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令和3年

4月4日（日）14時〜15時 三宮センター街東口 にて

市政として

こんな活動を
しています！

街頭市政報告会 を 実施しました
「議員は自らの活動を市民に分かりやすく説明すること」
これは、神戸市議会基本条例に記載された、議員の役割および活動原則の一文です。
つなぐ神戸市会議員団では、コロナ禍の中でも街頭で市政報告会を実施しています。

中ぐらいの雨の中、右手にマイク、左手に傘を持ち、集まっていただいた支援者の前での
市政報告会が始まりました。あわはら富夫議員（中央区）はコロナ禍での神戸市の厳しい
財政状況について、香川しんじ（西区）からは利用者不足による市営地下鉄の財政課題
について、高橋ひでのり議員（垂水区）からはコロナ感染症対策について、小林るみ子議
員（灘区）からはヤングケアラーについて報告しました。
当日の様子はこちら！➡
今後、各区の駅前で街頭市政報告を実施します。
西区では西神中央駅前で行う予定です。

詳しくは

つなぐ神戸市会議員団 の

ホームページをご覧ください。

つなぐ神戸

市 政 相 談 のご報告
4月

2021

28日
(水)

10：30〜12：00

会派のメンバーが実際に現地にて調査しました。

5月

2021

26日
(水)

11：00〜13：00

毎週水曜日の
10時30分から12時まで

つなぐ神戸市会議員団 では、

市民の皆さまからの市政相談を受け付けています。

今回は相談に来られた方の中から、2つの相談を紹介します。

❶ 地下鉄三宮駅のエレベーターについて

地下鉄三宮駅のエレベーターが更新されたのだけど、車椅子利用者にとって以前より不便
になったというご意見を受けました。

公共施設である駅などには、
「 交通バリアフリー基準およびガイドライン」がありますが、今回の更新ではガイドラ
インが定めるエレベーター室内が最低幅140㎝を下回る104㎝しかなく、以前は車いす3台が乗れていたのに更
新後は1台しか乗れない、回転できないためバックでしか出られないなどの現状をお聞きしました。
この問題の根底にあるのは、障がい当事者の声を聴かないで事業を進めたことです。障害者権利条約では、第4条
３
「法令及び政策の作成及び実施において
（中略）、障害者と緊密に協議し及び障害者を積極的に関与させる」
とあ
ります。つなぐ会派では、都市交通委員会でエレベーターの修正工事と障がい当事者の声を聴く場を作っていた
だくように要望しました。

❷ ギャンブル依存症対策について

「ギャンブル依存症家族の会 兵庫」の3人の女性
からそれぞれの体験談を聞きました。

夫や息子のギャンブル依存から生じた多額の借金に気付き、最初は尻ぬぐいを
必死で行い、自らの力で更生をさせようとして金銭管理を行ったり、説得したりす
るが、そのどれもが間違った行動であったことなど、経験した人にしか分からな
い辛い心の思いを話していただきました。家族の会の方が訴えていることは、依
存症は誰にでも起こりうること、本人や家族の方だけで解決しようとするのでは
なく、専門的な機関や家族会の様な自助グループにつながること、そのためには
行政で広報を強化して、窓口などに相談に来た方に専門的な機関や家族会を紹
介していただきたいということです。まずは、
神戸市や兵庫県の精神保健福祉センターに
働きかけながら、当事
者 が 少しでも早く支
援施設や自助グルー
プに繋がれる仕組み
を築いていきます。
「ギャンブル依存症家族の会 兵庫」の皆さまに
体験談などをお聞きしました。

団長就任 の ごあいさつ
政治の世界では、
慣例や形式を重んじることが多く、
新人政治
家にとっては違和感を覚えることが多々あります。
慣例に従って
物事を進めていくことは楽な作業ではありますが、
時代とともに
変わらないといけないことを置き去りにすることがあります。
政党
のような同質の考えを持った人の集まりでは、
時代遅れに特に
気づきません。
イノベーション
（新たな価値）
を生み出すために
必要な要素は多様な考えを持った人が意見を交わし、
チャレンジ
をすることだと考えています。
私が所属している
「つなぐ神戸市会議員団」
は、
複数の政党や
無所属の議員が集まってできたチームです。設立時に決めた
ルールの一つに、
団長は1年ごとに交代することがあります。
これ
は、
多様性を重んじるチームであることを継続していくための約
束です。
私の団長の任期は、
1年です。
今年の目標は、
より開かれ
た会派にすることです。
会派通信の発行、
SNSの強化、
各区での
街頭市政報告会の実施、
市政相談日の設置に積極的にチャレ
ンジします。
この1年でどのような成果があげられるのか、
期待して
注目してください。
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第1回 定例市会 令和3年6月28日（月）
本会議

一 般 質 問 を いたしました！

本会議にて、以下の5項目について質問させていただきました。

1 重度身体障害者訪問入浴サービス

2

の入浴回数について

在宅で暮らす重度身体障がい者で、他の入浴サービスを受け
ていない常時臥床またはこれに準ずる状態の方、つまり主に1
日の大半をベッド上で過ごしている方の唯一の入浴サービス
が「重度身体障害者訪問入浴サービス」です。この入浴サービ
スでは、支給量を原則週1回、市長が認める場合は週２回利用
できると規定しています。あまりにも少ない入浴回数に対して、
実際に利用している方や介護士の方からは、股間のかゆみ、背
中のあせも、臀部のかぶれなどを訴えることが多い、
体臭が気になり人と会うことを避けるなどの声を聴
きました。
事業目的である利用者の清潔の保
持、心身機能の維持等を図るため
には、少なくとも実施要綱を原則週
２回にして、利用頻度の拡充を検討
していただきたいと要望しました。

3

6月11日に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が参
議院本会議で可決されるなど、全国的に医療的ケア児への支援の在り方が
注目されています。わが会派でも、医療的ケアの必要な子どものお母さん2
人からご 意 見を聞かせていただきました。家 族でのケアは2 4 時 間 欠かせ
ず、片時もそばを離れられない。夜中もたびたび起きるので、まとまった睡
眠時間が確保できないなどの声を聴きました。ケアする保護者や家族の健
康を維 持するためにも、せめて子どもが 学 校に通っている時 間だけでも、
ゆっくりできる時間を確保できるように、付き添いなしでの通学に改善を求
める要望をしました。また、コロナ禍にお
いては親族に子どもを預けることを躊躇
することから、いつでも安心して短期入
所施設等が利用できるよう、利用実態を
把握し、市として必要な対策を講じてい
ただくように要望しました。

4 障がい者の学校卒業後の夕方支援に

障がい児童の療育体制について

神戸市では、子どもの障がいや発達の特性に応じた支援を行うため、障
がい児童のリハビリが受けられる療育センターを３か所設置していま
す。子どもの発達が心配な保護者にとっては大変心強い施設でありま
すが、令和３年５月時点で診察受付から初回の診察までに、総合療育セ
ンターで３か 月、東 部と西 部 の 療 育センターでは６か 月かかる状 態で
す。子どもにとっての６か月は大変貴重な時間であり、診察を待つ保護
者の不安を和らげるためにも、早期受診ができるように要望しました。
さらに、療育センター内の児童発達支援センターでは、通園バスの運用
ルールとして園児の乗車時間を１時間と決めており、遠方から利用する
児童は保護者付き添いのもと、公共交通機関を利用して片道2時間か
けて毎日通園している方もおられます。保護者に寄り添った対応を行う
ためにも、個々の事例に応じた運用を行うなど、柔軟な対応を行うべき
であると指摘いたしました。

5

人工呼吸器の必要な就学児童の保護者
の付き添いについて

ついて

障がいを持つ子どもの保護者の中には、学校卒業後に子どもが就
労継続支援事業所や生活介護事業所等（多くの施設が15時30分
まで）へ通うことになるため、子どもの帰宅時間が早まり、仕事を辞
めざるを得ない方がいます。H27年に川崎市の保護者が「夕方支援
の充実を求める」請願を議会に提出し、市が実態調査を行っていま
す。その結果、生活介護事業所利用者の57％が「何らかの夕方支
援 」を希 望していました。
神 戸 市 にお い ても、学 校
の
何らか 援を！
卒業後の障がいを持つ若
夕方支
者の夕方支援の充実に向
%
けて取り組むために、
まず
は実態調査をしていただ
くように要望しました。

57

障害福祉サービスの質の向上について

2000年に始まった介護保険制度では、医療法人や民間企業、NPO法
人といった多様な事業主体がサービスの提供が可能となりました。利
神戸市では、令和３年５月より放課後等デイサービスの質の向上を目的 用者は、これらの多様な事業主体の中から選択できるため、各事業所
に、特別指導監査専門官の登用や外部専門家による市内事業所の巡 が質の向上に努めるようになりました。障害福祉サービスにおいても、
回支援を始めることになりました。令和２年度に神戸市が認定した障害 障害者総合支援法により福祉の市場化は進みました
福祉サービス事業所等での虐待は９件となっていますが、私はこれを氷 が、いまだ選択できる福祉事業所の数が不足してお
山の一角であると考えています。小規模事業所では虐待を通報した本 り、事業所と利用者が対等な関係とは言えません。
人が特定されやすく、施設が利用しづらくなるとの理由で泣き寝入りし 福 祉サービス事 業 所を増やし、競 わせることによ
ている方が多くおられます。今回登用した外部人材の見地も活かして、 り、福祉サービスの質を上げることができるのでは
本人が特定されないように通報できる仕組みを検討していただくよう ないかと提言しました。
に要望しました。
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