR検査の拡大を

拒否してきたのが最大の問題
だ。

　神戸市は自宅療養患者の相
談窓口として市役所に「自宅
療養フォローアップセンタ
ー」を開設し、約150名の市
役所職員を配置しましたが、
民間委託することが発覚しま
した。森本議員は、民間委託
では市民の個人情報が守れな
いと厳しく批判しました。ま
た、「発熱外来に連絡したけ

ど混んでいて検査ができなか
った」「病院に朝から150回電
話をかけてもつながらない」
など、不安や心配の声も多く
あがっていることについて、
「検査に時間がかかり、陽性
と判断されても保健所からの
連絡が遅く不安になる。その
間家庭内感染が拡がる悪循環
となっている」と指摘し、よ

り迅速かつ丁寧な対応ができ
るよう、感染者への支援と保

健所体制の強化を求めまし
た。

保健所体制強化こそ最優先に
デジタル化や民間委託で市民の不安は解消しない

答弁ダイジェスト
　小原副市長：特に発熱外来
でなかなか診ていただけない
という声は聞いている。臨機
応変に対応するために民間事
業者の力を借りて、個人情報
には留意しながら適切に分担
し対応していきたい。
　森本議員：公務員だから個
人情報も守ってもらえると思
って情報を伝えている。民間
委託はそぐわない。久元市長

は、保健所はデジタル化など
の業務改善を感染が一段落し
ている時期にしっかりやるべ
きと言ったが、何もやらずに
第６波が来た。今すべきなの
は保健所体制の強化・充実
だ。医師・保健師をもっと増
やして（デジタルではなく）
人で対応できる体制が必要
だ。

　２年にわたるコロナ禍で、
市民生活や地域経済への打撃
は深刻さを増しています。こ
の度の補正予算で「コロナ禍
に直面する市内事業者等への
支援」として計上されたのは
14億5500万円です。商店街・
小売市場プレミアム商品券、
地場産業応援クーポンなど間
接支援が大半です。これまで
神戸市がおこなってきた独自

の直接支援事業であるチャレ
ンジ支援金（66憶円）や家賃
補助（18億円）などと比べて
も、規模も対象も全く不十分
です。中小業者からは、引き
続き税金や国民健康保険料の
減免の継続を求める声があが
っています。森本議員は、事
業者の実態と被害に見合った
減税や直接支援を求めまし
た。

事業者支援金や減税など実態に
見合った規模の支援を直ちに実施を

答弁ダイジェスト
　今西副市長：個人消費は感
染症再拡大の影響から持ち直
しの動きが一服しているとさ
れ、国・県の取り組みによっ
て現在では一定の支援がなさ
れていると認識している。今
後も国・県が実施する支援策
を十分に見極めた上で、市内
事業者の声も聞きながら支援
を検討したい。
　森本議員：相談して状況を
見極める、これではだめだ。
１月に始まった政府の事業復
活支援金は昨年の持続化給付

金や家賃支援の給付金と合わ
せた額の８分の１の支援にと
どまっている。融資の返済を
猶予するぐらいの施策を神戸
市として取るべきだと思うが
いかがか。
　今西副市長：2022年度より
融資の返済が本格化してい
る。中小企業庁が金融機関に
対して返済の緩和を求める制
度をつくっているが、この申
請にかなり多くの費用がかか
るので、その事務費用を支援
し、中小企業の返済を円滑に
できるようにつとめたい。

　神戸市は感染拡大によって
体制、人員が追いつかなくな
り、学校園等の積極的PCR検
査をやめてしまいました。オ
ミクロン株は重症化率が低い
とされていますが、亡くなら
れた方は第５波の４倍近くに
もおよんでいます。適切な治
療が受けられずに命の危険に
さらされている感染者を作る
べきではありません。松本議
員は、これまで必要な人員を
増やさず医療のひっ迫を繰り

返したことを反省せず、さら
に行財政改革として750人削
減を掲げていることを厳しく
批判し、感染者の発見・隔離
・治療という感染症対策の基
本に立ち返り、保健所の医
師、保健師などの増員を求め
ました。
　また、市内の中小業者は、
この２年間、借入金や支援金
などで営業をつないできまし
たが、全く足りていないのが
実態です。支援金の条件は、

売り上げの50％減収などの壁
があり受けられない事業者も
多く、さらに、コロナの収束
が見通せない中、今後の資金
繰りへの不安に加え、返済が
のしかかっています。松本議

員は「今回の補正予算案は消
費喚起が中心で、コロナ禍で
苦しむ多くの中小業者の実態
に全く見合っていない。独自
の支援策を講じるべき」と質
しました。

コロナとたたかうため医療体制と中小業者への支援強化を
松
本
議
員
が

�

反
対
討
論

　２月24日神戸市議会本会議が開かれ、松本のり子議員
はコロナ対策に関連する議案について反対討論をおこな
いました。
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2022年３月13日（日）No.304
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　新型コロナウイルスの急拡
大で、市民の暮らしと営業は
深刻です。新型コロナから命
とくらしを守ることは、今議
会の最優先の課題です。しか
し予算案は、都心・三宮の再
整備に178億円、大阪湾岸道
西伸事業に42億円、国際コン
テナ戦略港湾に107億円など
コロナ以前の大型開発を強行
するものとなっています。大

型開発と呼び込み偏重では
「力強い神戸経済を創る」ど
ころか、10年連続の人口減少
にみられるように、足腰の弱
い神戸となっています。味口
議員は、大型開発をすすめ
「民間事業者の活動が思う存
分に展開できればよい」とい
う新自由主義的政策の転換を
求めました。

　「王子公園再整備基本方針
（素案）」には、市民から
1456通（5632件）、市外の方
からも892通の意見が寄せら
れました。「わたしから神戸
市への提案」にも1026通の意
見が寄せられています。久元
市長も認めたように、圧倒的
多数は再整備方針に異議を訴
えるものでした。これだけの
意見が寄せられているのに、

神戸市は「大学誘致の必要性
について、丁寧に説明をした
い」などと、考え方を一切変
えようとしていません。味口
議員は、大学誘致ありきで市
民が大切にしてきた遊園地や
プール、テニスコート、サブ
グラウンドを廃止する計画は
許されないと質しました。

義的政策を続けている。岸田
総理は新自由主義的政策から
の転換の必要性を訴えている
が、市長には自覚がないのか。
　久元市長：民間事業者の発
想や知恵を導入しようとする
もの。皆さんの賛同をいただ
いている。
　味口議員：行政の施設を民
間に明け渡して儲けさせる。
一方では限られた予算という
ことで様々な市民サービスを
削減する。これこそが新自由
主義だ。経済も人口減少の問
題も前にすすんでいないとい
う認識はないのか。
　久元市長：人口減少は全国
的トレンドだ。三宮に集中投
資をしているという指摘は全

く当たらない。
　味口議員：人口減少や国の
成長が止まっていることは自
然現象ではない。岸田総理は
新自由主義打開の展望は全く
示してないが、市長が自覚も
見識もないのでは、持続的な
神戸の発展はない。
　久元市長：私は岸田総理の
考え方に違和感はない。国の
動向を注視したい。
　味口議員：国の動向を注視
するだけではなく、今後の神
戸の持続的な経済の発展を見
据えて、新自由主義的な施策
とは何であるのか、そして自
分の施策がどう表れているの
かしっかり分析し、転換すべ
きだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　久元市長：新自由主義を標
榜も称揚したこともない。新
自由主義というレッテル貼り
に強い違和感と恐ろしさを感
じる。

　今西副市長：大学誘致の目
的について十分な理解を求
め、廃止せざるを得ない施設
は代替性や他の機能での補完
を検討したい。
　味口議員：代替性や機能の
補完という考えは、廃止・縮小
という考えを全く変えないもの。
公共施設は市長のものなのか。
　久元市長：公共施設は市民
のものだが、設置・管理は神
戸市の仕事だ。唐突ではなく
選挙公約にも、王子公園の再
整備を掲げている。
　味口議員：老朽化は設置管
理者である神戸市が手立てを

　味口議員：自覚も反省もな
いことが逆に恐ろしい。市長が
国の官僚時代に指定管理者制
度をつくり、市長になってから
も三宮再開発など、すべてを
民間に委ねるという新自由主

打ってこなかったからだ。選
挙公約には廃止について一言
もない。市民の声を聞かず、
市長の思惑を優先させるの
か。まさに市長の民主主義の
感覚が問われる。
　久元市長：何のために議員
をやっているのか。市民意見
募集で自動的にものが決まる
ことが民主主義とは思わな
い。最終的に議会で議論し決
定する。これが民主主義だ。
　味口議員：何のために市長
をしているのか。予算編成の
権利は市長にしかない。この
王子動物園を当初の大学誘致
ありきですすめるのは独善だ。

　２月25日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党神
戸市議団の味口としゆき議員と林まさひと議員が登壇し
代表質疑をおこないました。

１．�やさしく強い神戸経済への転換
について

２．�王子公園・動物園の再整備ついて
３．神戸市の脱炭素対策について

質
疑
項
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廃止・削減ありきでなく、市民や
利用者の声に寄りそった再整備を！

王子公園再整備計画

新自由主義的政策は転換し、
やさしく力強い神戸経済へ



　神戸製鋼所（神鋼）は、灘
区で新設石炭火力発電所３号
機の営業運転を開始しまし
た。３号機によって、年間
346万トンのCO２の排出増加
が見込まれます。COP26で
は、気温上昇を1.5℃に抑え
る努力目標追求の決意を確認
し、2030年までを「勝負の10
年」として気候変動対策を呼
びかけました。そのために、

石炭火力をフェーズダウン
（漸減）することが決議され
ました。今回の営業運転は、
脱炭素社会の実現に大きく逆
行します。味口議員は、市長
が「地球温暖化対策には強い
決意をもって取り組む」とし
たのなら、石炭火力発電所稼
働はやめよと神鋼に求めるべ
きと、市長の決意を求めまし
た。

脱炭素に真剣に臨むなら石炭火力
発電所稼働はやめよと神鋼に迫れ!!

答弁ダイジェスト きと神鋼に求めるべきだ。
　今西副市長：神鋼が再生可
能エネルギーに取り組むこと
は望ましいが、神戸には火力
発電所があるから、今はアン
モニア混焼を実現しCO２削
減をすることが重要な取り組
みだ。
　味口議員：灘区にお住まい
の方にとって公害問題に苦し
められてきた記憶の残影は切
り捨てることはできない。強
い決意と言いながら、神鋼に
何もものを言わないという姿
勢は改めるべきだ。

　今西副市長：３号機は最新
鋭の発電技術を導入した石炭
火力発電だ。神鋼にはさらに
厳しい汚染物質の協定値を設
定し、アンモニア混焼率拡大
や専焼が実現されるよう働き
かけ、2050年のカーボンニュ
ートラルの実現を目指した
い。
　味口議員：アンモニア混焼
は、日本が化石賞を受賞した
理由だ。再生エネルギー事業
や、技術を尽くしてもっと未
来が見える事業へ転換するべ

　神戸市は、２年以上にわた
るコロナ禍で苦しむ中小業者
への支援について、「国には充
実した支援策がある」という
答弁に終始しています。しか
し、国・県による既存支援策
を利用してもなお、多くの中
小業者が経営困難に直面して
いるのが実態です。林議員は

「コロナで売上げが減った。
家族の介護費用などで、手元
の10万円で家族４人生活しな
ければならない」などの事業
者の苦悩の声を紹介。中小業
者等が、これ以上廃業や倒産
に追い込まれないように、市
独自のさらなる支援策を講じ
るべきと追及しました。

　日本共産党神戸市会議員団
は、コロナ禍における保健所
体制の強化について再三必要
性を主張してきました。とこ
ろが久元市長は、保健所業務
のデジタル化などによって効
率化をはかるとし、抜本的な

体制強化や保健師の増員に背
を向けてきました。林議員
は、市民の命と健康を守るた
め、保健師の増員などによる
抜本的な保健所体制の強化が
必要だと質しました。

態を把握もせず神戸市が支援
をやめてしまうのはおかし
い。
　今西副市長：これまでも市
内事業者の実態把握もすすめ
てきた。引き続き国・県の支
援制度、相談窓口の案内もし
ながら必要に応じて市の制度
の拡充も検討していく。
　林議員：申請するのに非常

にハードルが高いことを市長
が認めるなら、もっと気軽に
借りられて事業が継続できる
支援制度を神戸市がつくるべ
きだ。同時に国民健康保険料
や介護保険料、税金などの負
担も非常に大きくなってい
る。中小業者に対する減税・
減額や減免・猶予など手厚い
施策を講じるべきだ。

これ
まで神戸経済支えてきた中小業者に手厚い直接支援を

１．�コロナ禍で苦しむ中小業者への
支援について

２．�保健所体制の本格的拡充について

質疑
項目

林
議
員
が

�

代
表
質
疑

答弁ダイジェスト
　久元市長：直接的支援はこ
れまで国や県に先行して実施
してきた。申請のハードルが
高いが、今は国の支援が充実
しているので、それが確実に

行き渡るよう申請のサポート
をすることが重要だ。
　林議員：予算案は規模が小
さく間接支援が中心で、これ
では今苦境の中にある中小業
者は救われない。事業者の実

保健所体制が不十分であったことを
反省し、感染広がる今こそ抜本的強化を

答弁ダイジェスト
　小原副市長：保健師増とい
った抜本的な体制強化やデジ

タル化による効率化をしたう
えで、感染の波に応じて人材
派遣・業務委託・職員応援を

活用しながら市民の命と健康
を守っていきたい。
　林議員：フォローアップセ
ンターのスタッフが民間事業
者に委託されているが、本来
感染症の仕事は保健所がおこ
なうものではないのか。
　小原副市長：ご指摘の通り
だが、代替がきくものは民間
の力を借りながら対応してい
く。
　林議員：民間事業者に委託
せざるを得ない保健所体制に
なったのは神戸市の責任だ。
市長は750人の職員削減計画
を変えないとしているが、一

方で保健所業務は、職員では
対応できず民間委託をしてい
る。矛盾した施策だ。
　久元市長：人口減少社会の
中で限られた人員で行政課題
に対応しなければならない。
やめる・見直す・変えるとい
う不断の努力が必要だ。保健
所の体制はしっかり強化して
きた。
　林議員：これまでの対策が
不十分だったために職員だけ
で対応できなくなった脆弱な
保健所体制を反省し、今こそ
保健師の増員など保健所体制
の抜本的強化が必要だ。
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質
疑
項
目

１．�「神戸市消防力整備指針」の早急
な充足を

２．コロナ禍での救急搬送について
３．�航空機動隊庁舎、不等沈下対策

経費について

でも外部委託するとしています。松本議
員は「市から受託事業者へ直接業務の指
揮・命令をおこなうことは偽装請負とな
る。また、戸籍や住民基本台帳、国保や
介護保険後期高齢者の保険料の減免、届
け出の受理・不受理などは、専門的知識
や経験が必要な部署であるため、外部委
託はやめるべき」と厳しく質しました。

答弁ダイジェスト
　松本議員：管理者と管理者ではない民
間の職員との給料体系はどうなっている
のか。

　久安副局長：受託事業者の給与額や処
遇面は、私どもは指示できない。
　松本議員：給料に差がなければ「名ば
かり管理職」だ。きちんと把握をする必
要がある。また、個人情報の管理を任せ
ることは、漏洩等の問題が生じる危険が
高いのではないのか。
　久安副局長：個人情報などの遵守を義
務づけている。違反があった場合、契約
解除や損害賠償請求をおこなう。
　松本議員：公務員の場合は懲戒処分や
刑事罰など本当に厳しい。それに比べ、
研修する程度で軽い罰則だと市民は安心
できない。外部委託は検討し直すべき
だ。

（２面につづく）

　神戸市は兵庫区役所と北区の北神事務
所の市民課だけでなく、さらに今年の４
月からは、社会保障の根幹や権利の証明
に関する保険年金医療課の重要な業務ま

　神戸市では２月に入ってコロナ陽性者
は３人に１人が救急車を呼んでも搬送さ
れないという事態になり、また、高齢者
施設では施設の医師が救急搬送を依頼し
ても、施設に留め置かれる事例もでてい
ます。搬送困難に直面する現場からも受
け入れ病院を増やすよう声をあげること
が必要で、現状はこれまでのコロナ禍で
の教訓がいかされていません。
　自然災害やコロナ感染拡大など、いざ
というときに頼りになる消防局に対する
要望は大きくなっています。この間、消
防署の建て替えや、救急車、消防車の施

設面では一定整備されてきましたが、神
戸市の立てた目標である、消防力の整備
指針によると、消防・救急隊員の充足率
は89％、全体で134人足りていません。
今井議員は、「現場にかけつける隊員の
疲労はピークになりつつある。余裕ある
人的配置が必要だ」と２年間の厳しいコ
ロナ対応をされている消防・救急隊員の
状況を改善させるためにもさらなる増員
を強く求めました。

答弁ダイジェスト
　鍵本局長：救急隊は負担が大きい。消

　久元市長は予算に関する提案説明で
「地球温暖化対策には強い決意をもって
取り組んでいなかなければなりません」
と表明しました。COP26でも、2030年
までの取り組みが非常に大事だとして
「勝負の10年」と日本政府も位置づけて

います。しかし、神戸市のエネルギー政
策は水素任せで、再生可能エネルギーは
ブルーカーボンの推進だけです。味口議
員は「2030年までに脱炭素社会へ転換す
る決意が感じられない」と指摘し、持続
可能な神戸経済の発展を考え、省エネや
再生可能エネルギーで雇用創出するなど
地域活性化につながる戦略を求めまし
た。

防署をあげて、過労にならないよう、管
理をしていきたい。
　今井議員：できるだけはやく、足りな
い人員を充足すべきだ。

質問する今井まさこ議員

命と財産を守るため
余裕ある人員配置を早急に
消防局審査で今井議員

２月28日

予算特別委員会審査から
１．区役所の外部委託について
２．会計年度職員の在り方ついて
３．行財政改革2025について
４．公共施設等総合管理計画について

質
疑
項
目

１．�脱炭素社会をめざしたエネルギ
ー政策の推進について

２．�王子公園・王子動物園問題について

質
疑
項
目

質問する松本のり子議員

市民の個人情報守るため、
区役所の外部委託やめよ
行財政局審査で松本議員

２月28日

質問する味口としゆき議員

脱炭素社会への強い決意と
明確な目標示せ

企画調整局審査で味口議員

３月１日



することが必要だった。そこをやらない
でいたことが問題だ。子どもたちの命を
守るんだと、保育の継続を重点化すると
いうなら、しっかりと検査も求めていた
だきたい。
　山村局長：重点化は全市的な方針だ。
こども家庭局としては目の前にある課題
に対して今出来ることをしっかりやって
いく。
　朝倉議員：今まで人員を減らしてきた
から、検査体制も医療体制もひっ迫して
いる。ある園ではクラスターが連続する
中で、薬局で購入したキットで職員が毎
朝検査をしてから業務に入るという涙ぐ
ましい努力がされている。こういう現場
の状況をしっかりつかんでいるのか。
　山村局長：チームを組んで休日含む24

時間体制で陽性者が発生した園での対
応、それ以外での園での相談対応をして
いるので現場の状況はつかんでいる。
　朝倉議員：現場の人の話では、もっと
情報共有したいのに「だめだ」と言われ
ていると聞いた。情報をつかんでいると
言うなら具体的に対応してもっと支援を
強めていただきたい。

　現在、コロナウイルス感染により亡く
なる方が増えており、第５波を越え、第
４波に迫る勢いです。その中でも老人保
健施設、特別養護老人ホーム、グループ
ホームなどでの感染での死亡者が増えて
います。老健施設では医師が入院適用だ
といった患者が入院できない事例がでて

おり、命をまもるための方策を神戸市で
つくり、入院出来ないことがないよう対
応をするべきともとめても、健康局長は
「できることなら、やりたいが、現状で
はできない」と返答。森本議員は「もと
もとベッド数が圧倒的に足りていない。
それなのに国の地域医療構想でまだ急性
期病床を減らそうとしている。コロナ病
床は高度急性期と急性期が受け入れてい
る。今後を見越して急性期病床を確保す
べきだ」と質しました。

答弁ダイジェスト
　花田局長：（急性期病床を減らす地域
医療構想に）一自治体として意見をいう
のは難しい。新興感染症は中央市民だけ
では厳しいのはわかっているので、西市
民も第２種感染症の指定をとって対応す
る。
　森本議員：三つの市民病院だけでは厳
しい。これ以上、急性期を減らすことは
やめるべきだ。
　花田局長：国県のしめす方針で方向で
考えていかざるをえない。今回の経験を
踏まえて考えるのは国レベル。意見を申
し上げるのは厳しい。
　森本議員：消防局から急性期をへらし
ているので、救急が受け入れられない状
況も聞いている。病床削減をやめ、命を
まもる立場をとるべきだ。

　神戸市内の保育所ではこれまでコロナ
感染者が確認されると、すべての子ども
たちと職員を対象に積極的検査をして、
できる限り開所を続けてきましたが、１
月下旬から積極的検査を中止しました。
マスク着用が難しい子どもたち、密が避
けられない環境の保育所等では積極的検
査が常に行えるようにすべきです。朝倉
議員は、「子どもたちの命と育ち、保護
者の就労を保障している保育の継続を重
点化するなら、市として公的責任をきち
んと果たし、それに見合った感染症対
策、検査体制の強化をするべき」と強く
求めました。

答弁ダイジェスト
　朝倉議員：子どもたちの感染が拡大し
ていた第４波の終わり頃から体制を強化

年にはとても間に合わない。本格的にど
のように再生可能エネルギーを普及する
のか、省エネルギーにすすむのかという
ことを全面的に示すべきだ。

答弁ダイジェスト
　味口議員：水素スマートシティ構想の
パンフレットには、まだCO２削減目標
が26％であるCOP21のことを書いてい
る。今は50％、60％削減しなければ2050

年のカーボンニュートラル社会は実現で
きない。これでは脱炭素への決意が全く
見えない。
　辻局長：しっかり取り組んでいきたい。
　味口議員：化石燃料が原料である脱炭
素技術とは言えない水素頼みでは、2030

質
疑
項
目

１．コロナ対応について
２．待機児童解消について
３．�地域子育て支援センター廃止に

ついて
４．保育士処遇改善について

質問する朝倉えつ子議員

感染症対策、
検査体制の強化を！
こども家庭局審査で朝倉議員

３月１日

１．積極的PCR�検査の拡大について
２．�命を守るための保健所の施策に

ついて
３．�高齢者施設でのクラスター対策

について
４．地域医療計画の見直しについて
５．�北神三田地域の急性期医療の確

保について

質

疑

項

目

質問する森本真議員

市民の命を守る
感染症対策に転換を
健康局審査で森本議員

３月２日

ぜひご視聴ください

３月29日（火）13時30分頃から日時 市議会本会議場場所

森本真議員が一般質問 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

ご視聴は
こちらから
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2022年３月27日（日）No.306

市民が年間排出するCO２を越えるCO２
が排出されることになります。議員団は
市民から「世界の流れに背を向け、公害
を広げる石炭火力はやめよ」と声が上が
っているこの神鋼火力発電所にたいし強
く廃止を求めています。今回の予算特別
委員会でも神戸市は「最新の高炉だから
CO２排出量は少ない。神鋼火力発電所
が輩出している部分は国全体のCO２と
して分かち合うもので、神戸市の算定量
にははいらない」と市民の生活や健康を
鑑みない無責任な答弁に終始しました。
今回の予算では地球温暖化防止実行計画
を改定するとしていますが、市全体の大
きな数字目標だけで具体的な計画は出し

質
疑
項
目

１．�カーボンニュートラルポートに
ついて

２．�ウォーターフロント再整備について
３．�須磨海岸の活用のあり方について

へと見直すべき」と質しました。

答弁ダイジェスト
　山本議員：事業者は採算ベースで判断
するので事業者ベースの再開発になって
いく。ウォーターフロント地域は市民の
財産だ。再開発であっても市民に開放さ
れ、還元されなければならない。対価を
払ったものしか享受できないのは問題だ。
　加島担当局長：街の魅力の向上、神戸
経済の成長につなげるのを目的に、民間
活力を最大限活用して進めている。市民
も外来者も海、潮を感じられるようなエ
リアを目指している。ポートミュージア
ムができて、人の流れが約５倍増加して
いるなど、効果がはっきりみてとれる。

　山本議員：神戸港の魅力を観光に生か
すのは大事だが、神戸が培ってきた独自
性が生かされていない。ただ来街者を増
やすためだけの今の再開発計画には納得
いかない。

　ハーバーランドからHAT神戸に至る
ウォーターフロント地域は、神戸港の中
心として神戸経済の発展をけん引してき
た重要な地域です。現在神戸市は、都心
三宮地域と一体にウォーターフロント再
整備計画を進めていますが、特定の民間
事業者や特定の利用者などが想定された
事業が多く、市民の要求に基づいたもの
とはいえません。山本議員は「今検討さ
れているマリーナなどは、限られた人々
が対象で空間を広く市民が共有できな
い。市民とともに神戸の歴史を積み上げ
てきたのがウォーターフロント地域だ。
観光客や企業呼び込み型の消費に期待す
るのでなく、広く市民の意見を聞き、市
民参加を保障した再開発のあり方や計画

　地球温暖化対策は喫緊の課題です。
2050年までにCO２実質排出量をゼロに
するため世界でも様々な取り組みがなさ
れていますが、灘区では神戸製鋼所が火
力発電３号機を運転し、年度中に４号機
を動かそうとしています。１～４号機で

質問する山本じゅんじ議員

ウォーターフロント地域は
市民の財産だ！

港湾局審査で山本議員

３月２日予算特別委員会審査から②

１．温暖化対策について
２．アスベスト飛散防止対策について

質疑
項目

質問する西ただす議員

市民と地球の未来を守る、
神戸市として責任ある温暖化対策を
環境局審査で西議員

３月３日

ませんでした。西議員は「川崎市では部
門毎に目標をたてており明確だ。神戸市
も具体的な形にすべき。神戸市の実行計
画骨子では『産業・業務部門は市内温室
効果ガス排出量半分近くをしめるので最
重要』とある。だとすれば、今の段階で
明確な目標を示すべきだ」と質しまし
た。

答弁ダイジェスト
　中村環境保全部長：考えてはいるが、
国自身も目安でしか提示されていない状
況だ。どの分野でどれだけ削減をやって
いくかというのは検討していきたい。
　西議員：国はそうでも川崎市はやって
いる。神戸も、この街をどうするかとい
う観点でやるのはあたり前。はっきり形
を示し意識をもって取り組むべきだ。

ぜひご視聴ください

３月29日（火）13時30分頃から日時 市議会本会議場場所
森本真議員が一般質問 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

ご視聴は
こちらから



　保護者や市民の“子どもひとりひとり
を大事にしたい”という願いと、少人数
学級を求めるねばり強い取り組みの成果
により、国は40年ぶりに小学校の学級規
模を40人学級から35人学級へ段階的に進
めるよう法律を改正しました。５年間か
けて進めることになっていますが、朝倉
議員は「コロナ禍の今、子どもたちは我
慢させられ、しんどい思いを抱えてい
る。教員を増やすことで多忙化も解消で
きる。少人数学級は急務だ」と、前倒し
で進めるよう求めました。

答弁ダイジェスト
　朝倉議員：文科省資料では、日本の教
職員の１週間あたりの労働時間はOECD
加盟国で比べると最長だ。市の外部監査
を見ると神戸市の教員の時間外勤務は、
特に中学校は全国平均を上回り、精神疾

患で休職する教員の数も増えている。こ
ういう状況で子どもたちに向き合うのは
非常に困難。一番の被害者は子どもたち
だ。思い切って教員を増やし、少人数学級
に踏み出すべき。子どもたちの学びを豊
かに保障すること、教員の多忙化を解消
すること、少人数学級はまさに一石二鳥だ。
　長谷川事務局長：たしかに学校現場で
は教員の多忙化認識している。令和にふ
さわしい業務のあり方について組織的に
検討している。勤務時間を短くするのは
人を増やせばいいのでなく、業務のあり
方をゼロベースで見つめなおして、知恵
と工夫で働きやすい職場づくりに取り組

んでいく。
　朝倉議員：ある中学校では超過勤務を
知らせながらやっているが、改善できて
いない。業務の改善でなく人を増やす以
外この状況は変えられない。子どもたち
の学びにしっかりとお金を使うのは当然
のことだ。あらゆる努力を尽くして前倒
しで少人数学級を進めるべき。

１．バスの減便について
２．�駅構内・車内・バスの痴漢対策の

取り組みについて
３．�交通振興の運転士の雇用確保に

ついて

質
疑
項
目

１．学校園でのコロナ対策について
２．少人数学級について
３．�八多小・中学校の義務教育学校へ

の移行について
４．港島学園の施設改修について

質
疑
項
目

　神戸市は、コロナウイルス感染拡大に
伴い、市バスの利用者が減少したこと
で、来年度の市バスの減便やダイヤ改正
をおこないました。減少した運行本数は
286本と全体の５％にもなります。減便
した路線の中には、舞子高校、伊川谷高
校などの通学の生徒が利用している路線
もあります。また、バスでしか駅や買物

に行けないような地域もあり、市民の生
活に影響が出ています。松本議員は、コ
ロナに便乗した減便はすべきではないと
質しました。

答弁ダイジェスト
　大岩根自動車部長：減便はコロナの影
響による減少に対応するもので、コロナ
前に利用者が戻った路線は、再度増便な
ど見直しを検討する。
　松本議員：前年度よりも一般会計から
の繰入れが５億円多く入っているのに５
％も減便するというのはおかしいのでは

ないか。
　習田副局長：一般会計からも支援して
もらっているが、あくまでこれは利用者
の減少分をお願いしているものだ。
　松本議員：バス会計には事業所の建て
替えや車両の更新のための負債が含まれ
ている。直接市民に関係のない負債のた
めに市民の足を削ることは納得できな
い。また、乗車収入に対しての敬老パス
の負担金が多いのは、それだけ高齢者や
交通弱者が乗っているということだ。市
民の暮らしを守っていくために、減便を
やめて早く元に戻すべきだ。

　神戸市は、7000戸以上の市営住宅を削
減する計画を進めています。コロナ禍で
貧困と格差が広がり、市営住宅への入居
希望者が増えています。しかし、市が提
供しているコロナ対応の住宅は、東部
（東灘区・灘区・中央区）以外の区から
37戸しかなく、現在入居しているのはわ
ずか22戸です。林議員は「戸数が少なす
ぎる。今こそ市営住宅を増やして、入居
しやすくすることが求められる」と指摘
し、削減計画は中止して住宅困窮者の
方々に提供できる住居の確保を早急にお
こなうよう求めました。

答弁ダイジェスト
　根岸局長：我々の方から入居をお断り
したことはない。市民の感情を考慮して
人気の高い住宅は対象から外している。
　林議員：便利なとこにあるとは思えな
い。解雇されて職を失い、国民健康保険に
移された方は2020年度で4856人もいる。
削減計画で潰すために空けている住宅が
あるのだから、募集戸数を増やすべきだ。
　根岸局長：お困りの方には支援をして
いきたい。（削減計画の対象住宅に）入
っていただいてもすぐ移っていただいた
り工事をしたりということになるので、
募集を停止している。
　林議員：市民の声に寄りそって削減計

１．市営住宅問題について
２．住まいに関する総合支援について

質疑
項目

質問する松本のり子議員

コロナに便乗した
市民サービスの切り捨てやめよ
交通局審査で松本議員

３月４日

画は中止し、困っている方のために住居
を確保すべきだ。

質問する朝倉えつ子議員

コロナ禍の今、
少人数学級は急務！
教育委員会審査で朝倉議員

３月４日

質問する林まさひと議員

コロナ禍で苦しむ市民のために
市営住宅の確保早急に！
建築住宅局審査で林議員

３月３日
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王子公園再整備計画  市民の意見に寄りそわず、
秘密裏に大学誘致進める計画は白紙撤回を!!

朝
倉
議
員
が

�
総
括
質
疑

　３月14日に神戸市予算特別委員会がひらかれ、日本
共産党神戸市会議員団を代表して朝倉えつ子議員が総
括質疑をおこないました。

　神戸市が昨年公表した王子
公園の再整備計画について、
久元市長は本会議で「去年１
月に記者会見を開き、詳しく
この再整備について説明をし
ている。選挙の公約にも、一
番最初に掲げている」などと
述べ「これを実現させるのは
私の責務」と、あくまでも大学

誘致の方針は変えない姿勢を
示しました。しかしパブリッ
クコメントでは5632件もの意
見が寄せられ、その大半が不
安や疑問の声でした。朝倉議
員は「これだけ多くの市民が
異論の声をあげているのだか
ら大学誘致は白紙撤回するべ
きだ」と厳しく追及しました。

　神戸市は、2020年４月から
会計年度任用職員の雇用を始
め、現在5880人となっていま
す。市は「多様な働き方、ニ
ーズに合わせて働いていただ
く」「期末手当など、一定の
改善をしている」としていま
すが、2197人以上の方は、週
30時間以上、フルタイムと同
じように働いています。 ま

た、市の募集要項を見ると、
週５日で30時間勤務の事務職
の年収は約180万円とあり、
正規職員の３分の１ほどで
す。朝倉議員は「コロナ禍で
市民を支援する職員が、こん
な低賃金ではだめだ。公務労
働の現場から非正規のワーキ
ングプアをうみだすのはやめ
るべき」と質しました。

まっていないのに、すでに大
学と話し合いを進めているの
か。これが本当なら出来レー
スだ。
　今西副市長：個人的に関心
があるとの報道があったが、
基本的には公募で決定する。
　朝倉議員：動物に全く関心
がないからと、市長の独断で
動物園の縮小や大学誘致を決
めるのは、市民を欺いている
のと同じだ。

　久元市長：動物園に立ち寄
った時に、目的が再整備であ
ったということで、動物に関
心がないということは事実に
反する。
　朝倉議員：多くの皆さんが
「施設をなくさないで」「な
ぜ大学誘致なのか」と声をあ
げているのに、強行すれば市
民理解は得られない。大学誘
致は白紙撤回するべきだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　朝倉議員：関西学院大学で
「王子キャンパス構想特別検

　今西副市長：適切に給与改
善等もおこなっている。 

を少し改善しても見つからな
いのが実態だ。（会計年度職
員の）女性職員の比率は、教
育委員会64.8％、こども家庭
局では98.2％が女性となって
いる。安上がりの不安定な会
計年度職員の多くが女性に頼
っているではないか。
　今西副市長：それぞれの希
望に応じた働き方を選択して
いただく過程で、正規職員に
結び付けていくことも必要
だ。できるだけ正規を希望さ
れる方が就職できる対応をお
こなっていきたい。
　朝倉議員：「到底暮らして
いけない」「先が見通せな
い」という声が大半だ。市役
所が大量のワーキングプアを
作り出し、そのしわ寄せを女
性に押しつけている。これで

討委員会」が正式にできたと
聞いた。市民には丁寧に説明
すると言いながら、公募も始

　朝倉議員：今保育の現場で
は、フルタイムの職員が見つ
からず欠員も出ている。処遇

どうやって、持続可能な神戸
をつくるのか。
　小原副市長：今後神戸の人
口流出を抑え、人々を引き付
けていく街にしていくために
も女性が活躍できる施策を取
り入れながら魅力的な行政サ
ービスに努めたい。
　朝倉議員：人口減少社会に
歯止めをかけていくために
も、やはり安定・安心の雇用
が必要だ。労働法制の改悪に
より、 非正規雇用の人が増
え、格差と貧困が広がった。
その結果、神戸でも成長が止
まっているのが実態だ。この
是正なしに、持続的な神戸の
発展などありえない。正規職
員があたりまえの職場にすべ
きだ。

１．王子公園再整備について
２．�行財政改革に伴う職員削減に
ついて

３．学校施設の統廃合について

質
疑
項
目

男女の格差と女性の貧困うみだす
官製ワーキングプアの是正を

SDGs  ジェンダー平等  掲げるなら



　神戸市は、港島学園の建て
替えに伴い、中学校のプール
と小学校の給食室を廃止しよ
うとしています。長谷川教育
委員会事務局長は「多額の経
費がかかる」と理由を述べま
したが、お金がかかるからと
いう理由だけで廃止を決めて
しまうのは、本末転倒です。

老朽化による校舎の建て替え
を計画する垂水小学校と春日
野小学校についても給食室を
廃止する計画です。朝倉議員
は、新しくする学校に対して
教育に必要なプールや給食室
を無くすべきではないと質し
ました。

　久元市長は、市場原理に委
ねて、公的な役割を大きく後
退させる「新自由主義的な政
策」を推進しながら、そのこ
とへの自覚も反省もありませ
ん。基礎自治体の役割は「住
民福祉の増進」です。国の言
いなりではなく、国の悪政の
防波堤の役割を果たすことが
求められています。
　日本共産党神戸市会議員団
は、予算の編成替えを求める
動議を提案しました。市長提

案の予算から三宮再整備や、
大阪湾岸道路西伸事業などの
大型開発等、不要不急の施策
を削減するとともに、財政調
整基金を活用することで財源
対策をおこなっています。そ
れによりコロナの影響で苦闘
する中小企業、医療機関への
支援や市民の暮らし応援、35
人学級の小中学校での実施
や、子どもの医療費の無料化
など市民の願いに応える提案
となっています。

じている状況で、適切な給食
の提供方法の検討をおこなっ
ている。
　朝倉議員：昨年12月の委
員会で、垂水小学校の建替え
についての与党議員の質問
で、初めて小学校給食提供方
式の変更を検討していると言
われた。しかし、その後の委
員会でも何ら報告などされな
いまま、本会議場で「具体的
には港島学園、垂水小学校、
春日野小学校で給食提供方法
の変更を検討している」と答
弁した。あまりにも唐突だ。
（垂水小学校は）保護者宛に
プリントが１枚配布されただ
けと聞いている。まったく説
明にもなっていない。
　長田教育長：特に問い合わ

せはなかったので、保護者の
皆さんには概ね理解いただい
ていると思っている。
　朝倉議員：長谷川局長は、
「お金がないからできない」
と言った。子どもたちの環境
を良くしていくための予算だ
から市長の判断ですべきだ。
　久元市長：教育委員会から
必要な予算を要求していただ
き計上しているつもりだ。
　朝倉議員：コスト削減を優
先するあまり、市民や保護者
の合意、説明もないまま、子
どもたちの教育に必要な施設
まで廃止させ、さらなる民間
任せを進めようとするやり方
は認められない。答弁ダイジェスト

　長田教育長：プールはポー
トアイランドスポーツセンタ

ーの利用を予定している。給
食室は市内に２か所の共同調
理場の能力に一定の余力が生

「経費がかかるから」という理由で
大事な学校施設なくすな

新しい学校ができるのにプールも給食室もないの?!

❶�コロナ禍のもとで市民の命と暮らしを守るものにな
っていないから

❷�社会保障を拡充し、子育て・教育の負担を軽減する
ものになっていないから

❸�公共の施設を統廃合し、公務労働を低賃金と非正規・
民間委託に置き換え、公的責任を後退させているから

❹�大型開発・呼び込み施策に偏重し、いま神戸で住み
働いている市民や事業者の願いに応えていないから

❺�気候危機打開やジェンダー平等の実現に積極的に
取り組む姿勢が無いから

西議員が意見表明
　神戸市予算特別委員会が３月16日にひらかれました。
西ただす議員が登壇し、2022年度神戸市各会計予算案並
びに予算関連議案について反対の理由を述べました。

コロナ禍のもとで市民の命と暮らしを守るための予算を

神戸っ子から
王子動物園を
うばわないで

！

　昨年12月神戸市が突如公表した「王子公
園再整備基本計画（素案）」に対し、市内
だけでなく市外からも「大学はいらない」
「遊園地やプール、テニスコートをなくさ
ないでほしい」といった多くの声が上がり
ました。そこで立ち上がった「みんなの王
子公園＆動物園の会」が署名活動をスター
トし、３月22日に全国から集まった３万90
筆もの計画の撤回を求める署名を神戸市に
提出しました。
　対応した山田大輔企画調整局副局長は、
「３万の署名、市民意見募集でも厳しい批

署名を提出する「みん
なの王子公園＆動物園
の会」の皆さんと日本
共産党神戸市会議員団
の味口としゆき議員

３万90筆もの計画撤回を求める
請願署名を提出しました

判の声は真摯に受け止めてい
る」としながら「王子公園のも
つポテンシャルは生かして、よ
り良い再整備の案を出したい」
と、市長が強行しようとしてい
る大学誘致は否定しませんでした。
　日本共産党神戸市会議員団は先日の代表
質疑や総括質疑でも、市民の声に背を向け、
大学誘致ありきの方針を変えようとしない
神戸市の姿勢を改めるよう追及しました。
　引き続き署名活動を続けます。皆さんの
声で計画を撤回させましょう!!

※�意見表明の全文は「日本共産党神戸市会
議員団」のホームページをご覧下さい。�➡



みなさまへ 

 少しずつ暖かくなり春らしさが感じられる頃となりましたが、お元気でお過ごし

でしょうか。 

 日頃より、日本共産党神戸市会議員団の活動へのご協力ありがとうございます。こ

れまでに私どもの市民アンケートにご協力いただいたみなさまに、神戸市会報告を、

お届けいたしますので、是非ご一読ください。 

長引くコロナ禍のもと、市民の生活や中小業者の営業は厳しさを一層増していま

す。ところが久元市長が発表した 2022 年度予算案は、保健所の体制を強化しないま

ま積極的な検査を縮小し、三宮再開発や王子公園の再整備など、市民不在・呼び込み

型の大型開発を推し進めようとしています。 

岸田首相も「弊害の是正」を掲げざるをえなくなった「新自由主義」の害悪。歴代

自民党政権がすすめた、非正規低賃金労働者の増加や、社会保障の削減、消費税増税

路線を転換し、市民・国民の暮らしと家計を直接あたため応援する施策が、国政にも

神戸市政にも求められています。 

夏には、参議院選挙もおこなわれます。 

日本共産党神戸市会議員団は、コロナから、命と暮らしを守り、雇用と営業をしっ

かり補償するとともに、少人数学級や中学校給食の改善実現など教育予算の増額し、

あたたかい強い神戸経済に転換めざし、全力でがんばります。 

     ２０２２年 春 

日本共産党神戸市会議員団       

森本   真 松本 のり子 西  ただす 

味口としゆき 大かわら鈴子 朝倉 えつ子 

山本じゅんじ 今井 まさこ 林 まさひと 

同封いたしました「王子公園・動物園署名」に、ご協力いただけましたら、お住まいを

担当する市会議員、共産党の事務所にお届けいただくか、灘区の「みんなの王子公園＆

動物園の会」に、ご郵送いただけますようお願いいたします。 

神戸市議会日本共産党控室 神戸市中央区加納町 6-5-1 市議会 27F ℡078-322-5847   
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