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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。経済港湾常任委員会に所属。
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新型コロナウイルス感染症対策緊急補正予算

４月の緊 急 議 会で、会派を代表して質疑をしました！
新型コロナウイルス感染症対策緊急補正予算（第1弾）
について会派を代表して質疑をしました。
この時は、未だ緊急事態
宣言中であり、市民の皆様がとても不安に感じておられました。神戸市民の安心を確保することは政治の役割です。安心を
テーマに３点質疑をさせていただきました。

1 健康に関する安心について

2 休校中の子どもの安心について

新型コロナウイルスの感染が拡大している現状では、少しの体調不良
でも感染を疑ってしまい、不安になることがあります。特に医療関
係者であれば、自分が感染する、他の人に感染させてしまうと
いった不安は強いと思います。安心を確保するためにも新
型コロナウイルスのPCR検査数を増やす必要がありま
す。そのためには、神戸市の保健所のみで検査をするの
ではなく、神戸市医師会やPCR検査が可能な民間検
査会社などと連携して検査可能数を増やしていただ
きたいと要望しました。
さらに、院内感染がおこった中央市民病院の職員に
は無症状でもPCR検査を実施していただきたいと要
望しましたが、副市長からは無症状者にはPCR検査は
実施できないと答弁されました。
この点に関しては、第2
波に備えて必要性の検証がなされるべきであると考えて
います。

日本では他国と比べてICT環境の整備が遅れていたため、早急なオンラ
イン授業の対応ができませんでした。
この間、なぜ日本ではICT教育
の整備が遅れてしまっているのかと考え、自分なりの答えに行
きつきました。その理由は、日本の教育水準が他国に比べて
優れており、教育環境、授業の質、どれをとっても大きな不
満がなかったために、ICT教育の必要性に迫られること
がなかったのだと考えました。
3か月間の休校期間中では、オンライン学習ができた
子どもとできなかった子どもの間で学力の格差が生じ
たのではないかということを懸念します。家庭環境に
よって学力差が生じないようにするためには、今後、休
校などの同様な事態が生じても、神戸市のすべての子
どもに家庭での学習が公平にできるような環境整備をし
ていただきたいと要望しました。

3 経済支援について
経済支援策を効果的に実行するには、新型コロナウイルス感染の影響により倒産
の危険性の高い業種を特定して、集中的に支援をするべきであると考えています。
そこで、支援すべき対象業種を図のように絞り込みました。
補正予算中の家賃負担の軽減策やテレワーク支援では、どの業種の方でも申請で
きます。
これでは、本当に困っている企業を支援することにはなりません。中小・個人
事業の飲食店に限り、緊急支援を行うべきであると主張しました。業種を線引きす
る根拠は、政策金融公庫や信用保証協会などの申請書から分析が可能であります。
また、商工会議所や中小企業家同友会などからもヒアリングが可能であると思いま
すので分析を急いで欲しいと要望いたしました。

神出病院

の

医療従事

者 による

集団虐待・暴行事件

について

令和2年3月4日に、神戸市西区の神出病院に勤務する看護職員6名が、入院患者
に対する準強制わいせつ、暴力行為、監禁容疑で逮捕されました。
6月15日、健康局の担当課長につなぐ神戸市会議員団としてこれまでの調査内容
について伺い、以下の意見を伝えました。

1

身体拘束の条件等患者の人権を守ることを目的に行っている実地監査の今後の
あり方を検討していただきたい。

2

被害にあわれた方や他の入院患者の精神的ケアに努めていただき、転院などを
希望される場合には協力的な対応をしていただきたい。

3

調査結果を公表していただき、神出病院だけではなく神戸市の精神科病床を有
する病院すべてに対して指導を強化していただきたい。

4

虐待事件の再発を防止するために、障がい当事者や家族、精神保健福祉士、弁護
士などが訪問できる機会を作り、閉鎖的な環境の改善に努めていただきたい。

5

自力で被害を訴えることができない重度障がい者の方のために、虐待の抑止効
果を目的とした監視カメラの設置について検討していただきたい。

※神出病院には、真面目に誠実に働いている医療従事者が多くいます。精神科病床で働く職員が
今回の加害者と同じであるとの解釈には決してならないようにお願いいたします。
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改 修 工 事 について

西神中央駅のエレベーターは1号（１・2番線用）
と2号（3番線用）あ
りますが、いずれも設置から33年が経過し、老朽化に伴う更新工事
を行っています。工期は1号と2号で分けて行い、1号を5月7日〜7
月31日、2号を8月3日〜10月30日までの予定です。工事期間中
は、車いすやベビーカーを使用している方が困るということでした
が、階段昇降機の設置と介助員による介助にて対応してくれます。
階段昇降機（写真）に乗車してみましたが、
ま
あまあ怖かったです。
さらに降りるまでに時間
がかかりますので、その間に反対側のホーム
に電 車 が 来ました。なるべく時 間に余 裕を
持って駅に来ていただき、工事していないエ
レベーターを使われた方が快適だと思いま
す。電車がどちらのホームに着くのかは、気
軽に駅員さんに聞いてください。駅員さん
の方からも声かけをしていただくように
駅長さんにお願いもいたしました。
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新型コロナウイルス対策について、つなぐ会派が要望した提案と6月議会で提出され
た補正予算案を以下の表にいたしました。

6月議会 について
つ なぐ 会 派 の 要 望

新型コロナウイルス対策補正予算案

医療産業都市 内の研 究 機 関 、民
間検査機関との協力体制

民間企業、医療機関との連携による検査
体制の拡充

医 師 会 と連 携し P C R 検 査 セン
ターを設置

医師会の協力によりウオークスルー方式
によるPCR検査センターの設置

コロナ専門病院の設置

中央市民病院に臨時病棟を整備

生活困窮者自立支援事業におけ
る
「住居確保給付金」の要件緩和

離職と同等の水準までに減収した
生活困窮者に家賃相当額を給付

文化人の活動の再開を支援

文化芸術・スポーツ活動応援事業

建物と生活、
どちらが大切か！

福祉環境
常任委員会

不要不急の公共事業より
今すぐに 生活支援 を。

議員報酬カット について
【総務財政委員会】

12 人

5人

7人

維新・共産・つなぐ・無所属

自民・公明・市民連合
（立憲民主系）

賛成！

継続審議！

つなぐ神戸市会議員団

令和2年度
新型コロナウイルス感染症
対策については、
他会派からも多くの要望が出されて、
当局としてしっかりと検討して
感染症対策が提出されたと
感じております。
神戸市のHPで
ご確認ください。

未来都市特別委員会

新型コロナウイルス感染症の状況について報告がありました。
そ
の中で、私が特に気になったのは、生活福祉資金（緊急小口資
金、総合支援資金）
と住居確保給付金の申請状況です。
５月に入
り感染者数が減少してきているのに対し、生活が困窮していると
いう相談件数が激増しています。緊急小口資金とは、生活困窮に
対して一時的な生活維持のために10万円を借りることができる
制度です。総合支援資金とは、20万円を3カ月にわたって借りる
ことができる制度です。住居確保給付金は、家賃を3か月間支援
してくれる制度です。
2019年度1年間の申請件数を2020年度5月の1か月間で大幅
に上回っています。緊急事態宣言や休業要請などにより職を失っ
たり、収入が減少したりした方の状況を表している数字であると
思います。
先日、三宮再整備の総事業費が7,440億円であることが、やっと
公表されました。その内、神戸市の負担は1,570億円です。それ
に比べて、今回の補正予算の神戸市持ち出し分は約20億円で
す。建物が大事か、生活が大事か、政治決断が必要です。私は、不
要不急の公共事業をストップして、今すぐに生活困窮者の方へ
の生活支援をするべきだと主張しました。
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30年後に完成する三宮再整備事業について、この1年間、様々な観点から調
査・議論された意見を集約し、提言書にして市長に手渡しました。
以下に提言の一部を掲載いたします。
その他の提言については、市役所HPでご覧ください。

提言 1

提言 2

新たなモビリティ
社会への対応
路 線 バスは 決 められた
ルートを走るため、自動
運転に取り組みやすいと
されており、自動運転バ
スの 導 入を早 急に検 討
してください。

提言 3

Society5.0時代
の地域課題解決
2020年3月から５Gが運
用 開 始され 、人 工 知 能 、
ビッグデータなど利便性
を大幅に向上させる技術
が 実 用 化されます。新た
な技術で神戸らしい地域
課題の解決を実現してく
ださい。

▲未来都市特別委員会における提言書を市長に手渡し

三宮クロススクエア
の整備
JR三ノ宮の新駅ビルは、
神戸の玄関口である重要
な施設であります。JRと連
携をとり、新駅ビルと駅南
側エリアが一体的な整備
となるように関わってくだ
さい。

未来を見据えた街づくりをすることは、政治
や行政の役割であります。日々進歩する新た
な技術により社会が大きく変化することを念
頭に置きながら、長期的なまちづくりを考え
ていかなければなりません。
さらに、将来的な
財政負担を考えて市民ニーズの取捨選択を
しなければなりません。この1年間で、
まちづ
くりの奥深さ、難しさ、楽しさを学ぶことがで
きた素晴らしい委員会でした。

6月議会に14名の有志議員で議員報酬を1年間2割カットする条例
案を本会議に提出しました。削減額は1億5,600万円になります。
そのお金があれば、例えば休校により学力低下が懸念される子どもたちへのスクー
ルサポートスタッフの増員や、医療物資を購入することもできるし、経済対策に回し
ても良いと思います。今必要なのは政策を行うための予算です。
6月19日の総務財政委員会で審議されましたが、結果として継続審議（賛成でも反
対でもない）
となりました。総務財政委員会は12人の議員で構成されています。
この
議案に結論を出すことに賛成したのは、維新、共産、つなぐ、無所属の5人。継続審議
を求めたのは、自民、公明、市民連合（立憲民主系）の7人。

継続審議という、なんとも姑息な手を使って、反対ではありませんという
態度には政治家としての資質を疑います。継続審議というならば、今後ど
のような審議がなされるのか、見届ける必要があります。
うやむやにして
終わらせるわけにはいきません。

香川 真二

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

