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  ６月11日から６月28日の会期で行われた

第１回定例市会６月議会が終わりました。

今回の議会は、議長や副議長など市会諸役

の選出が主な議題でしたが、新型コロナウ

イルス感染症対策として第２弾の補正予算

が提案され、熱心な議論が交わされました。

　

　提案された補正予算は、①感染拡大への

再移行を想定した検査体制の強化および医

療供給体制の安定的確保　②市民生活の維

持・支援と新しい生活様式への対応　③経

済活動の維持・回復などの視点から総額112

億円の補正予算が提案されました。提案さ

れた主な施策は 別途２ページに掲載してい

ます。

　

　これらの諸施策はＰＣＲ検査センターの

設置など、この間、つなぐ議員団が市長に緊

急要望として提案してきた項目もいくつか

取り入れられています。このコロナ対策補正の

議案に対しては、つなぐ議員団を代表して高橋

ひでのり議員が、①神戸市医師会との協力によ

るＰＣＲ検査センターの設置について　②感染

警戒期における戦略的サーベイランス体制につ

いて　③医療供給体制の安定的確保について質

疑しました。

　

　また一般質問は最終日に、つなぐ議員団か

ら、あわはら富夫議員が、①三宮再整備事業の

全体事業費とその財源など財政見通しについて

　②三宮再整備事業の事業規模、時期の見直し

について　③市長部局の情報公開について　④

港島学園の校舎改築問題について　⑤「神戸

市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共

生社会の実現に関する条例」について行いまし

た。以下、要旨を掲載してます。

　質問の詳細（動画）は神戸市会ホームページ

の「インターネット中継」で見ることができま

す。
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新しい所属委員会決まる

 『①市民の声を市政に生かす　②市政の

チェック機能を高める　③政策決定過程の透

明化と徹底した情報公開　④「人と暮らしと

教育」行政への転換　⑤議会報告会開催をは

じめとする市民に開かれた議会改革の推進　

⑥女性や子どもの視点を大切にする』との共

通政策を掲げ、合同会派「つなぐ議員団」結

成から１年がたちました。

　交渉会派となったことで、会派代表者会

議、議会運営委員会および理事会への出席が

可能になり、議会運営への影響力を得ること

ができ、また、すべての特別委員会へ委員選

出が可能になり、チェック機能の強化や発

言の場を確保することができました。

　この１年間、つなぐ議員団としては、２回

の市政報告会（西、垂水区）や各種市民団体

との懇談などを重ねながら、可能な限り市

民の意見を市政に反映させ、共通政策の実

現に向け努力してきました。この１年間の

皆さまの激励やご協力に心から感謝いたし

ます。

　なお、今期（来年６月まで）の、つなぐ議

員団の新たな委員会の所属は以下のように

決まりました。

●常任委員会

　総務財政委員会　　浦上忠文

    教育こども委員会  小林るみ子

    福祉環境委員会　  高橋ひでのり

    経済港湾委員会　香川真二

    都市交通委員会    あわはら富夫

●特別委員会

   外郭団体に関する特別委員会   香川真二

   未来都市創造に関する特別委員会　あわはら富夫

  大都市行財政制度に関する特別委員会

                                   高橋ひでのり

　　第２弾補正予算・新型コロナ対策（主要な施策）

１．検査体制強化と医療供給体制の確保
　・民間企業や医療機関との連携によるＰＣＲ検査体制の拡充
　・神戸市医師会との協力によるＰＣＲ検査センターの設置
　・中央市民病院に重症患者等の受け入れを行う臨時病棟の設置（36床）など

２．市民生活の維持・支援
　・低所得のひとり親世帯への給付（５万円、第２子以降３万円加算）
　・国民健康保険料、介護保険料の減免
　・妊婦へのタクシー利用料の助成（一人１万円）など

３．新しい生活様式への対応
　・教育ICT環境の充実（全児童生徒に一人１台ノートパソコン整備）
　・学習指導員やスクールサポートスタッフの配置拡充など

４．経済活動の維持・回復
　・中小企業等のチャレンジ支援補助金（上限100万円、補助率3/4）の予算額拡充
　・県の休業要請に応じた事業者への支援拡充(中小30万円、個人15万円)

　・学校給食休止にともなう食材業者等への補償など
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高橋ひでのり議員・議案質疑要旨（６月17日）

①神戸市医師会との協力によるＰＣ

Ｒ検査センターの設置について

　検査センターは市内に１か所で１日20件の

検査が限界だと聞く。インフルエンザ流行期

には例年、１医療機関で１日10人を超える患

者が受診するという。市内には内科呼吸器科

小児科の医療機関が1,300 か所ほどある中、

市内８か所の帰国者接触者外来と合わせても

１日20件では全く足らないのではないか。発

熱患者が来て、まずインフルエンザの検査を

して、コロナか否かをます判断しなければ、

その後の治療方針が決まらない。せめて各区

に検査センターを１か所程度に増やす必要が

あると思うがどうか。

（寺崎副市長）

　検体採取行う機関は、接触者外来など９カ

所、病院が49カ所、診療所が41カ所など104

機関あり、それに医師会の検査センターが加

わり105カ所になり、十分な体制が整ってい

る。一方、検体検査を行う方は、一日最大462

検体可能で、現時点では十分な体制が整って

いると考える。

（高橋議員・再質問）

　発熱外来については、垂水区の井ロクリ

ニックのように、自ら防護服などの装備をそ

ろえてクリニックの敷地にキャンピングカー

を置いて３月に発熱外来をはじめた医師もい

る。先生に関いた話では、15人の患者を診て

10人のコロナ感染を疑い、保健所に連絡して

検体を取りに来させてＰＣＲ検査を行った。

10人とも陰性であったが、患者さんからは、

「とても助かった」という声を聞いている。市

として、「発熱外来」の設置を支援してはどう

か。

（寺崎副市長）

　国の支援金を活用して、県も設備補助を

しており、市でも発熱救急患者の受け入れ

を行う二次救急病院に対し一人につき55万

円を予算化しており、今回の医師会の検査

センターで、保健所を通さずに可能なルー

トができたということも意義が大きい。

②感染警戒期における戦略的サー

ベイランス体制について

　ＷＨＯの専門家は６月９日、新型コロナ

ウイルスの初期症状が現れる時期にウイル

スの感染力が最も強いことが、ドイツとア

メリカによる研究の暫定結果で示されたと

述べた。また、神戸大学病院の感染制御部

長の宮良高維氏も「新型コロナの問題は、

発症前からうつること。無症状なのに伝染

し、感染力が強いため集団感染が起こりや

すい。保健所は当初、発症日からしか行動

調査しなかったが、途中から発症前も調べ

るようになった」と述べている。

　そこで質問するが、院内感染を防ぐため

には、救急外来や妊婦など手術が必要な患

者は、症状があるなしにかかわらず全員に、

ＰＣＲ検査を実施すぺきと考える。先ほど
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の大澤議員の質問に対し、当局の答弁が

あったが、「厚労省が抗原検査だけでも感染

の有無を判断できるという通知を受け、入

院時の検査体制を増やせるか検討していく」

という理解でいいのか。

（寺崎副市長）

　厚生労働省の昨日の通知で、発症後９日

目までであれば、抗原検査も可能なので、Ｐ

ＣＲ検査と組み合わせることによって、そ

れぞれの医師の判断で検査体制を強化して

いく。

（高橋議員・再質問）

　今後厚労省の見解を踏まえて、さらに検

査対象を拡大していくことを検討していく

という理解でいいのか。

（寺崎副市長）

　抗原検査という選択肢が増えたというこ

となので、医師が必要としたものについて

は、手術前、入院直後、分娩の際に積極的に

検査を行っていくが、入院患者全数を行う

という意味ではない。

③医療供給体制の安定的確保につ

いて

　つなぐ会派が要望してきた、36床の重症

者用専門病棟の建設を、中央市民病院の用

地に建設する方針を決めたことについては、

重症者対策として、思い切った体制だと評

価する。今回の中央市民病院での院内感染

によって、救急医療や高度医療に重大な影

響が出たことを二度と繰り返さないための

職員の悲願だとも思う。

　そこで質問するが、今後のポイントは、重

症者以外の患者が急増したときに、ベッド

を速やかに増やせるかだ。神戸市の方針は、

重症者以外で最大81床のベッドを確保する

方針と聞いた。今回の第１波は、14の感染症

受け入れ病院にお願いをして受け入れても

らったと思うが、医療機関も経営危機のおそ

れがあり、第２派の時に第１波と同じように

対応していただけるかわからない。81床で足

りるのかという疑問もある。今回建設する中

央市民病院内のコロナ専門病棟については、

重症者用以外の病棟を速やかに増設できるこ

とを想定した設計にしていただきたいがどう

か。

（久元市長）

　重症患者以外の対応については、市内の医

療機関全体で連携、役割分担をしていく事が

不可欠で、そのため院内感染防止のための補

助、専用病棟を原則10床以上設置する医療機

関に追加補助をしている。この基本的考え方

から、拡張できる設計は考えていない。

（高橋議員・再質問）

　重症者以外のベッドの確保についてだが、

市内の医療機関に依頼するとのことだが、民

間病院は経営も厳しい。最近、コロナ患者対

応をしている看護土に実態を聞く機会を得た

が、医療物資すら不十分という実態に驚い

た。Ｎ95マスクは週に１枚しか渡されず、ひ

もが緩んでくるのをチェックして使っている

という。防護服もなくごみ袋にシャワー

キャップというスタイルで感染の恐怖とたた

かっているそうだ。医療物資の供給の責任は

ます兵庫県ということだが、こういった状況

を把握して対策を講じないと、第２波の時に

とても民間病院の協力を得られないと思うが

どうか。

（寺崎副市長）

　現時点では医療物資の状況は改善している

と考えるが、精査し努力していきたい。
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あわはら富夫議員・一般質問要旨(6月 26日)

   三宮再整備の全体事業費が明らかに

　これまで、あわはら富夫議員が長年追及してきた三宮再整備の全体事業費を、今回の市
会で神戸市が明らかにしました。これは26日の、あわはら議員の質問の前日に、自民党議
員の質問に答えて明らかにしたものです。30日に正式公表されました。以下掲載します。

●全体事業費　約7,440億円（概ね2050年頃を完成目標と設定し推計）
　　・公共主体　約1,080億円
　　・民間主体　約6,360億円　
　　・うち、市の負担総額　約1,570億円
　(主なもの)
　・本庁舎２号館整備等
　　　総事業費　約460億円
　　　市負担額　約295億円
　・雲井通５丁目再開発事業
　　　総事業費　約1,000億円
　　　市負担額　バスターミナル　約60億円
　　　　　　　　大ホール　　　　約340億円
　　　　　　　　図書館　　　　　約20億円
　　　　　　　　市街地再開発事業、周辺道路整備　約100億円

●経済効果　　　　　　　　　　　　　
　建設投資　約7,440億円→経済波及効果　約１兆1,000億円，雇用効果　約76,000人
　再整備完成後　→経済波及効果　約2,600億円/年、雇用効果　約16,400人 /年

●税収効果
　～2050年度頃　総額約1,590億円。以降　約90億円/年

１．三宮再整備事業の全体事業費
　とその財源など財政見通しの公
　表時期について

　私は三宮再整備計画が公表されたときから、
事業費や財源など明らかにすることを求めて
きた。浦上議員の予算代表質疑に対して「３
月末の検討委員会を経て、５月末には公表し
たい」と答弁だったが、６月になっても公表
されていない。ところが、昨日の河南議員の
質問で市長から全体事業費と財源、見通し、経
済効果が報告された。報告は歓迎だが、残念
ながら吟味の時間もない。
　ここで質問するが、すでに各局の移転や３
号館解体も始まり、このドミノ倒しともいえ
る事業が出発している。後戻りが難しい段階
で、全体事業費や財政見通し、経済効果を出

すようなやり方は、議会での検証をする場
を奪うことになり、２元代表制度の議会を
軽視していると思うがどうか。

（久元市長）
　三宮再整備は梅田のように更地がなく、
一つ一つ玉突きのように動かす計画なので、
事業の進度に応じて事業費を公表してきた。
民間主体の事業は民間が計画や費用を固め
てもらう必要があるので、全体事業費を最
初からお示しすることができない計画であ
ることはご理解をいただきたい。公共部分
と民間部分が一定固まったので、全体事業
費と経済効果については、新型コロナの影
響で作業が遅れたが、昨日お示ししたとこ
ろで、今後すみやかに公表し市民に広く理
解が得られるよう努めていきたい。
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２．三宮再整備事業の事業規模、
　時期の見直しについて

　コロナ感染対策で大規模な補正予算が組
まれ、財政調整基金は50億円まで減少して
いる。コロナの影響で市民生活や経済活動
が疲弊しており、来年度の税収減少は必至
だ。また第２波、第３波が予想される中、感
染症対策や経済支援対策など、今後も多く
の財源が必要になり、今年度予算編成時で
示された令和７年度までに累積292億円の
収支不足では終わらないことが予想される。
また、民間投資意欲も減退することが考え
られる。
　昨日の答弁で、三宮再整備の事業費と財
源など公表されたが、例えば２号庁舎はこ
れからの事業だから、建替そのものを中止
するか、時期を延期するなどの検討が必要
と思うがどうか。

（油井副市長）
　２号館は、再整備計画を策定し、現在民
間事業者の公募選定のための検討を行って
おり、５月には事業者からの意見や要望を
聴取し約20社から参加頂いた。
　全体事業費の市の負担額については、地
方債の活用で負担の平準化を図りながら、
対応していきたい。財源は新長田再開発な
どの地方債の償還が今後減少していく予定
で、都市整備等基金などを活用して対応で
きるものと考えており、２号館再整備を中
止することは考えていない。新型コロナの
事業への影響は、今後有識者による検討会
を設け、議会での議論を踏まえながら、事
業者公募の時期については、今後の新型コ
ロナ感染状況やそれの経済への影響などを
総合的に判断し決定していきたい。

（あわはら議員・再質問）
　今後、雲井地区第１期で今後、6～7年間で
の公共施設再配置の市負担額はいくらになる
のか。

（油井副市長）
　1,130億円だ。

（あわはら議員・再質問）
　この時期に、大阪湾岸道路西伸部の負担の
400億円が出てくる。1,700億円～1,800億円
をわずか６～７年の間に投入しなければなら
ない。これに２号館整備の295億円の市負担
が加わる、２号館整備はずらすことも考えな
いといけないのでは。

（久元市長）
　湾岸道路の地方負担、三宮整備は大部分は
建設地方債で起こすが、償還がそれぞれの年
度において耐えられるかどうかしっかり検証
していきたい。

３．市長部局の情報公開について

　私は２元代表制度である首長と議会はどう
あるべきかにこだわり続けてきた。自治体は
議院内閣制の国と違い、議会総体として首長
と向き合う必要があるとの思いからだ。昨年
の決算議会で、「市民に説明責任を果たすた
め、政策会議の内容を今度中に公開する」と
答弁された。ところが公開された内容は、出
席者、議題と会議結果しか公開されておらず、
先進的な他都市に比べ、非常に公開範囲の狭
く不十分なものだ。
　さらに、コロナ対策で神戸市でも対策本部
が設置され、様々な施策や方針が決定され、
それを市長が記者会見されてきたが、決定に
至るまでの議論の経過がまったく見えない。
一方、大阪市では対策会議の日時、場所、参
加者、議題、詳細な議事録が公開されており、
国においても、コロナ対策に関連した意思決
定過程にかかる議事録問題など情報公開のあ
り方が問題になっている。
　ここで質問するが、今後の第２波、第３波
に備え、これまでの対策を検証し備える意味
でも、対策本部の議事録を議会や市民に公開
し、政策決定過程の透明化をするべきと思う
がどうか。
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（油井副市長）
　対策本部会議の開催日時、議題、資料、決
定した市の対応方針は市のホームページで公
表している。

（あわはら議員・再質問）
　対策本部会議の議事録は作っているのか。

（油井副市長）
　議事要旨は作成している。

（あわはら議員・再質問）
　それはどういうものなのか、またその議事
要旨の公開はできるのか。議事要旨は組織共
有文書だから、情報公開制度で請求できると
思うが。

（油井副市長）
　一字一句テープを起こしている議事録では
なく、発言者と内容が時系列で記載されてい
るものだ。会議での率直な意見交換が妨げら
れ、内容によっては市民に不安を与える要素
もあり、公開はしていない。公文書なので、
請求されれば出せない部分以外は、公開す
る。

（あわはら議員・再質問）
　情報公開されれば、ある程度は公開しなけ
ればならないわけだから、積極的に公開すべ
きだ。コロナ禍での上下水道料金の減免で
は、庁内で何度も議論したと、諌山市議の質
疑で市長は答弁された。結論はわかるが、そ
の中のやりとりが聞きたい。神戸市もコロナ
対策で独自の支援策を作ったが、議論の中で
なぜそういう施策提起に至ったのか、その議
論の内容を公開することは、市民の理解や議
会で議論を活性化させることになる。

（久元市長）
　２元代表制における執行機関から議会に対
する説明という問題と、行政内部における意
志形成過程をどう公開し市民に説明するのか
は、重なり合う部分もあるが、少し違う部分
もある。議会審議の中で、政策の内容、必要
性や根拠などを説明させていただくのが、２
元代表制での執行機関の説明責任だと思う。

（寺崎副市長）
　新型コロナ対策で、様々な検討作業を行っ
たが、その中での反省点、教訓の検証を行う
よう市長から指示が来ている。この中で、課
題などについては、議会や市民に公開した

い。

（あわはら議員・再質問）
　次の対策委員会ぐらいからは、もう少し情
報を公開していただきたいがどうか。

（油井副市長）
　どういった形で公開するのかは、他都市の
状況も踏まえ今後検討していきたい。

　

４．港島学園の小中一体化校舎の
　改築問題について

　小中一貫教育のモデル校であった港島小学
校と中学校は平成28年４月に、小中一貫教
育を掲げた義務教育学校港島学園の開校と
なった。元々、港島地区では小中学校が同じ
敷地内にあるということで、一貫教育は地域
が要望してきたことだ。住民の多くは、一貫
校としての義務教育校を歓迎している。とこ
ろが、教育効果を一層高めたいとのことで、
別々の小学部、中学部の校舎を一つにする改
修を行いたいとの説明が、教育委員会から地
域にあった。ただ、改修には面積や児童数な
どの関係で国費を得ることが難しく、事業費
を捻出するために、中学部のグラウンドを売
却したいとの説明だった。
　このグラウンドの隣接地には14階や25階
建てのマンションが林立し、ベランダ側がグ
ラウンドに面しており、見通しを将来的にも
担保されていることから住宅を購入された方
が多いのが現状だ。ここが売却されればマン
ションなどの建設が予想され、ほとんどの住
民が改築は賛成だが、財源としてグラウンド
売却は認められないと言っている。また、こ
のグラウンドは地域やサッカー少年たちの利
用も頻繁に行われており、学校園だけでなく
地域でも必要な施設だ。
　ここで質問するが、グラウンド売却を前提
としない計画に変更することを求めるがどう
か。

（長田教育長）
　一体型校舎の整備にあたり国の財源補助が
難しい中、財源確保の観点からグランド用地
の売却を決定した。計画についてこれまで保
護者や地域の皆さまに説明してきたが、その
中で、教育効果を期待する声がある一方で、
住環境の悪化危惧の意見も聞いている。今
後、これまで以上に説明しながら、グランド
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売却にご理解をいただけるようしていきたい
し、地域や保護者の理解が得られるよう、今
後真摯に誠実に対応していきたい。

（あわはら議員・再質問）
　校舎一体化の必要性は地域の方も理解して
いる。しかし、グラウンドも大切で、大きな
敷地でもある。そこをどう解決するか、両方
が成り立つ方式がとれないか、地域も一緒に
なって教育委員会として対処していただきた
いがどうか。
　またこの間、３年前の港島問題から地域活
動を様々な角度から見直し地域福祉センター
の指定管理を受け、大阪湾岸道路についても
ルート問題は了承し、景観保全や環境保全に
ついて議論もしてきている。コロナ禍で住宅
地隣接地の宿泊施設についても市民病院の医
療崩壊を防ぐために積極的に協力してきてい
るのだから、市長部局も教育委員会と一緒に
なって知恵を出して頂きたいがどうか。

（久元市長）
　大阪湾岸道路についても地元には理解して
いただいており、コロナ禍での対応にも感謝
している。地域に大きな影響が出る問題につ
いては、丁寧に説明し、理解いただくよう努
力したい。指摘のように、関係する市長部局
も参画しご理解いただける努力をしたい。

５．「神戸市外国人に対する不当
　な差別の解消と多文化共生社会
　の実現に関する条例」について

　「神戸市外国人に対する不当な差別の解消
と多文化共生社会の実現に関する条例」が１
年前の本会議において、全会一致で可決さ
れ、本年4月1日から施行された。この条例
は、外国人に対する不当な差別を解消すると
ともに、それぞれの文化を尊重し合い共に生
きる多文化共生社会を構築するため、その取
組について、基本的施策を定め、これを推進
することを目的としたものだ。
　ちょうど、１ヶ月前にアメリカでの警官に
よる黒人殺人事件が起き、全世界的に人種差
別撤回を求める大きなうねりが高まってい
る。今、神戸市にとって、世界に開かれた国
際都市として、あらゆる不当な差別を解消す
ることはもとより、全ての市民がそれぞれの
文化を尊重しあい、共に生きる社会を構築す
ることは極めて重要だ。外国人差別ではない

が、医療従事者へのこの間の差別など、差別
解消を目指すこの条例の持つ意義はますま
す高まっていると考える。
　そこで質問するが、条例では市の責務と
して「必要な相談体制の拡充」「市民への啓
発」「教育活動」「外国人への的確な情報提
供」などが規定されているが、現段階での、
これらの具体的な取り組みはどのように進
んでいるのか。

（寺崎副市長）
　福祉局人権推進課内に一般相談窓口を設
け、外国人の相談はここで対応している。条
例制定を受け、昨年11月からは県弁護士会
と連携し、差別などの法律相談を月１回
行っている。また、外国人やコロナでの医療
従事者への不当な差別解消をめざし、本年
８月には人権啓発のための講演会や親子映
画界を開催し、自治会などにも啓発ポス
ターを配布する予定だ。

（あわはら議員・再質問）
　ホームページでは、条例の英語、中国語、
韓国語の参考訳が掲載されているが、神戸
では一番増加率が高いのはベトナム人で、
少なくともベトナム語の参考訳は加えるべ
きだ。
　黒人差別問題がアメリカだけでなく国際
化し、先日もネットの呼びかけだけで東京、
大阪で多数の若者が黒人差別への抗議の集
会に参加し、外国人差別への関心が高まっ
ている。講演会などの啓発に、きちっと外国
人差別の視点も盛り込んでいただきたいが
どうか。

（寺崎副市長）
　ベトナム語については早急に対応を検討
したいし、様々な事業で啓発を頑張ってい
きたい。


