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第２回定例市会 11 月議会終わる
11 月 29 日から 12 月８日の会期で開催さ
れた第２回定例神戸市会 11 月議会が終了
しました。
今議会では、新型コロナ対策として３回
目のワクチン接種実施、ＰＣＲ検査等の実
施、後遺症相談体制の構築など、また国の
子育て世帯と生活困窮世帯への臨時特別給
付事業の補正予算が提案され、可決されま

した。
最終日に行われた一般質問では、小林るみ
子議員（新社会党）が、
（１）コロナ後遺症対
策について（２）行財政改革による人員削減
について（３）市民の声を施策に生かすため
に①公営住宅のアスベスト対策、②公文書館
の整備、③旧灘区役所跡地問題について質問
しました。別途、要旨を掲載しています。

小林るみ子議員 ・ 一般質問要旨
１．コロナ後遺症対策について
神戸市は、11 月１日から、コロナ後遺症
の方々を対象に後遺症相談ダイヤルを設置
し、第４波の感染者約 5,000 人を対象に実
態調査を始めた。早急な対応については評
価する。しかし後遺症については、未だ治
療法やリハビリ療法が確立していない中、
病院紹介等のアドバイスしかできないのが
現状だ。しかも多くの患者は、未だ完治し
ているとは言えない「罹患症状」であるに
もかかわらず、自己負担を伴い生活に影響
が出ている。通院治療費も公費負担対象に
なるよう国に働きかけ、神戸市独自でも経

済的支援・生活支援を考えるべきだがどう
か。
久元市長
医療費負担は、感染期間は公費で対応し、
隔離解除後は通常と同様に医療保険を使い診
療を受けていただいている。今後国には、後
遺症対策として早期に治療法を確立するな
ど、科学的知見に基づいた対策を早急に講
じ、医療費の対策を検討するよう要望してい
る。今後も、後遺症に悩まれる方々への相談
対応を行うとともに、国の動向を注視してい
く。

小林議員再質問
後遺症で仕事を辞めたり減った方もおり、
経済的な生活支援が必要だ。国に対し後遺症
の方も公的支援の対象になるように求めてい
ただきたい。また神戸市として追跡調査をし
ていただきたい。それと相談窓口は看護師が
対応しているが、相談内容は医療面はもちろ
ん、生活相談もあると聞いており医療ソー
シャルワーカーの配置が必要だがどうか。
小原副市長
厚生労働省で後遺症に対する研究班を立ち
上げ調査が行われているところで、今後報告
が行われる。本市の実態調査は結果を踏まえ、
相談ダイヤルでの対応に生かしていき、今後
の後遺症対策にも活用していけると考える。
ただ後遺症の経過については、国の方で追跡
調査が行われるようで、その状況を把握しな
がら市としても対応を検討していく。
相談の中味は、医療機関紹介が大きなウ
エートを占めるが、生活支援相談が出てくれ
ば、情報をよく把握しながら必要な施策に結
びつけることを考えていく必要があり、何が
できるかは実態等を把握した上考えていく。

２．行財政改革による人員削減につ
いて
行財政改革 2025 のもと、兵庫区役所と北神
区役所の市民課業務は 10 月から委託を開始
し、来年４月から保険年金・医療課での委託
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開始へと拡大、2024 年 10 月には、全ての区
役所で業務委託が開始される。既に委託が
開始されている職場では ｢８人派遣職員が
入ってきて必死で教えても、２人辞め、また
新人が入り一から研修をするが、また辞め
てと追いつかない｣｢派遣職員自身もこんな
仕事をやるとは思わなかったと言っている｣
｢そろそろ窓口に出てもらおうという段階で
辞めていく派遣職員が多い｣｢派遣職員が区
民とどんなやり取りをしているのかわから
ず、訂正することが多く、フォローしなけれ
ばならない職員の負担は大きいものがある｣
｢職員が疲弊していく｣等々の職員の声が聞
かれる。
｢始まったばかりだから追々に｣では
なく、導入半年後をめどに、民間委託の現状
をきっちり検証する必要があると考えるが
どうか。
今西副市長
立ち上がり時期ということもあり、委託
事業者は実務経験のあるスタッフを他都市
から呼び寄せ円滑に業務を実施できるよう
対応している。今後の展開については、先行
実施地区の状況を踏まえ、委託事業者と協
力しながら、委託準備の手法などについて、
今年度から令和４年度にかけて改善できる
点を整理し全区展開に向けて検討を進めて
いく。
小林議員再質問
派遣職員の雇用期間は３年というふうに
聞いているが、次々と辞めていく方が多い
中で、交代する可能性もあり、本当にスキル
の継承ができるのか。来年の４月からは医
療年金保険課も民間委託が始まるが、プラ
イバシーの宝庫でもあり、次々と制度が変
わっていく中、市の職員でも対応するのが
難しい中、果たして派遣職員の方が対応で
きるか。民間委託で市民だけでなく、職員も
派遣職員も大きなしわ寄せが出ている中、

この民間委託は、一度きっちりと検証するべ
きだと思うがどうか。
今西副市長
派遣期間は委託事業者が決定をするもので
あり、市民サービスが円滑に行われることが
大変重要で、そういう水準がきちっと維持で
きるよう業者に対しても指導していく。今実
施している業務は、常に検証、評価もしてお
り非常に順調な形で推移ができており、改善
できる点は全区展開にも生かし保険年金医療
課の業務にも反映させていきたい。
小林議員意見
順調にという言葉があったが、職員の声で
も決して順調ではないことは明らかだ。職員
の方は本当に大変な状況で、ぜひ現場を見て
今後のことを対応していただきたい。

３．市民の声を施策に活かすために
①公営住宅のアスベスト対策について
下山手市営住宅の解体工事におけるアスベ
ストの見落としを指摘した団体と懇談をした。
その団体は、何度も神戸市への申し入れを重
ねてきたが、納得できる回答を得ることがで
きていない。一つは、解体の請負業者が施錠
されていた電気室の確認を怠っていたことを
理由にし、
なぜそのようなことが起きたのか、
根本的な原因については不明だ。納得できる
説明をお願いする。もうーつは、調査は予備
調査・事前調査・再調査と３回行われたが、結
果はバラバラで、どれが正しいのか何を信じ
て良いのか、納得できるものではなく、不信
感が残っている。調査結果がなぜここまで異
なるのか、その理由について伺う。
油井副市長
調査を実施するにあたり、電気室の鍵を壊
して内部を確認するよう本市から指示をした
が、本市においてその調査結果の確認を怠っ
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たものだ。調査の不一致だが、本市における
予備調査ではアスベスト含有となり、
異なる
請負人が事前調査、
再調査を行い専門機関の
確認を行ったが、
原因特定に至らずアスベス
トの含有について否定することができないと
の判断で今回新たな解体の工事をしようとす
るものだ。
小林議員再質問
2006 年に公営住宅に吹きつけアスベスト
が使用されていることがわかり、
全国で一斉
の調査が行われアスベストの使用が２万２千
戸あったことが報道された。
神戸市でも使用
され既に対策工事が終了しているが、
下山手
住宅は調査対象にはならなかったのか。
その
当時に調査をしたことがこの報告にはのって
ないってことは、見落としたいことでよい
か。市の方はいわゆる設計図書、それを確認
して対応するというのが普通だが、
それが施
工業者に指示されなかったのはなぜか。
油井副市長
当然対象としてやっていたと思うが、
電気
室については鍵がかかって閉鎖された空間と
いうことで調査がされず、
住民が居住されて
いるところについては調査をし、
必要な対策
はとっている。事前調査の実施にあたり、鍵
を破壊して内容を確認するよう本市の方から
指示をしたが、
実際はその部分について調査
をしたかどうかの確認を怠ったということで
大変申し訳ない。
小林議員再質問
これだけ調査結果がバラバラになるのは、
専門家は分析方法に問題があるんではないか
と言っている。
信頼できるアスベスト調査の
専門家が神戸市に必要だ。
平時から公正な調
査ができるよう、
建築物石綿含有建材調査者
協会が尼崎や西宮市と協定を結んだ報道が
あったが、神戸市はどう考えるか。
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油井副市長
今回の事例を受け再発防止を徹底してい
くため、神戸市の建築技術管理委員会の中
で再発防止の検討を進め、また専門資格で
ある建築物石綿含有建材調査者も活用する
など、有資格者により確実に調査されてい
ることをチェックすることにより、再発防
止に努めていきたい。他都市の協定状況も
確認し、どういう対応が良いのか検討させ
ていただく。
②歴史・公文書館の整備について
昨年の代表質疑の場で、震災後凍結され
ていた『神戸平和記念館基本構想』の解除を
求めた。新規事業として歴史公文書館の整
備が予算化されたことで、単なる資料の保
存・保管だけでなく、メッセージ・情報発信
する場にしていただきたいと質疑し、市長
は「きちんとした文書館を作るべきだとい
うことで検討し、場所の選定も含めて作業
を行っている。中身は、今後の議論で各方面
の意見を受けながらその可否も含めて検討
する」と答弁された。この間、
『神戸空襲を
記録する会』をはじめ、
『神戸に平和記念館
をつくる会』
『神戸市原爆被害者の会』
『戦争
を語りつぐ会』などのグループや地域団体
が、戦争を風化させないための様々な取り
組みに力を入れている。その培われてきた
財産を生かすためにも、その方々に意見を
聞く場を持つべきだと考えるがどうか。
今西副市長
歴史公文書館では収集した公文書や地域
の文献等の資料などを使い、神戸の歴史を
回顧できる常設展示室を整備する予定で、
展示の内容や方法についてはこれから検討
していく。現時点では未定だが神戸空襲や
戦災についても検討していく。今後必要に
応じて、有識者や市民などから意見を伺い
ながら、引き続き整備に向けて検討してい
く。

小林議員意見
ぜひそういう場を設けて、本当に良い場を
作っていただきたい、発信する場所にしてい
ただきたい。
③旧灘区役所跡地問題について
現在、旧灘区役所跡地にある消防署の現地
建替えと周辺の土地の利活用についての検討
が進んでいる。既に民間事業者を対象に、サ
ウンディング調査が行われ、それを基に、今
後の公募条件が作られ、公募が始まる。そこ
が公有地である以上、神戸市は市民に周知
し、市民の声・要望を聞き、生かすべきでは
ないかと考えるがどうか。
今西副市長
官民一体での建築計画は、この土地の持つ
ポテンシャルを最大限に発揮することができ
ないか、また地域活性化にも寄与できないか
と考えている。当該土地は、旧区役所の跡地
であり、かつてこの中心であったという思い
が地域にもあり、いろいろなご意見が寄せら
れている状況だ。寄せられたご意見、庁内各
局からの利用ニーズ、民間事業者の考え方、
当該土地のポテンシャルなどを総合的に勘案
しながら方針の検討を進めていきたい。
小林議員意見
市民が全く知らない。灘区役所跡地問題も
そうだが、王子公園再整備では昨日説明会が
あり、多数の様々な意見が出たそうだ。まず
市民に知らせること、地元の声を聞いていた
だくことが大前提だと思う。
説明会が昨日だけではあまりにも少ない。
パブリックコメント以前に説明会を頻繁に
持っていただきたい。
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動物園を含む王子公園の再整備基本方針（素案）が明らかに
再整備や遊園地・プールの廃止に疑問や反対の声
来年１月 17 日まで意見募集
開園から 70 周年を迎える、動物園を含む
王子公園の再整備基本方針（素案）が明らか
になりました。中味は、大学の誘致やスポー
ツ施設の再編、動物園の改修などです。その
中では、動物園内の遊園地、プール、テニス
コートの廃止が盛り込まれています。
詳細は、王子スタジアムと補助グランド
を廃止、その用地に大学を公募。スタジアム
は動物園の北側に移転し、陸上トラックは
なくし、アメフトやサッカーなど球技利用
を中心に。そして今の動物園内の遊園地は
駐車場になり、プールは廃止、体育館と弓道
場は北側に移り、その場所に動物園が拡張
されるものです。
動物園は基本構想の策定が進められてい
ますが、未だ内容が明らかになっておらず、
（神戸新聞より）
運営が市から民間に移される可能性もあり
ます。そうなれば須磨水族園のように教育
います。基本方針に、みんなの思いや意見を
的側面や低料金での利用が難しくなる可能
反映させましょう。
性もあります。
一方、公園周辺は歴史的建造物や良好な
意見募集の要領や基本方針（素案）は神戸
環境で、散策などを楽しむ人が多く、整備そ
市ホームページに掲載されています。
のものに疑問を持つ市民の声もあります。
また、遊園地やプールは低価格で楽しめる 【神戸市ホーム → 市政情報 → 市の広聴 →
ことから、子供たちに人気があり、廃止され
パブリック・コメント → 市民意見提出手
ることに反対の声が出ています。
続の実施状況 →王子公園再整備基本方針(素
十分に市民の意見を聞かないまま、また
案)に対する意見募集】
動物園の具体的な構想や中味が明らかにさ
れないまま、基本方針の提示は時期尚早で
あり、再考すべきです。今後、神戸市は来年
２月末には「基本方針」を策定、その後「基
本方針」をもとに、動物園や新スタジアムな
どの基本計画を策定する予定です。
この基本方針（素案）に対する意見募集が
以下の要領で、来年１月 17 日まで行われて
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第４回街頭市政報告会in住吉駅を開催しました
次回は来年、西区で開催

つなぐ神戸市会議員団は、11 月 14 日（日）
午後、ＪＲ住吉駅前で街頭市政報告会を開催
しました。
約 30 人の方々に参加いただきました。コ
ロナ禍を考慮して今回で第４回目となった街
頭報告会では、まず地元の浦上忠文議員が、
困って苦しんでいる人を助ける市役所にした
いと、つなぐ議員団の想いを披露。
高橋ひでのり議員からは専用病棟設置や後
遺症対策などコロナ対策でのつなぐ議員団か
らの提案が活きたこと、
小林るみ子議員は保
健所機能の強化と市で進む民間委託への問題

点などを指摘、
香川真二議員からは医療的ケ
ア児支援の国の制度の充実と神戸市での取り
組みなどを報告。
最後にあわはら富夫議員が神戸市財政の悪
化の現状と市長の意思決定過程のルール化と
見える化が遅れていることを指摘しました。
参加者からも障害者児施策や民間委託問
題、
神戸市の震災からの復興施策の問題点な
どの質問がありました。
なお、
報告会には元市会議員の小山乃里子
さんも参加されました。次回の報告会は、来
年西区で開催する予定です。

