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福祉のスペシャリストとして 神戸のために力を尽くしたい！

1976年12月23日生まれ。神戸大学大学院修士課程修了・兵庫医科大学大学院博士課程修了。理学療法士・博士（医学）。
兵庫県立総合リハビリセンター、兵庫医科大学病院での臨床を経て、兵庫医療大学教員として脳卒中や脊髄損傷の運動麻痺の研究に
従事。障がいを持って産まれてきた次男の子育てをきっかけに福祉に関心を持ち、大学教員を退職して2011年NPO法人を設立、児童
福祉施設を運営。子育てに悩んでいるお母さんたちの声を議会に届けたいとの思いで、2015年神戸市会選挙に立候補したが次点
で落選。2017年補欠選挙にチャレンジするも落選。2019年、3度目のチャレンジで4654票を獲得して神戸市会選挙に当選。
現在1期目。福祉環境常任委員会に所属。
発行元：つなぐ神戸市会議員団
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須磨海浜水族園
の再整備事業

敬老・福祉パスの
今後の方向性

の

須磨水族園は開園から30年を迎えていますが、年間で110万人（全国10位）の入園者数を長年維持する人気観光施設です。年
間収入は10億円を超え、経常利益は1億円の優良企業でもあります。しかし、施設の老朽化に伴い再整備が必要となり今後民
設民営で運営されることになりました。
ここで問題が発覚。再整備後の入園料金が高いのです（下表）。昨年11月中旬になってマスコミ各社でも報道されて、市民の皆
様の知るところとなりましたが、それまで多くの方が知りませんでした。
昨年11月22日に市民団体「須磨水族園を考える会」代表の大竹奈緒子さんより、
7,031人もの署名が久元市長に提出されました。
署名提出の中で、大竹さんは「最近まで再整備
●計画されている新料金
について知らなかった住民も多い。利用者の声
新 スマスイ スマスイ
海遊館
に耳を傾けてほしい」と訴えています。
大 人 3,100円 1,300円 2,300円
高校生

500円）

幼児

負担を市民に？
！
都市運営の転換期。

800円 2,300円
500円

（のびのびパス
ポート無料）

1,800円 無 料

（3歳以下無料）

1,200円
600円

新料金/市内学校団体での遠足は無料。
「のびのびパスポート」は使用不可。

須磨海浜水族園 再整備事業の見直し
を求めるパレード ▶

敬老パス

お金（税金）の使い方、開発にお金を使うのか、暮らしにお金を使
うのか、都市運営の転換期がきています。

敬老・福祉パス

東須磨小学校教員
いじめ問題

3,100円
1,800円

小・中学生 （市内年1回

バスや地下鉄などの運賃が割引になる敬老、福祉パス制度は、通
常運賃から利用者負担分を引いた差額を神戸市が 交通事業者に
支払っています。平成30年度は50億円のお金を交通事業者に支
払っていますが、本来交通事業者が受け取る額の73％しか支払っ
てもらっていないと兵庫県バス協会から要望書がでてきました。
神戸市はこれ以上の増額はできない、負担を市民にお願いすると
して、右表の方針を示してきました。
子育て政策に注目されている明石市では、昨年4月よりTacoバス
の70歳以上の運賃を無料にしています。
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市会内 TEL.078-322-5849

の
本会議で反対討論！市民
皆様へ 説明後に計画を進めるべき。

一度、スケジュールを見直し、市民の皆様への説
明を十分に行った後に計画を進めていくべきだ
と本会議で反対討論をさせていただきました。
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現行制度
バスは乗車距離に
かかわらず110円
低所得者に無料乗車券
（年3万円分）
を交付

福祉パス

見直し案
乗車距離に応じた小児料金に（今年秋頃）

廃 止（今年10月）

交付対象に母子世帯

母子世帯は対象から除外し、
高校生の
通学定期券の補助制度を新設（今年秋頃）

北神急行電鉄は対象外

市営化に伴い対象に（今年6月予定）

いじめ問題や心のケアの専門家を！

東須磨小学校での教員によるいじめ問題は、ひどい人権侵害で言語道断の傷害事件であります。その後、報道やSNSの情報
により、加害教員に対する個人攻撃が行われています。悪いことをしたのだから懲らしめても良い、自分は正義の側にいると
いう感覚は、第2のいじめを生んでしまうことになります。一刻も急がれるのは、事件の背景や要因などの徹底した調査・検
証、情報の公開、厳正な処分であります。
さらに並行して傷ついた子どもの心のケア、そして教員・保護者・地域住民が主体となって学校再建のために動き出さなけれ
ばなりません。そのために、調査チームや学校再建チームにいじめ問題や心のケアの専門家を加えていただくことを神戸市教
育委員会に要望しました。
市立小中学校 校長
市教育委員会 幹部 の

▲ 東須磨事案について協議

市政報告

▲ 教育委員会へ要望書の提出

冬のボーナス増額、見送る議案が提出されるも・・・

東須磨小学校の教員間暴行問題を受けて、市立小中高校の校長や市教育委員会幹部の冬のボーナスについて、予定
していた増額を見送る議案が提出されました。市教育委員会としては、
「過熱する批判を抑えるために校長や幹部にも
責任を取らせました」の狙いがあったのでしょうが、逆に市民の皆様方から「暴行問題と関係のない校長先生のやる
気が失われる」と批判を受ける形になっています。今回の問題は、給与の差し止めやボーナスの見送りで責任を取った
でしょと終わりにする訳にはいかず、今後の教育体制をどのように改善していくのかといった本質の議論にチカラを
注ぐべき問題なのです。

さらに行財政局委員会で明らかになったことは、ボーナスの増額見送りとは、増額されないのではなく、あとで増額するから少し待ってねといったことのようで
す。責任を取らされてのペナルティーを科せられたように市民には見せておいて、不利益は生じないように話し合いがなされていました。このことについては、報道
もされておらず、市民の皆様からすると上手に騙されたということでしょうか？
繰り返し言いますが、この様な小手先の批判逃れにチカラを注ぐのではなく、子どもたちや現場で頑張って働いている先生方のためにチカラを注ぐべきです。

ご連絡先

つなぐ神戸市会議員団

香川 真二

Tel.078-322-5849 Fax.078-322-6167

香 川 しんじ 通信
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市会議員の期末報酬
増額について

第 13 号

市民理解が得られる議員報酬を議論すべき！

市会議員の期末報酬（ボーナス）増額について、議員提案がありました。提案した議員は、市会のHPに掲載されていますが、
ざっくり言うと自民党、公明党、神戸市民連
合（立憲民主 系）
です。提案理由は、
「人事院勧告に基づき市職員の給与が上がるので、議員も上げましょう」
という程度のものでした。
共産党

それに対して…

4会派から
反対意見が！

日本維新の会

人事院勧告は
市職員を対象としたものであり、
議員報酬が連動してあがる
理由にはならない！

議員報酬を上げて、
神戸の何が良くなる
のでしょうか？
それよりも、
増額分を
市民サービスに回すべきだ！

共創・国民民主
つなぐ
毎年不祥事を起こしている
神戸市会がボーナスアップに
値するとは思えない。
市民感覚とズレている！

4名の議員ともに反対意見では、市民理解が得られないという言葉を述べられました。
が、結果的には賛成議員39名、反対議員29名で可決。
そもそも、市民理解が得られる議員報酬とはいくらなのかを議論するべきではないで
しょうか？他都市では、議員の活動日数や実績から報酬を算定しているところもありま
す。市民理解とは、
「 高い、安い」ではなく、
「 どれだけ考えて働いてくれたか、何をしてく
れたか」といった感覚で得られるものだと思います。
何でも賛成、何でも反対といった態度では、議員とは楽な仕事です。一つ一つの議案に
対して真剣に考えて、自らの判断で態度を示す。気骨のある議員を増やさなければ、神
戸の未来は開けないと感じた議案でした。
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予算の要望書を
市長部局へ提出

東須磨小学校問題は、
校長や教育委員会だけの
問題ではない。
市長や議会も受け止める
べきであり、それが
市民から選ばれた者の
宿命である！

【市会議員 期末報酬増額についての賛否表】
自民

公明

維新

共産

×

×

◯：賛成

市民連合

×：反対

つなぐ

（立憲民主 系）

×

我々は、
「 市や市教育委員会の不祥事が相次ぎ、チェック機能を果たす
べき議会の責任を感じている」として反対しました。

・
・
・
今後も
ために！
「市民と市政をつなぐ」

12月１７日につなぐ会派の予算要求を市長部局にさせていただきました。
会派結成からの６か月間に聞いてきた皆様の声を、会派で会議を重ねて・・・・
その一部を紹介します。

1 障がい者施策の居宅系サービス

重度訪問介護の支給量（サービス提供時間）については当事者の声を
十分に聞いて見直してください。さらに、家族介護の有無で支給量に差
をつけないでください。

2 社会参加・移動支援

敬老優待乗車証・福祉乗車制度の見直しについては、移動支援を促進す
る制度にしてください。

3 居場所作り

社会の孤立化が進む中で、生きづらさを抱えた人々が増えています。就
労や自己表現など様々な社会参加の場を作り、支えあう地域づくりを
すすめてください。

令和元年6月から11月の間に

下記の団体から切実な要望を受けました。
7月

兵庫県フリースクール協議会、被災地NGO恊働センター（防災）

8月

熟年者ユニオン（敬老乗車証）、障害者問題を考える兵庫県連絡
会議（居宅系サービス）、神戸市学童保育連絡会、神戸ダルク（薬
物依存症者支援）

9月

学校給食を考える会、脱原発リレーデモ実行委員会

10 月 さよなら原発神戸アクション、兵庫県保険医協会（難病治療）、
西須磨都市計画道路公害紛争調停団

11 月 障害者問題を考える兵庫県連絡会議（定員内不合格問題）
皆様の声をお聞きして、会派で会議を重ねて令和2年の予算に要望書を提
出します。つなぐ神戸市会議員団の結成の目的、市民と市政をつなぐを進
めていきたいと思います。

4 多様な教育を受ける権利

今後も

フリースクールとその利用者に対
する公的支援を行ってください。

皆様の声を
お聞かせ

5 学校給食

中学校給食をデリバリー方式から
自校方式や親子方式などに見直し
てください。

ください！

▲ 陳情者の方との話し合い

▲ 要望書を市長部局へ提出

6 学童保育

地域方式学童保育所においては、助成金の大幅な増額や保育場所の確
保、指導員の身分保障、勤務条件の改善を行ってください。

7 須磨海浜水族園・海浜公園再整備

神戸の子どもが気軽に行ける料金にしてください。

8 避難所改善

災害関連死が後を絶たない状況を改善するために、一般避難所の環境
の改善（トイレ・キッチン・ベッド・夏場のクーラー）や福祉避難所の改善
に取り組んでください。
一市民であった私が選挙で 選んでい
ただいたおかげで、こうやって市長部
局に直接要望書を提出できたことに、
議員になって一番の充実感を感じまし
た。大きなビジョンを持った仕事もも
ちろん政治の役割ですが、私は市民の
皆様の生活の身近なところにある問
題解決をしていくことをこれからも続
けていきます。

トピック

To p i c

西 神 そ ご う の これからは…

1990年に西神そごうは開業しました。1996年には、年間の売上高257億円
を計上するほど、人気のあった百貨店でしたが、2019年には110億円まで落
ち込んでいます。近年、百貨店業界は、ネット通販などにおされて売り上げが
下がってきていますが、西神そごうでは、いろんな催事をしたり、店頭販売を
したりと社員の皆様が頑張っておられる姿はよく見ていました。そごうが入居
するビルは、年間3.8億円の賃貸料です。ビル全体を借りてくれる企業を誘致
できれば良いのですが、それが難しければ、階ごとに区切って貸し出すなどの
アイデアを検討していかなければなりません。
一刻も
早く
市議会でも、各議員から質問が出ています。

Q.西神そごう閉店後はどうなるのか？
A. 駅に直結する建物の利便性を考慮して同様な

商業施
設の
誘致を
！

商業施設の誘致を考えている。

Q.誘致に対する現状はどうなっているのか？
A.複数の百貨店やショッピングセンターからヒアリ
ングを行って、出店の可能性を探っている。

2020年8月末で西神そごうが閉店することは本当に残念です。今後撤回は
なさそうなので次の展開に向けて西区の市会議員みんなで協力して、一刻も
早く商業施設を誘致していきます。

