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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！

香川しんじの

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。
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予算委員会
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●

「 市 民 と 市 政 を つなぐ」ため、予 算 委員会 にて 要 望いたしました！
経済観光局

須磨水族園 について

昨年１０月に新しいスマスイの再整備案が提示され、新聞やテレビなどマ
スコミ各社が新スマスイの料金設定について報道しました。市民団体の
「須磨水族園を考える会」では、子ども達が気軽に通える料金にしてくだ
さい」
という要望を掲げて、署名を集めてきました。
マスコミ報道後は、神
戸市だけではなく全国から署名が郵送されてきて、今年の２月末時点で
は２万７,３８６筆も集まっています。
神戸市はこれまで市民意見を聞いて再整備事業案を作成してきたとい
うことでしたが、今回の署名で多くの市民の方が、
「しっかりと市民に説
明して、再整備事業を進めてほしい」
「スマスイは市役所の持ち物ではな
く、神戸市民の施設なのだ」
という思
いを持っていることが明らかとなり
ました。
予算特別委員会では、
２万７,３８６筆
もの署名を無視することなく、市
民の皆 様の意 見を聞いて、再 整
備事業者との交渉をしていただ
きたいと強く要望しました。
「須磨水族園を考える会」に
郵送されてきた署名の一部 ▲

危機管理室

新型コロナウイルス対策

建築住宅局

❶市営住宅入居における緊急連絡先
の確保 について

令和2年４月から契約ルールの基本を定めた改正民法が施行されます。神戸市で
も市営住宅入居の際に連帯保証人を求めないことになったのですが、代わりに
緊急連絡先の提出を求めるということになりました。
しかし、身寄りがない方、周
囲と交流のない方など、緊急連絡先の提出が困難な方々が入居できないことが
起こらないようにしていただきたいと要望しました。当局からは、入居時に緊急
連絡先が提出できなくても、入居を拒むことはありませんとの回答をいただきま
した。

❷空き家を活用したグループホーム等の建築基準法の
取り扱い について
グループホームは、障がい者の方が地域で自立した生活を送るために、重要な
役割を果たしており、その需要が高まりつつあります。
しかし、建築基準法により
グループホームが増えない理由があります。グループホームは、建築基準法「寄
宿舎」に該当するため、空き家を使用するためには用途変更をしなければなりま
せん。用途変更をするには、廊下や階段の幅が１．
２メートル以上、
２階に上がる階
段が２か所必要など、一般の住宅では適合しないことが多く空き家を簡単に活
用することができません。他都市では、空き家の活用のためにグループホームに
おいては定員が７名以下、火気を使用しないなどの要件を満たすものは、建築基
準法上「住宅」
として取り扱うことにしています。空き家がどんどん増えています
ので、有効に活用できるようにしてくださいと要望しました。

について

初期のコロナウイルス対策では感染拡大の防止が最優先事項です。
しかし、神戸市では１例目の感染者に対
する記者発表において市民に十分な情報を提供していません。例えば、勤務先、通勤経路、行動履歴などの情
報を提供することで、濃厚接触の心当たりのある方からの申し入れにより検査を行えば、高い確率で感染者を
特定することになります。実際に、大阪市ではライブハウスの名前を公表したことで、
ライブハウス経路の複数
の感染者を特定できました。
記者発表には市長が出席して、市民の皆様へお願いや今後の方針、学校休校の理由などを自らの言葉で発す
るべきです。市長としてのリーダーシップが問われますと指摘しました。
さらには、兵庫区役所での感染者が発生した時には、区役所内の消毒をして、翌日には開所しています。保健
所からどのような指示があり、どのような手順を踏み再開したのかといった基準をホームページに掲載するこ
とを要望しました。それにより、民間でもその基準に準じて再開することができます。
自粛のお願いだけでなく、前向きな情報の発信も必要です。
2020年度

予算の目玉！
！

かけて…

住宅供給

5年

（来年度から）

人口流出

1年間

（2018年度）

で…

人 口 減 少 対 策 の 中身とは？
！
神戸市は2018年に人口減少数が全国一位になったことは、皆さんご存じであると思います。市長は「人口減少対策
が不十分であった」
と、慌てて2019年度の補正予算に「人口減少対策 第１弾」
として、
「 明るいまち」
「 駅前空間の刷
新」
「やさしいまち」の３つを発表しました。
「明るいまち」
というから、わくわくドキドキするような内容かと思っていまし
たら、
３０億円かけて市内全域に街灯を増設し、LED街灯にするという内容でした。思わず、
「 明るいって、光の量か！
！」
と、つっこんでしまいました。
これで人口減少対策になるのでしょうか？
2020年度予算では、
「人口減少対策 第２弾」
として、西神中央駅、名谷駅、垂水駅周辺に、合計１,８５０戸（５,０００人分）
の住宅を５年かけて供給する計画を発表しました。神戸市では２０１８年度に１年間で約５,０００人が減少しています。仮
に市外から５,０００人の人口増加が見込めたとしても、人口は増えません。西神中央駅周辺には、
４、
５年前に
マンションが建設されました。その時には、周辺の高齢の方が便利さを求めて移住されたと聞いています。
安易なマンション建設計画は、周辺の空き家を増やすことにもなります。

神戸市から離れている市民の多くは若者です。大学や就職といった進路選択、子育て政策が充実した市への引っ越しが主な理由です。決して、街
灯の暗さや住宅不足ではありません。伝統的に行われているハード整備が止められないようでは、人口減少を食い止めることはできません。
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課題

1

予算特別委員会 総括質疑
課題

2

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されてい
ます。

東須磨小学校の調査報告書を受けて、再発防止および現場の
課題解決に向けた提案とともに質問をさせていただきました。

報告書では、周囲の教員は業務過多のた
め、教員間のハラスメントに気づかないか、
気づいていても他人にかまう余裕がなかっ
たとされています。

3

報告書では、被害教員はハラスメントを
移動までの辛抱であると考え相談をしま
せんでした。相談制度としては、教職員組
合や教育委員会があります。

ています。弁護士１人で週３日勤務、市内小中学校
２４６校を担当しています。
「スクールロイヤーの拡
充」
を行って、いじめ対応だけではなく、教職員の
労務やハラスメントについての相談窓口にするこ
とを提案します。

が、再発防止に重要であります。
そこで、小学校に
おいても算数や理科を得意とした教員が複数の
クラスを指導する
「教科担任制」の導入を提案し
ます。

きっかけ」
を調査した研究では、
１位が「職務での
経験を積むこと」、
２位は「先輩や同僚からの助
言」でした。そこで、学級内の悩みを共有したり、
解決策を共に考えたりできる体制として
「複数担
任制」
を提案します。

課題

提案：神戸市ではスクールロイヤー制度を導入し

提案：教員が「ゆとり」をもって活動をすること

「教員が自分の資質が高まったと感じた
提 案：

第 14 号

これらの提案に対して、長田教育長は理想的な状況ではあるが、国の基準を上回って配置することができない
との答弁でした。今回のハラスメント事案で、全国で神戸市の教育問題とその解決策が注目されています。今
こそ、国の基準を上回ってでも教職員の定数拡大を行うべきです。国の基準は下回ることは許されませんが、
上回ることは各自治体で予算を付ければよいのですと市長に教育予算増額を求めました。
教育委員会は、今回のハラスメント事案を受けて、
４月より
「監理室」
を設置すること、市内の小中学校を巡回
する
「地区統括官」
を任命することで組織風土の見直しを図ろうとしています。
このような統治（ガバナンス）
の強化では、現場の教職員を委縮させてしまうだけです。今必要な対策は、現場教職員のモチベーションを高
めることであり、教育委員会が現場教職員の課題をともに解決していこうとする姿勢です。

未来都市

▲予算特別委員会 総括質疑にて質問

特別委員会

福祉環境

３０年後の未来を見据えた街づくりをするために、国内外の先進事例を学
び、神戸にふさわしいアイデアを提言することを目的にした委員会です。
自動運転の実践例について学ぶために名古屋大学へ行きました。馬車
が自動車に置き換わって以来、１００年に１度の大変革が起ころうとし
ているモビリティ革命とは、自動車とネットがつながる自動運転の確立
です。この革命により、特に公共交通インフラが脆弱な地域においては、
高齢化に伴う移動手段の課題をひとつ解決することになります。名古屋
大学では、低速（２０Kｍ/ｈ）での自動運転を可能にしたゴルフカートを
用いて、家からバス停や最寄り駅、病院やスーパーマーケットなどをつな
ぐ実証実験を行っています。自動運転車両の運賃は無料なこともあり、
高齢者の方の外出頻度が増えています。
神戸では敬老パスの見直しにより、今後は高齢者の外出の頻度が減少
することが予測されます。
未来に対する対照的な姿勢
にショックを受けた視 察で
したが、神戸で も自 動 運 転
を取り入れたきめ細かい交
通サービスの必要性につい
て意見をしていきます。

予算委員会

への

陳情

常任委員会

福祉常任委員会で家族介護の在り方について指摘をしました。
重度障がい者の方が居宅で生活するのに必要な福祉サービスの中に、
「重度訪問介
護」があります。そのサービスがどれだけ受けられるのかを判断する支給量の審査
基準の見直しが１０年ぶりに行われました。障がいの程度により受けられるサービス
の時間が決まるのですが、同居もしくは別居の介護者がいればサービス時間は削ら
れます。家族介護が前提の基準であり、そんな考え方は時代遅れであることを指摘
しました。
２０００年に始まった介護保険制度は古くから行われてきた家族介護から脱却するた
めの制度です。
２０１５年のアベノミクスでは家族の介護を理由に退職をさせない「介
護離職ゼロ」
を目標にしてきたはずです。近
年問題になってきている介護殺人（心中）
を考えてみてください。介護の前線は
介護のプロの仕事、家族の介護は
バックアップです。この前提が崩れ
ることにより悲惨な事件が繰り返さ
れます。家族介護を前提としたサー
ビス時間の短縮には、異を唱えてい
きたいと考えています。

陳情とは、市民の皆様が実現してほしいことを市議会に要望する制度です。
予算特別委員会では、
７つの陳情がありました。その内の４つが 敬老優待乗車制度に関するもの でした。

以下は、敬老優待乗車制度に関する陳情2つへの、各会派の賛否状況です。

件
陳 情

第31号
陳 情

第33号

名

自 民

敬老優待乗車証のバス近郊区における１１０円上限設定の維持を求める陳情
母子世帯への福祉パス制度の維持・拡充を求める陳情

×：反 対
つなぐ

：賛 成

×
×

公 明 日本維新 共 産 市民連合

×
×

×
×

×
×

制度を検討する有識者会議では、
「日本の預貯金とか不動産の所有率は60歳以上の方の割合が一番高く、
１人当たり平均すると2,000〜3,000万円の
貯蓄がある」
とのコメントがありました。私が知る限りでは、お金持ちの高齢者はいるがごく一部であるという認識です。さらに、母子家庭の５０％は相対
的貧困状態にあります。今回の制度改定では、所得の少ない高齢者や母子家庭の負担が大きくなります。市中に貼られている政治ポスターには、
「 小さ
な声を聴く」
といった言葉が並んでいます。今回の結果は、小さな声を聴いたのでしょうか？政治とは何なのか？議員の役割とは何なのか？未熟な私は、
今日もまた考え込んでいます。
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