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　第1回定例市会２月議会終わる
「市民参画推進局」解体、新型コロナウイルス問題、

　　　東須磨小ハラスメント事案などで議論

　２月 1 8 日から３月 27 日までの会期で開
かれていた第１回定例市会２月議会が終わ
りました。予算に対する、つなぐ議員団の
代表質疑は２月26 日に、浦上忠文議員（無
所属）が、①「市民参画推進局」について
②高齢者パワーの推進について③「再犯防
止推進計画」について④「政策会議」の公
開について⑤三宮再整備にともなう財政見
通しについて質疑しました。
　予算特別委員会では連日局別審査が行わ
れ、総括質疑は香川真二議員（神戸志民党）
が東須磨小ハラスメント事案について行な
いました。代表質疑や、予算特別委員会総
括質疑要旨、局別審査質疑項目は以下、掲
載しています。
　また、敬老福祉パス制度改悪問題につい

ては、熟年者ユニオン、アイ女性会議、市民デ
モＨＹＯＧＯなどから多くの請願や陳情が出
され、予算特別委員会で口頭陳述が行われま
した。
　そして、新型コロナウイルス感染症が神戸
でも拡大していることを受け、補正予算が提
案され、神戸市の検査や相談体制などで議論
が行われました。これについては、高橋ひでの
り議員（無所属）が３月 1 8 日に議案質疑を行
いました。また、予算に対する反対討論を、あ
わはら富夫議員（新社会党）が行いました。議
会最終日には、小林るみ子議員（新社会党）が
一般質問を行いました。質問要旨を掲載しま
す。また、予算特別委員会でのつなぐ議員団の
意見表明も掲載します。

浦上忠文議員・代表質疑要旨（２月26日）

１．「市民参画推進局」について

　神戸空港住民投票運動を経て協働参画

３条例ができ、市民参画推進局ができた。

「ひとり一人の市民が主役のまち」という

震災後の神戸のシンボルのような局だっ

た。私はこれまで長年議会において，社会

はお互いさまで成り立つことから，「市民参画

推進局」を「市民参画お互いさま局」に変更す

べきと提案してきた。来年度の組織改正案で

は，市民参画推進局が解体されることになり，

寂しさ，悲しさを感じでいるが，そうした思い

をどう慰めてくれるのか。
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（久元市長）
　「市民参画推進局」ができて17,8 年経ち、こ
の間、市民参画推進を求める考え方は市役所
のそれぞれの組織に根付いてきたが、同時に
この間社会には「孤立」という状況も拡がっ
てきた。この社会状況には特定の局だけでな
く全ての局が新たな発想を得て市民の参画を
求めていくことが課題だ。そこで昨年企画調
整局に「つなぐ課」を作って庁内の連携を
図ってきた。市民参画推進は特定の局が行う
のではなく、そこで今回、「つなぐ課」を「つ
なぐラボ」に変え、各局の努力をつなぐ方が、
今の社会状況にあっている。

２．高齢者パワーの推進について

　定年後も働き続けたい意欲のある高齢者の
活用が重要との観点から，昨年の本会議にお
いて，高齢者パワー推進局を新設し，担当局
長の配置を提案した。趣旨には賛同いただい
た上で，寺崎副市長からは，局の垣根を越え
て横断的に高齢者パワーの拡大に向けて取り
組むとの答弁があった。どのような目標を掲
げ，活動し，成果をどう考えるか，今後の取
り組みの進め方を伺いたい。

（寺崎副市長）
　来年度予算では 6 5 歳以上の高齢者を対象
に、一定のボランテイア活動により「ボラン
テイアポイント制度」によるポイントが貯ま
る制度導入で、ポイントを使うことで高齢者
の社会参加促進やフレイル予防にもつなげた
い。また自治会活動でのコミュニテイビジネ
スでの高齢者パワーの活用も検討していきた
い。

（浦上議員・再質疑）
　ボランテイアポイント制度も結構だが、も
う少しポイントの額は上げられないか。

（寺崎副市長）
　ボランテイアという位置づけなので、労働
の対価としてはシルバー人材センターを活用
していただき、総合的に高齢者パワーの拡大
をしていきたい。

３．「再犯防止推進計画」について
　　　
　再犯防止のためには，社会復帰後の支援を
国，自治体，民間団体等が緊密に連携協力し
て実施する必要がある。昨年 1 2 月に開催され
た犯罪対策閣僚会議において「再犯防止推進
計画加速化プラン」が決定され, 2021 年度ま
でに 1 0 0 以上の自治体が再犯防止推進計画を

作る目標が定められた。平成 3 1 年２月の再
犯防止推進計画等検討会の資料では平成 3 1
年１月末時点において，都道府県及び指定
都市46 団体のうち，本市を含む６団体が「計
画の策定予定なし」となっているが，現時点
で計画を策定する予定や策定の要否も含め
た検討を行っているか見解を伺う。

（寺崎副市長）
　再犯防止の重要性は十分認識しており、
市としては各区役所の「くらし支援窓口」で
専任の相談員が保護司や関係機関と連携し、
就労などの相談に対応している。また保護
司会活動への助成も行っている。本市とし
ては計画自体は作成していないが、具体的
な施策を進めていくことが大事と考えてい
る。

（浦上議員・再質疑）
　今の答弁では、仕事はやっているが計画
はないということだが、目標や計画があっ
てこそ仕事が進むものだ。再犯率がいつま
でも下がらない中で、国は計画を作ろうと
言っているがどうか。

（寺崎副市長）
　計画を作る意味がないと言っているので
はなく、今後、保護司の意見や他都市の例も
含め適切に対応していきたい。議員の指摘
は重く受け止めたい。計画をつくるかどう
かも含め検討していきたい。　

４．「政策会議」の公開について

　昨年９月の決算議会で、あわはら議員の
質問に対し、久元市長はこれまで非公開
だった「政策会議」を、公開の留意点を整理
し、公開時期、公開方法、公開可能な範囲な
どについて検討し、公開すると答弁された。
その後、ホームページで公開されたが、先進
的な他都市に比べると、非常に公開範囲も
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狭いものになっており、不十分なものだ。どの
ような検討を行い今回の公開に至ったのか。

（寺崎副市長）
　他都市の例を参考に検討し、開催日時、出席
者、議題、結果などを公開した。本市の政策会
議は、意志決定の前段階で幅広く議論するのが
特徴で、公開内容は他都市と比べると限定的に
ならざるをえない。

（浦上議員・再質疑）
　これ以上は、今後金輪際公開しないというこ
とか。

（寺崎副市長）
　現時点で、これ以上公開の範囲を広げるつも
りはない。

予算特別委員会各局別審査質疑項目

浦上忠文議員
■水道局
1 . 安心・安全な水道について
2 . 水道水の利用促進について
■交通局
1 . 市バスの乗客増に向けた取組について
2 . 市バス運転士のサービスマナーについて
3 . 市バスの早発防止について

あわはら富夫議員
■港湾局
1 . 神戸港について
 ・総合港としての評価について
 ・港湾技術の継承について
■都市局
1 . 三宮再整備の全体事業費について
2 . 新長田駅南地区震災復興市街地再開発事業について

小林るみ子議員
■教育委員会
1 . 『教育機会確保法』のもとでの不登校問題について
 ・保護者の学習会、研修会の実施
 ・児童・生徒への経済的支援等々
2 . (この春入学予定の) L ＧＢＴの子どもの受け入れ
  体制について
■市民参画推進局
1 . マタニティハラスメント（俗称マタハラ）の
  周知・対策について　　
2 . 市民参画推進局の解体・分散化での労働行政の
  後退について

５．三宮再整備にともなう財政見
　通しについて

　久元市長は、昨年９月の決算議会で、三宮
再整備の財政的な見通しについて、あわはら
議員の質問に対し、「令和２年度の予算編成
の審議の際には立てる必要があると考える」
と答弁しているが、今回の予算案では財政的
な見通しは示されていない。市長の見解をお
聞きする。

（油井副市長）
　三宮再整備は官民が連携して行う事業であ
り、官民含めた全体事業費と経済効果につい
ては、今年度検討委員会を作り検討を続けて
いるが、さらなる議論を進めていくべきとい
う議論があり、３月 3 0 日の検討委員会を経
て最終的な全体事業費や経済効果については
本年の５月末には公表していきたい。
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3 . 若者の実態を踏まえた「労働法教育」の普及について
4 . 形骸化されたパブリックコメントのあり方について
■行財政局
1 . 就職氷河期世代に特化しない非正規問題への取り組みについて
2 . 戦後 7 5 年、「歴史・公文書館」の整備に向けた調査・設計について
■こども家庭局
1 . 指定管理者制度導入の児童館問題に対しての社会的・道義的責任について
2 . 母子世帯に配布されている「福祉パス」の事実上廃止について
■企画調整局
1 . 労働法が適用されないテレワーク(在宅勤務)の問題点について
2 . 安藤忠雄さんによる「子どものための図書館」寄贈について

－公正な手続きを経ることなく、個人の寄付行為の申し出が通用するのか－
3 . 気候変動に再生可能エネルギー普及などの具体的な対策を

高橋ひでのり議員
■環境局
1 . 神戸市土砂の埋立等による不適正な処理の防止に
　関する条例（案）における土壌安全基準について
2 . 温室効果ガスの削減について
■建設局
1 . 美緑花ボランティアに対する助成金について
2 . 須磨多聞線について
■保険福祉局
1 . 新型コロナウイルスの検査について
2 . 神出病院での虐待事件について
3 . 敬老優待乗車証の利用者増対策について
4 . 精神保健福祉士の配置による相談支援体制について
5 . 住宅扶助の代理納付制度について

香川真二議員
■経済観光局
1 . 須磨海浜水族園について
2 . 海外プロモーションでの神戸ビーフの活用
  について
■建築住宅局
1 . 市営住宅入居における緊急連絡先の確保
  について
2 . 市営住宅の福祉施設等への転用について
3 . 既存住宅を活用したグループホームの建築
  基準法上の取り扱いについて
■危機管理室・消防局
1 . 新型コロナウイルスへの対応について
 ・情報発信について
 ・兵庫区役所の対応について
2 . ガソリン携行缶給油の取扱いについて
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香川真二議員・予算特別委員会総括質疑要旨（３月12日）

  ～ハラスメント事案の再発防止及び教育体制の改善について～

　東須磨小のハラスメント事案に係る調査報

告書が提出され、それに基づき２月 28 日に懲
戒処分が決定されたが、報告書ではこれまで
報道されてきた内容と異なる点が２つあっ
た。１つ目は 40 代の女性教員が、中心的存在
に他の加害教員３名に指示を出してハラスメ
ントを助長したということは認められなかっ
たこと、２つ目は前校長が「神戸方式」によっ
て加害教員らを東須磨小学校に招き入れたと
いうことも事実ではなかったことだ。
　教育委員会は今回の事案を受け、４月より
「監理室」の設置、市内の小中学校を巡回す
る「地区統括官」の任命で組織風土見直しを
図ろうとしている。このような統治強化は、
現場の教職員を委縮させてしまう懸念も感じ
たが、先ほどの教育長の答弁では現場の声を
聞くパイプ役の役割も果たすという事で安心
した。その声をしっかり拾っていただき、さ
らに現場職員のモチベーションを高め、現場
教職員の課題をともに解決していくことが重
要だ。そこで、現場職員の課題解決に向けた
提案とともに質問をさせていただく。

①複数担任制の導入について

（香川議員）
　報告書では，ハラスメントが起きた原因は
加害教員の個人的資質によるところが大きい
とされている。「教員が自分の資質が高まっ
たと感じたきっかけ」を調査した研究では，
１位は「職務での経験を積むこと」，２位は
「先輩や同僚からの助言」となっており，研
修は上位にランクしているが、それほど効果
は実感されていない。教員の資質向上を高め
るためには，複数担任制を導入し，学級内の
悩みを共有し，解決策を共に考えることがで
きる体制を構築すべきではないか。

（長田教育長）
　複数担任制の導入でそのような効果は期待
できるが、教職員の配置拡充が必要で、国の
定員改善無しでは難しい。同室複数指導や教
科担任制などの方法を研究、活用し体制を構
築していく必要がある。

②教職員の定数拡大・
            教科担任制の教員加配

（香川議員）
　報告書によると，周囲の教員は業務過多で

あるため，教員間のハラスメントに気付か
ない，他人にかまう余裕がなかったとの報
告があり，教員が「ゆとり」を持つことが再
発防止に重要であると提言されている。教
員の「ゆとりある働き方」を実現するために
は，現場に人員を増やすべきであり，教職員
の定数拡大や教科担任制の教員加配を実施
すべきと考えるがどうか。

（長田教育長）
　現行制度では市独自での教職員の定数拡
大は困難だ。

（香川議員・再質疑）
　市長の決断での教職員の配置はできない
のか

（久元市長）
　教育長の考えに沿って予算措置を行うが、
国の基準を上回って配置することは困難だ
が、加配などの措置は相談に応じていく。

③教職員がより相談しやすい
                                 体制の整備

（香川議員）
　報告書には，「実効的な通報窓口の設置」
として，内部通報窓口を適切に設置するこ
となどが提言されている。本市においては，
内部通報・相談窓口が設置されており，その
他の窓口として，職員総合相談窓口や教職
員組合などがあるが，被害教員は異動まで
の辛抱と考え，相談することができず事態
の悪化を招いた。例えばスクールロイヤー
が，いじめや保護者との卜ラブル対応だけ
でなく，教職員の労務やハラスメントにつ
いても相談を受けるなど，教職員がより相
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談しやすく，問題が解決できる体制を整備す
べきと考えるがどうか。

（長田教育長）
　相談窓口としては、内部通報相談窓口、職
員の総合相談窓口、教職員相談室、教職員課
への相談の４つがあるが、内部通報窓口は外
部の弁護士に委託をしており、法的観点から
対応することが可能だ。

（香川議員・意見）
　昨年、会派として教育委員会に、傷ついてい
る子供たちの心のケアを最優先で取り組んで
いただきいと申し入れをしているが、卒業後
も子供たちへの継続した支援をお願いしたい。
また教職員の方もモチベーションを維持して

もらえるような取り組みをしていただきたい。

高橋ひでのり議員・議案質疑（３月18日)

～新型コロナウイルス感染症への対応について～

①検査体制の強化について

（高橋議員）
　感染クラスターの発生・拡大を防ぐにはス
ピーディーな検査体制が必要だ。昨日のテレ
ビで、神戸市北区のドクターが実名も顔も出
して訴えられた。医師が肺炎の患者を診察し
新型コロナを疑ったので他の病院を紹介し、
その方が後日陽性と判明した。医師や職員の
ＰＣＲ検査を保健所に求めたが、「マスクを
していたので濃厚接触者でない」と検査を断
られたとのことだ。この医師は発病の不安を
抱え、また自らが感染源になる可能性がある
ため、診療をインタホン越しに切替えざるを
得なかったそうだ。検査機器のさらなる購入
や人員体制拡充を行い、早期検査可能な体制
を構築すべきと考えるがどうか。

（寺崎副市長）
　P C R 検査は、医師からの相談があった場合
は積極的に対応しているが、漠然とした不安
の理由での検査申出には基本的にはお答えし
ていない。すべて検査を行うと医療崩壊と
いった事態が懸念される。患者が発生した場
合、保健所が接触し調査を行い聞き取り調査

を行う。一般論としては、患者に接したから
という理由で、その状態を問わず、濃厚接触
者として何の症状もないのに全て PC R 検査に
するという方針はとっていない。保健所が健
康観察を行って、一定期間経過するまで続
け、症状が出たら P C R 検査を行う方針だ。
　
（高橋議員・再質疑）
　検査基準のことが問題だ。医療機関とか介
護事業所とかは基準を緩めて、きちん検査を
して対応について一緒に考えるという姿勢が
必要と思うがどうか。
　また、兵庫県が感染した患者の全ての方の
感染経路について公表しているが、5 ヶ所の
医療機関もしくは介護施設が感染経路として
非常に目立っている。全国の状況とかなり
違っているが、専門機関がクラスターになっ
てしまっているのか、わかる範囲で教えてい
ただきたい。
　
（寺崎副市長）
　何よりもこのクラスターが次のクラスタ生
み出さないことが最大のポイントだ。今般、
大阪のライブが大きなクラスターとなってそ
の後各地に飛び火した。こういったことを繰
り返してはならないということで、クラス
ターの発生拡大防止に全力を傾注している。

（高橋議員・再質疑）
　大阪府は 3 月 1 2 日からフォローアップセ
ンターを設置して、5 0 0 床を目標にして一般
病院病床、閉鎖病院、宿泊施設活用など含め
て重症度に応じて陽性者を振り分ける、トリ
アージの体制を作った。現在県内の感染専門
病棟は 5 0 床だが、今後陽性患者増加が見込
まれる。神戸市も県と協力して早急に陽性患
者のトリアージ体制をつくる必要があると思
うがどうか。
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（寺崎副市長）
　患者が急激に増えてきた場合、重症患者
の治療を重点的に行うことが必要だ。その
ため軽症並びに無症者の方をどう扱ってい
くのか大きな問題だ。どういう形でできる
のが適当なのか、クラスター拡大防止とあ
わせ、重症者の医療をしっかり確保してい
くことが重要だ。国とも協議し必要な対応
を進めていく。

（高橋議員・意見）
　やはり一定のピーク時を想定して目標設
定し、長期閉鎖の病院とか、その資源を調
べて準備をし体制を組んでいただくことを
要望する。

②相談窓口の設置について

（高橋議員）
　補正予算で専用相談窓口に関する予算が
計上されているが、「ひょうご働く人の相談
室」などの電話相談でも、学校休業や自宅
待機にともなう休業補償、非正規や自営業
の方々から雇い止めや収入減など様々な暮
らしの相談があったそうだ。新型コロナウ
イルスの影響による収入減や失業に対応す
るため、生活に困った方々の問題をきちん
と把握する体制を早急に作る必要があるの
ではないか。

（寺崎副市長）
　様々なご心配お持ちの方がおり、健康相
談については 2 4 時間の電話相談窓口を設
置、接触者外来はすでに 5 ヶ所増設してい
る。生活上の不安については、各区のくら

しの支援窓口で、生活保護が必要であるか、
または短期的な資金が必要であるのか、聞
き取りを行なっており市民の生活の不安に
も対応していく。

（高橋議員・再質疑）
　企業に対しては窓口があり対応されてる
が、個人に対するくらしの相談窓口をどう
作っていくのかっていうことがポイントだ。
今後いろんな方が生活相談に来ると思う。
生活困窮者自立支援事業の窓口は雇用や住
宅問題にも対応できる窓口になっている。
ぜひくらし支援窓口にワンストップ窓口の
ようなものを設置し、いろんな減免制度と
か直接やってないことも含めて、案内でき
る体制をつくる必要があると思うがどうか。

（寺崎副市長）
　感染症により大きな影響を受けておられ
る方が多くいることは承知している。ご指
摘のように困った方が気楽に相談できる体
制作りが必要と考えてる。今後の動向を見
ながらどんな相談体制が必要なのか検討し
ていく。

（高橋議員・意見）
　医療機関や介護施設から、マスクがない
という話が入ってきている。県は調査をし
たということだが、市でも専門機関でのマ
スクの不足状況をきちんと早く調査してい
ただきたい。また、南相馬市から防護服の提
供があったということで非常にいい話だと
思うが、日ごろの震災救援を通じたネット
ワークを結構持っている。姉妹都市の天津
に要請することも含めてマスクの確保に尽

力してほしい。

小林るみ子議員・一般質問要旨（３月27日）
  ～阪神淡路大震災から25年、残された課題について～

　阪神淡路大震災から 2 5 年。借り上げ復興
住宅、震災アスベスト、震災障がい者補償、
『被災者生活再建支援法』拡充などいくつも
の課題が残されている。にもかかわらず、過
日、市長は、「神戸は100％復興した」と発言
された。この 2 5 年間、復旧から復興に向け
て、心の復興、心の傷を癒しながら生き抜い
てきた被災市民、「最後の一人まで救う」と
被災者を支援してきた諸団体は、この発言
に驚き、激しい怒りを抱いた。震災を経験し
た神戸市民にとって、今尚、震災は終わって

はいない。そこで質疑するが、このような課
題が残っているにもかかわらず、市長が「神
戸は 1 0 0％復興した」と断言できるもなのか。

（久元市長）
　復興をどのように捉えるかにもよるが、港
湾などの社会インフラにも、街のたたずまい
にも、震災の傷跡を殆ど感じさせることがな
くなり、震災前より災害に強い街になった。
新長田の再開発など残された課題にも取り組
み、いずれも終局的解決をみようとしてい
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る。このような現状を見ると、すでに復興し
新たなステージに立つ神戸は、未来に向けた
歩みを進めているものと考えており、そうい
う趣旨から 1 0 0 ％復興していると申し上げ
た。一方で、震災の記憶はしっかりと継承し
ていく必要がある。

（小林議員・再質疑）
　２つほど残された課題について質疑する
が、一つは借り上げ住宅問題だ。当時避難所
から仮設住宅、復興住宅へ、人間関係が断ち
切れる中「孤独死」も生じた。「すまい」と
「コミュニティ」は切り離せないことを教訓
としたが、再び同じ過ちを繰り返そうとして
いる。神戸市は、借り上げ住宅の継続入居を
求める被災高齢者を裁判で被告にした。あく
まで話し合いで決着すべきで、神戸市とし
て、提訴を取り下げるべきだと考えるがどう
か。県は「判定委員会」が認めた場合は継続
入居を許可している。神戸市も「判定委員
会」を設置し一人ひとりに向き合う姿勢が必
要だと思うがどうか。

（油井副市長）
　借り上げ住宅は契約に沿って適切に返還し
ていくことを基本としており、返還にともな
う住み替えにあたっては入居者に丁寧で無理
のない対応をしているが、残念ながら住み替
えにご理解いただけない方には、話し合いで
合意点に到達することは難しいと判断した。
「判定委員会」は、県とは借り上げ先の違い
などで状況が異なり、設置は考えていない
が、転居にあたっては、引き続き丁寧できめ
細かい対応をしていく。

（小林議員・再質疑）
　被災者を切り捨てるのではなく、原点に立
ち戻って、いかに救うかという視点で対応を
変えてもらいたい。
　残された課題のもうひとつ、震災アスベス
トだが、労働者・ボランティアは、アスベス
トの含有の建物の解体・回収作業に携わっ
た。大気中に飛散したアスベストによる健康

被害ですでに６人死亡した。これから健康被
害がでるピークだ。神戸市は、当初「市民へ
の影響は少ない」として、震災アスベストの
存在・健康被害を認めようとしなかったが今
でも、同様の見解か。

（岡口副市長）
　国と連携し、震災後に大気中のアスベスト
濃度調査をしている。結果は半年後には基準
値の 10 分の一まで減少し、一般市民へのアス
ベストの影響は基本的に小さかったものと考
えている。

（小林議員・再質疑）
　神戸市はこの間、国の進める「健康管理に
係わる試行調査（問診・胸部CT 検査・Ｘ線検
査）」に参加し、受診者は２年間で 992 人、そ
のうち要精密検査とされた人は 1 8 3 人もい
る。国は来年度、アスベスト関連疾患の早期
発見に向けての新事業に取り組む予定で、神
戸市としても、ぜひこの新事業に参加してい
ただきたいがどうか。

（寺崎副市長）
　今年の７月から国が開始予定の医師の読影
能力向上を目的とした「石綿読影の制度にか
かわる調査」に参加し、石綿被害に健康不安
のある市民の健康管理を引き続き継続する考
えだ。

（小林議員・再質疑）
　アスベスト被害のピークはこれからで、復
興作業に携わった労働者・ボランティア、市
民の健康調査を行い、平常時からアスベスト
マップのもとに、アスベスト除去も必要だ。
また、アスベストマスクの備蓄を行い、環境
局・健康局・危機管理室の連携で震災アスベ
スト対策を行っていただきたい。
　アスベストなど多くの課題が残る中、震災
に終わりはない。市長が「神戸は 1 0 0 ％復興
した」と断言できるものではないと思うが、
市長はどう考えるか

（久元市長）
　借り上げ住宅問題、アスベスト問題もしっ
かり取り組む必要があるが、同時にアスベス
ト問題は全国的な問題であり、そのことを捉
えて神戸は復興していないというのは賛同で
きない。神戸は 1 0 0 ％復興したという、その
先の未来を見据え、震災の記憶を継承し、そ
こからの教訓を大事にし市政を運営していく
ことが大事だ。

（小林議員・意見）
　残念な答弁だ。しっかりと目の前の課題に
向き合っていただきたい。「1 0 0 ％復興した」
と断言してよいものではない。
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 予算及び関連議案への意見表明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　        令和２年３月13日
                つなぐ神戸市会議員団

　つなぐ神戸市会議員団は、令和２年度
神戸市各会計予算のうち、予算第 1 号議
案、予算第4 号議案、予算第9 号議案、予
算第 1 3 号議案、予算第 1 4 号議案、予算
第16 号議案、予算第17 号議案、以上、予
算7 議案および、予算関連議案のうち、第
5 号議案、第14 号議案、第18 号議案、以
上、関連議案 3 議案、合計 10 議案につい
て、下記の理由から反対します。
　なお、第 18 号議案について、原案が可
決された場合には、「第 1 8 号議案に対す
る附帯決議案」に賛成します。
 また、「予算第１号議案　令和２年度神
戸市一般会計予算」等の編成替えを求め
る動議については、評価できるものも多
いが、いくつかの項目で考え方などに違
いがあるため反対します。また、その他
の議案については賛成いたします。

反対する主な理由は次の通りです。

１．組織改正案で、「市民参画推進局」が
解体され、阪神・淡路大震災の教訓を踏
まえた「ひとり一人の市民が主役のま
ち」「協働と参画のまちづくり」のシンボ
ルである局がなくなり、その理念や業務
が継承されない恐れがあるため。

２．今後の財政収支見通しで2026 年度に
は 2 9 2 億円もの累積赤字が見込まれ、さ
らに来年度以降も三宮再整備にともなう
投資的経費が増加する見込みの中、来年
度予算審議過程で示されるはずだった三
宮再整備全体の財政収支見通しや財源が
明らかにされていない。これは二元代表
制のもとで議会を軽視するものであり、
市民や議会に説明責任を果たそうとする
姿勢が見られないため。

３．東須磨小学校における職員間ハラス
メント事案に関し調査報告書が出され、
加害教員などへの処分が行われたが、非
常に場当たり的な対応に終始している。
今必要なのは、現場職員のモチベーショ
ンが上がるような対策を、現場職員とと
もに考える体制を作ることが重要であ
る。一方、「監理室」の設置や「地区統括
官」の任命などでの組織風土見直しがさ
れようとしているが、現場職員が統治強

化と受け止めてしまう懸念があるため。

４．須磨水族園の指定管理者が４月から新
事業者に変更され、須磨水族園再整備事業
が展開されていくが、シャチの飼育や
ショー開催、入園料金など、かねてから指
摘されてきた問題点について、市民に十分
な説明がないまま再整備事業を進め、Ｐ－
ＰＦＩ方式という開発手法で市民の財産を
奪おうとするため。

５ .  敬老・福祉パスの見直しで、市民意見
募集のほとんどが制度見直しに反対であっ
たにもかかわらず、また交通事業者に協力
を呼びかけることもせず、「敬老優待乗車証
のバス近郊区における 1 1 0 円上限の廃止」
「敬老優待乗車制度の敬老無料乗車券の廃
止」「福祉乗車証の母子世帯の福祉パス廃
止」を行い、小さい声を抑え込み、社会的
弱者の社会参加と移動支援を困難にするた
め。

６．非公開だった「政策会議」が公開され
たが、先進的な他都市に比べると、公開範
囲や内容が非常に不十分なものとなってお
り、今後も公開範囲拡大などの検討の姿勢
がまったく見られないため。

７ . 借り上げ住宅の継続入居を求め続けて
いる震災被災者世帯に、話し合いでの決着
をめざさず、部屋の明け渡しと期限後の賃
料相当額の損害賠償を求め提訴し、被災者
の生活を支え、安心して暮らせる解決策を
取ろうとしないため。

８．須磨多聞線の整備について、市長は公
害調停という公的な調整機関に出席しない
ばかりか、過去の中央幹線整備の際の、自
治会との合意を無視して工事を強行しよう
としていることは、住民自治をないがしろ
にしていると言わざるを得ないため。

（予算反対討論するあわはら富夫議員）


