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私たち「つなぐ神戸市会議員団」は

つなぐ 神戸市会議員団

市政報告会

市政報告会
日程

紹介

市民の願いを市政に活かし、命輝く未来へとつなぎます。
時代はいま信じがたいスピードで進んでいます。そんな中で変われないのが政治の世界です。未だに慣例主義が
まん延しています。これではアカン!! そういった思いを持った市会議員で新たなグループ（会派）を2019年に
結成しました。政党にも、慣例にも、圧力にも流されない、是々非々の会派こそ、つなぐ神戸市会議員団です。
市民の皆様に与えられた4年間の任期の中で、神戸市会にイノベーションを巻き
起こせるか、是非ご注目ください。

北区

西区

垂水区

中央区

灘区 東灘区

須磨区
長田区
兵庫区

東灘区

うらがみ 忠文

選出
無所属

〈相談役〉

あわはら 富夫
〈幹事長〉

2021.4.4（日） 14：00～

2020.11.22（日） 14：00～15：00
三宮センター街東口

三宮センター街 東口にて

灘 区

小林 るみ子

選出
新社会党

〈会計〉

新社会党
中央区選出

高橋 ひでのり

これは、神戸市議会基本条例に記載された、議員の役割および活動原則の一文です。
「議員は自らの活動を市民に分かりやすく説明すること」

〈政調会長〉

無所属
垂水区選出

香川 しんじ
〈団長〉

神戸志民党
西区 選出

街頭

街頭

つなぐ神戸市会議員団が結成当時から実施してきた市政報告会が、コロナ禍の中、開催が難しくなりました。
そうだ、街頭なら感染リスクは低くなる！マイクを持って街に出よう。
右手にマイク、左手に傘を持ち、市政報告会が始まりました。
あわはら富夫議員（中央区）はコロナ禍での神戸市の厳しい財政状況について、香川しんじ議員（西区）
は利用者不足による市営地下鉄の財政課題について、高橋ひでのり議員（垂水区）はコロナ感染症対策
について、小林るみ子議員（灘区）は介護保険とヤングケアラーについて。最後にうらがみ忠文議員（東
灘区）が、「雨の中よく来てくださいました。10年後、つなぐがでっかい会派になった時、あの雨の日は5
人やったのにねぇ！と懐かしく思い出されることでしょう」と締めくくりました。1時間の報告会を終
えたときには、革靴の中にまで雨がしみ込んでいましたが、不思議と寒さは感じませんでした。

市政には
市民の皆さまの
お声が必要です！

当日の様子は

で！

S I N C E  2 0 1 9

TS
UN

AGU・KO
BE 

第1回 第3回

第4回

2021.7.25（日） 17：00～18：00
JR六甲道駅

2021 秋ごろ 東灘区
第6回 2022 夏ごろ 垂水区

第5回 2022 春ごろ 西区
2021.4.4（日） 14：00～15：00
三宮センター街東口

開催
 しました！

予告

第2回



KOBEぽすとKOBEぽすとで

before

after

神戸市会議員団

つなぐ神戸市会議員団は、皆さまからのご相談に取り組みます！
●地下鉄三宮駅のエレベーターについて

5人で現地調査へ。エレベーター室内
のサイズも測りました。

摂食障害について

ギャンブル依存症について
「ギャンブル依存症家族の会 兵庫」の皆さまと。

〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1　神戸市役所29階

email : tunagu.kobe.shikai@gmail.com
ホームページ▶

https://www.tsunagu-kobe.site/
Facebook▶

https://www.facebook.com/tunagukobeshikai

人が優しい行政の仕組み

漫画などで、ギャンブル依存症
について分かりやすく説明

不登校とフリースクール

エレベーター室内拡張の追加工事を行うことに！
●医療的ケア児の子育て支援について
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が可決！

うらがみ忠文

TEL.078-322-5849
（受付時間/平日9：00～17：00）

FAX.078-322-6167

エレベーターの間口（交通バリアフリー基準では最低幅140cm）が104cm
しかなく、以前は車いす3台が乗れていたのに更新後は1台しか乗れない、回
転できないためバックでしか出られない等の現状をお聞きしたので、現地調
査を行ないました。
交通局からは、東側エレベーターはバリアフリー法に違反しているため、西
側に適法のエレベーターを設置したとの説明がありましたが、西側エレベー
ターは地上まで通じておらず、西改札から東改札まで戻るルートを選ぶしか

ありません。緩やかな長い上り坂の地下通路は、
車いす使用者に配慮しているとは言えないもの
でした。
この問題の根底にあるのは、当事者の声を聴か
ないで事業を進めたことです。
障がい者団体の皆さんも神戸市に要望を出す
中、あわはら富夫議員が都市交通委員会でこの
点を指摘した結果、エレベーター室内拡張の追
加工事が決まり、「今後は当事者の声を聴く仕組
みを作っていきたい」との当局の回答を引き出
すことができました。

地下鉄三宮駅のエレベーターが、老朽化のため更新され
たが、以前より狭くなり、車椅子での利用が不便になっ
たとのご相談を受けました。

「街灯がきれている」「道路がひび割れている」「公園の遊具が壊れ
ている」など、神戸市が所有する施設や設備の不具合を、スマホで
投稿できるアプリです。

●不登校とフリースクール  ●薬物依存    
●災害対策   ●放射能汚染水問題
●選択制夫婦別姓 ●摂食障害  
●沖縄辺野古基地問題 ●ビンの再利用
●こどもの権利オンブズパーソン 
●平和資料館の建設  
●垂水いじめ自死問題 ●若者の起業支援

車道と歩道の段差が激しく、高齢者
や車椅子の通行の妨げになっていた
横断歩道をKOBEポストに投稿した
ところ、このように改善されました。

重度心身障がい児を育てているお母さんから、お話をお聞き
しました。

「夫や息子のギャンブル依存から生じた多額の借金に気づき、最初は尻拭いを行い、代
わりに金銭管理を行ったり本人を攻め続けたりしましたが、どれも間違っていました」
3人のお話は、いずれもつらい体験談でしたが、どなたも「家族会」につながったこと
で、「自分自身が相手のギャンブルに一喜一憂しなくなった」と言われました。家族の会
が訴えていることは、「本人や家族だけで解決しようとするのでなく、本人や家族の自
助グループに参加してほしい」「そのために行政は、市民啓発事業に私たちを参加させ
て、相談に来られる方や関係機関の理解を深めてほしい」
つなぐ会派には、神戸市の生活保護ケースワーカーとしてアルコール依存症者を支援
してきた高橋ひでのり議員がいます。こどもに増えている「ゲーム依
存」や、若い女性に多い「摂食障害」など、依存症の低年齢化にも対処し、
依存症対策を進めてまいります。
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意欲的に

　今後の方針
について
一般質問を
しました！

取り組みの

ご報告

！ ！

●ギャンブル依存症対策について
神戸市精神保健センターは、依存症の市民啓発を充実してください！

皆さまのお声をお待ちしております。
ご遠慮なく、ご相談ください。

所属委員会と取り組んでいるテーマ

市政相談
他にも、下記のような
テーマについてのお話し
をお聞きしました。

お問い合わせやご相談はこちらからでも！

「ギャンブル依存症家族の会 兵庫」の3人の女性が要望に
来られました。

！

「����ぽすと」をご存知ですか？

中央区内の横断歩道

都市交通委員会

三宮再整備・神戸の財政

あわはら富夫
経済港湾委員会

コロナ対策・生活保護

高橋 ひでのり
福祉環境委員会

介護・子どもの人権・ジェンダー平等

小林 るみ子
教育こども委員会

障害福祉・中小企業・農業

香川 しんじ
総務財政委員会

解決した例
➡

今年度

連絡先

神戸市には3つの療育センター（総合・東部・西部の療育
センター）がありますが、初診は2～6ヶ月待ちという状
態です（2021年5月時点）。療育センターには障がいの
子どもが通える幼稚園（児童発達支援センター）が併設
されているのですが、重度障がいの児童には親の同伴
が必要です。西区のある地域には通園バスが来ないた
め、公共交通機関を乗り継ぎ片道2時間もかけて通園さ
れているとの事でした。
特別支援学校では、人工呼吸器を使用している児童には保護者
が付き添わなければならず、仕事をあきらめなくてはならない方も多くいらっ
しゃるとの事でした。

後日、朗報が入りました。6月11日の参議院本会議にて、「医療的ケア児及びその家
族に対する支援に関する法律」が可決され、医療的ケア児を育てる家族の負担を減
らし、児童の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職を防止する施策が、地
方自治体の「責務」となったのです。
6月28日の本会議では、香川しんじ議員が神戸市の方針について一般質問をしま
した。
今後、つなぐ会派としては、お母さんたちと連携しながら、医療的ケア児の子育て
支援を具体的に提案していきます。


