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　　　 第２回定例市会11月議会終わる
   須磨水族園、教員間いじめ問題などで議論
　11 月 27 日から 12 月６日の会期で開催され

た第２回定例市会 1 1 月議会が終了しまし

た。今回の議会では、再整備事業にあたり、

須磨海浜水族園の指定管理者を新事業者に

変更する議案が提案されました。これにつ

いては、香川真二議員（神戸志民党）が議案

質疑と反対討論を行いました。さらに、一般

質問では、高橋ひでのり議員（無所属）が①

地域共生社会の実現に向けた地域づくり、包

括的支援事業を神戸市としてどのように推進

するのか（１．生活困窮者自立支援事業の拡

充、２．ひきこもり支援対策の拡充、３．市営

住宅の入居に際しての保証人の取り扱いにつ

いて）②分限条例改正後の教員間いじめ問題

の対応について質疑しました。それぞれ要旨

を掲載しています。

スマスイ(市立須磨海浜水族園)が大きな岐路に

新事業者案、利用料金・シャチのショーなど市の基本的考え方と大きな乖離
　長年市民に親しまれてきたスマスイ

（市立須磨海浜水族園）が今、大きな岐路

に立たされています。神戸市は老朽化を

理由に、須磨海岸一帯の大型リゾート構

想の一環として、スマスイを再整備する

計画で、 スマスイの指定管理者を新事業

者に変更する議案が今回の議会で提案さ

れ、議決されましたが、つなぐ議員団は反

対しました。

　今後、新事業者により Park-PFI 式で民

設民営の再整備が行われ、５年後にリ

ニューアルオープンする予定ですが、決

定した新事業者の提案は、利用料金や

シャチのショーなど、2018 年 12 月に神戸

市が作成した「再整備にかかる基本的な

考え方」とは大きく乖離しており、様々な問題

が山積しています。

①入園料が今の倍以上に。気軽に通
えなくなる
　今回再整備する事業者が計画する入園料は、

高校生以上が3,100 円（現在は1,300 円）、幼

児・小中学生が 1 , 8 0 0 円になります。現在小

中学生は 5 0 0 円ですが、「のびのびパスポー

ト」を使えば無料、幼児も無料です。神戸市

内に住む親子４人では、今は 2 , 6 0 0 円で入園

できますが、これが新スマスイでは 9 , 8 0 0 円

に跳ね上がります。（次ページ別表参照）

　近畿にある水族館の大人料金は、城崎マリ
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②シャチのショーが目玉に
　再整備する事業者が目玉にしているのが

シャチのショーです。世界の潮流では、もは

やシャチを捕獲・飼育してショーを行うのは

禁止の方向に向かいつつある中での時代に逆

行する計画です。シャチの飼育には国際的批

判が高く、ヨーロッパ、中南米など少なくと

も 14ヶ国ではシャチのような大型ほ乳類の飼

育さえ禁止されています。シャチなどの海洋

高等生物のショーを見せる施設は減少傾向に

あり世界の潮流となっており、商業・集客目

的でシャチを飼育し、ショーを行わせること

には国内外から強い批判が起こっています。

　また、シャチの飼育については、国内では

人工繁殖の成功例はなく、目玉であるシャチ

のショーが存続できなくなれば、水族園の存

続自体が危ぶまれる危険性もあります。

③事業者の選定過程に疑問
　神戸市は新事業者を選定するにあたり、神

(「須磨水族園を考える会」チラシより)

香川真二議員・議案質疑要旨

　須磨海浜水族園の指定管理者の変更につい

てお聞きする。

この度、施設の老朽化に伴い再整備に向け

た事業提案の選定が行われ、現在の須磨水族

園の運営会社から再整備事業者へと指定管理

者が変更される議案が提出された。

指定管理者の選定理由として、新水族館の

管理運営を行うものを次期指定期間の指定管

理者とする条件があることから、今回の変更

は、須磨水族園の再整備事業と密接に関係し

ている。今回の変更は、新水族館の再整備事

業のスタートであることを踏まえ質問する。

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 , 0 3 1 人も

の署名が市長に提出された。提出の際、大竹

さんは「最近まで再整備について知らなかっ

た住民も多い。利用者の声に耳を傾けてほし

い」と訴えている。当局の担当者は市民へ

の周知を行い、昨年 1 2 月からの「須磨海浜

水族園の再整備事業にかかる基本的な考え

方」についてパブリックコメントを実施し

たと答えられていたが、その時に示された

指針案からは、入園料やシャチの問題など、

現在示されている計画案が想像できない内

容がいくつもある。

再整備事業見直しを求める 7 , 0 3 1 人もの

署名が集まる中、計画案を踏まえた市民向

け説明会の実施をするなど、基本協定の締

結時期を遅らせてでも、市民に納得してい

ただいてから事業を進めてはどうか。

（岡口副市長）

　提出された署名の主張は「神戸の子ども

が気軽に行ける料金の検討を」「シャチの

ンワールドが2,600 円、海遊館が2,300 円、京

都水族館が 2,050 円で、近畿にある水族館の中

で、入園料が最も高い水族館になってしまい

ます。

戸市の「再整備にかかる基本的な考え方」を

もとに事業者を公募し、選定委員会を経て、

新事業者を決定しました。しかし、応募提案

がなされたあとに、水族館の配点方法が変

更（内訳を作らない方法へ）されるなど、選

考評価の客観性を担保するという観点から

不適切です。

　以上、主な問題点を記載しましたが、この

指定管理者変更議案に対しては、以上の観

点から、11 月 27 日の本会議で香川議員が質

疑し（以下掲載）、12 月４日の本会議で議案

に反対する討論を行いました。
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ショーはやめること」の内容であり、市の広報

が不十分なため本事業について事前に知る機

会がなかったとのことだ。料金については、民

設民営なので民間事業者が決めるものである

が、子供たちにできるだけ配慮する提案を求

めることを明記した上で、事業者を公募した。

実際の提案は、学校行事や学校行事以外での

対応としては、民間水族園としては踏み込ん

だ提案であると考える。

　シャチについては確かに指針案に記載がな

かったが、事業者提案の骨格となるもので、事

業者が決まった段階でお知らせするしかない

ものだ。審査委員会の中でもシャチを飼育す

ることの意義や、神戸保全繁殖センターも大

きな評価をいただいおり、これらも市民に説

明していきたい。

（香川議員・再質問）

　「市内の小中学生以下の利用料を無料とす

る」との指針案だったが、そのあとでパブコメ

があり、その後事業者選考が行われたが、この

点はどう考えるのか。

　また、選定委員委員会では、シャチやイルカ

ショー禁止のような世の中のルールが変わっ

たら全部計画が倒れてしまうととの意見も

あった。また、選定委員の中には単なるシャチ

のショーではないなど説明をすることを求め

ている意見もあるので、市民にも説明が必要

だと考えるがどうか。

　また、国内でいま飼育されているシャチは

すべて家族なので自然交配は無理で、繁殖は

人工授精しかない。冷凍保全されているシャ

チの精子は 4 0 回分しかないこと、国内でも人

工繁殖は成功例がない中、シャチのショーを

存続できると考えるのか。

（岡口副市長）

　料金体系も含め選考委員会から民間水族園

としてふさわしいという意見をいただいてい

る。新事業者の提案はシャチの飼育受精の他、

人工授精についても取り組む予定だとしてお

り、そのための神戸保全繁殖センター設立も

大いに評価されるものだ。

（香川議員・再質問）

　施設で生まれたシャチは一生施設の中でし

か生きれないのは、動物福祉の考えから虐待

という思いをもつ人も多くいると思う。動物

愛護団体からも批判のメールが多く来てい

る。集客目的でショーを行わせることに対す

る国内外からの強い批判が起こることは避け

られない。このような批判に耐えうるという

ことを市民にも説明すべきだがどうか。

（岡口副市長）

　しっかり説明していきたいが、極論だが今

の紹介された見解を突き詰めると、水族館は

成り立たなくなる。決して鯨類をショーして

として取り扱うことでなく、ふれあう機会を

作るなど飼育のあり方も最先端のものを目標

に提案されている。

（香川議員・再質問）

　再整備事業の優先交渉権者の選定方法につ

いてお聞きするが、事前にいただいた再整備

事業選定委員会議事要旨のうち、平成 3 1 年

３月５日の委員会では、水族館の配点票は配

点の分割を検討することとある。７月末の時

点では、水族館の配点ウエイトが高いので、

もう少し細分化した「目安」を示す予定であ

ることが、各委員に伝えられている。

　しかしその後、８月27 日、ある委員の方か

ら水族館等の内訳は、相互に密接に関連して

いるため、選定委員には示さないほうがよい

との意見が非公式の場面で市の担当者に述べ

られている。８月 30 日に市の担当者から、委

員長に電話で水族館の配点の内訳は作らない

ことにさせていただきますと伝えている。

　８月２日に２つの事業者から応募提案が

あったあとに、配点の内訳を作らないことが

決まった。そして、９月２日の選定委員会
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で、水族館の配点の内訳を作らないことが

決定された。その直後に２事業者の審査が

行われたが、この経過に問題はなかったの

か。

（岡口副市長）

　微妙に提案の前とあとでずれているが、

審査の前なので問題ないと考えている。

（香川議員・意見）

　神戸市民にとって須磨水族園は、姫路の人

にとっての姫路城、西宮の人にとっての甲子

園球場と同じくらい愛着を持った施設だ。そ

れがまったく性質を変えてしまう前に、市民

にしっかり説明をしていただきたい。

高橋ひでのり議員・一般質問要旨

１．生活困窮者自立支援事業の拡充について

　

 生きづらさを抱えたまま、社会的に孤立し

ている方々はたくさんおられる。いわゆる

「ひきこもり」や、不登校のこどもたち、障

害を抱えて社会参加に課題を抱えている人た

ち、薬物依存、ＬＧＢＴの方々や野宿者、長

期失業者。多くの方が孤立し悩んでおられ

る。これまで国は、そういう方々を「生活困

窮者」としてとらえ、生活保護になるのを防

ぐ観点で、平成 2 7 年度から「生活困窮者自

立支援事業」を始めた。しかし事業の展開の

中で国も、生活保護にならないようにという

目的では対応できないほど、地域社会の孤立

化が進んでいることに気づいた。

　3 0 年度に自立支援法改正が行われ、互い

に助け合う「地域共生社会」を行政が、各団

体や住民と一緒になって構築する方向が示さ

れた。特に地方自治体には、制度や機関の縦

割りの制約を克服し、「断らない」相談、「つ

ながりつづける」伴走型の包括的な支援体制

構築求められている。包括的支援体制のカギ

を握るのは、神戸市の各部局で受けた相談の

包括化だ。30 年改正で、自治体の福祉、就労、

税務、住宅などの関係部局で生活困窮者を把

握した場合に、生活困窮者本人に自立支援制

度の利用を勧めることが義務付けられた。

　そこで質疑するが、相談の包括化には、実

際に窓口で相談に従事している担当職員を対

象にした研修が欠かせない。くらしにかかわ

るすぺての担当職員を対象とする支援事業の

研修が必要と思うが見解を伺う。

（寺崎副市長）

　3 0 年の生活困窮者自立支援法改正を受け、

税務、国保部門などで庁内での制度周知を

行っている。区役所業務でも研修を行ってい

る区もある。引き続き庁内での連携、周知を

図って、各窓口で生活困窮者を見つけた場合

は適切にくらし支援窓口に案内できるよう利

用勧奨につとめたい。

（高橋議員・再質問）

　個別相談の包括化については、ぜひ具体的

な方策に踏み込んでいただきたい。私自身、

国民健康保険の滞納相談に関わったが多重債

務を抱えてとても保険料が払えないという方

に、良心的な司法書士を紹介したことがあ

る。現在はくらし支援窓口で、具体的な家計

改善の相談を行い、解決方法を丁寧に説明し

ていただけるが、ただ区役所の窓口職員研修

が十分にできていないことが問題だ。すでに

1 0 年近く前からＤＶ被害者支援の応対研修

が区役所担当職員を対象に研修が実施されて

おりモデルもある。ぜひ区役所担当職員対象

の研修を実施していただくことを検討してい

ただきたいがどうか。

 もうーつ、相談体制の包括化については 3 0

年度改正で、守秘義務を課したうえで、関係

者で個人情報の共有することが明記された。

他都市では、個人情報を庁内や関係者で共有

するためのツールとして「つなぐシート」が

活用されている。ここに現物の拡大版がある

が、住所や名前などの基本情報を書く欄の下

に、相談内容が列挙されてる。職員は裏面に

紹介する部署の名前や相談内容を記入して、

コピーを取ったうえでご本人に持たせて次の

窓口を案内する。後でコピーが相談した機関

にも回ってくるので、もし行っていない場合

には電話して状況を伺うこともできるし、相
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談している場合には、結果がわかるので職員

のモチベーションも上がる。本市において

も、情報共有のツールとして「つなぐシート」

を取り入れる必要があると思うが見解を伺

う。

（寺崎副市長）

　国保収納については、各区の担当者を集め

て就労支援のための会議を開催する予定だ。

くらし支援窓口の支援内容や支援をつなげる

ことの重要さは関係機関に意識啓発をしてい

きたい。

　いま紹介があった「つなぐシート」は承知

しているが、まずは各区の相談窓口が相談者

の置かれた現状を把握した上で、適切な窓口

へ案内することが大事で、それぞれの事案に

応じた丁寧な対応が実現するよう制度周知な

どを行っていきたい。

（高橋議員・再質問）

　生活困窮者自立支援法の 30 年改正で「一時

生活支援事業」が拡充され、これまで一時的

な宿泊提供だけだったのが、「地域居住支援

事業」が追加された。この事業では、入居後

のアフターケアや、家を失う前の相談などが

可能になった。一時生活支援事業は神戸市の

30 年度実績でも13 6 件の利用がありニーズが

高い。派遣で首になり寮を追い出されるケー

スも多いと聞く。また刑務所などからの釈放

者の方も多いと聞く。再犯防止を推進するた

めにもこの制度は意義がある。これらの方の

中には様々な問題を抱えておられる方も多

く、入居後のサポートが重要だ。この「地域

居住支援事業」を神戸市でも実施する必要が

あるのではないか見解を伺う。

（寺崎副市長）

　早急な実施は困難だが、市として必要性は認

識しており、今後関係機関と協議しながら事業

の取り組みのあり方について研究していきた

い。

（高橋議員・意見）

　国の予算の制約があるということなので、ぜ

ひ限度額をアップするように国に要望していた

だき、事業を拡充していただきたい。

２．市営住宅の連帯保証人規定の削除について

　

 来年度の民法改正に合わせて国土交通省は、

30 年３月付で「保証人の確保を入居の前提とす

ることから転換すぺき」と通知している。総務

省も 30 年１月に、保証人を確保できないことに

より入居を辞退したものは全都道府県で 6 5 件

とし、保証人の免除などの配慮が必要と勧告し

た。一方、本市ではこれまで、障がい者や高齢

者、生活保護受給者などでさえ保証人の免除規

定を設けていなかった。生活困窮者居住支援の

障害にもなっている保証人の規定をこの際廃止

すべきと考えるが見解を伺う。

（油井副市長）

　令和２年４月１日施行予定の法改正を踏ま

え、連帯保証人を廃止した場合の影響や他都市

の状況など含め、本市でも早急に対処していき

たい。

（高橋議員・再質問）

　ぜひ保証人をなくす方向でぜひ検討していた

だきたい。本市ではこれまで、保証人がいない

場合は緊急連絡先の確保を入居の条件にしてい

たと聞いているが、国交省は、緊急連絡先が確

保できない場合にも入居の支障とならないよ

う求めてるがどうか。

（油井副市長）

　緊急連絡先を廃止した場合、入居者の安否確

認が出来ない場合や火災などの緊急事態がある

ので、連帯保証人を廃止した場合でも緊急連絡

先の設定は必要であると考える。

（高橋議員・意見）

　そういった場合にこそ、日頃から生活困窮者

自立支援事業を活用して頂きたい。



　　（６）
３．ひきこもり支援対策の拡充について

　

 ひきこもりの相談についてはこれまで、ひ

きこもり地域支援センター「ラポール」をは

じめ、発達障がい者支援センター、障がい者

地域生活支援センター、あんしんすこやかセ

ンター、各区社会福祉協議会の地域福祉ネッ

トワーカー、若者サポートステーションなど

多様な機関で受けている。市が来年１月から

設置する「ひきこもり支援室」では、直接持

ち込まれる相談だけでなく、多様な機関との

連絡調整をはかりながら、ひきこもりの当事

者を継続的に支援するネットワークを作って

いくと伺っている。もちろん神戸市レベルで

の連絡調整会議が必要だが、ひきこもりの情

報は、民生委員や自治会役員など、地域活動

を行っている方が最初に把握する場合も多い

と関く。ひきこもり支援を継続的に進めるに

は、支援団体と住民が連携した各区ごとの

ネットワークを目指す必要があるのではない

か見解を伺う。

（寺崎副市長）

　令和２年度から総合的な支援をする引きこ

もり支援室（仮称）を設置し全面稼働させる

予定だ。本市で、引きこもりを一元的包括的

に支援する体制は十分でないことは認識して

おり、今後各区でもしっかり情報を共有し、

支援する仕組みが必要であると考える。市だ

けの力ではなしえないので、引きこもり支援

施策検討会での意見を踏まえ、地域のネット

ワークや社会資源も活用しながら支援策を展

開していきたい。

（高橋議員・再質問）

　先日、垂水区社会福祉協議会主催の「ひき

こもりを考える」講演会が開催され、講師は、

ひきこもりというのは「孤立」であって病気

ではない。地域でどれだけ支援ネットワーク

を作れるかが大切と強調されていた。ぜひ各

区でのネットワーク形成を拡充していただき

たい。ひきこもりの方については、信頼関係

を作ることから始まる。民生委員や自治会役

員などの地域の情報を得て訪問し、信頼関係

を作ったうえで専門窓口につなげていく人

材、アウトリーチできる人材がどうしても必

要だ。どのように拡大していくのか。

  また、地域福祉ネットワーカーは大事なセ

クションだ。神戸市と同じ時期にコミュニ

ティソーシャルワーカーを配置し始めた豊中

市では、現在 4 0 万都市で 1 4 人を配置されて

いる。市長は、地域福祉ネットワーカーを 1 0

名から 2 0 名に増員することを推進されたと

伺っているが、ぜひ、ひきこもり対策の充実

のためにも地域福祉ネットワーカーの体制を

充実させてはどうか。

（寺崎副市長）

　人を増やすというより、近隣住民や関係機

関のネットワークを作ることが大事だ。現

在、地域福祉ネットワーカーが地域とのパイ

プ役として役割を期待しており、順次体制を

強化してきた。これをバックアップする形で

引きこもり支援室を作る予定だ。

　体制充実は全体的な事業のバランスもあ

り、まずは引きこもり支援室でバックアップ

し、今後の体制のあり方については今後の検

討課題だ。

（久元市長）

　地域福祉ネットワーカーの役割は大事だと

思うし、必要があれば増員も含め検討した

い。

４．分限条例改正後の教員間いじめ問題の対

　応について

　今回の分限条例の改正において、付帯決議

がつけられた。処分の決定にあたっては、分

限懲戒審査会の審議を尊重するようにという

趣旨だ。分限懲戒審査会においては、二つの

理由で処分が不相当と判断された。第一に４

人がすぺて起訴のおそれがあるとみなせな

い。第二に懲戒処分で判断すぺきことを事前

に判断しなければならない矛盾を今回の条例

は抱えている、との理由だ。教育長はこれら

の疑問に答えることなく休職処分を強行し

た。議会の総意を無視したと言わざるを得な

い。なぜ強行したのか見解を伺う。

（長田教育長）　　

　分限懲戒審査会の意見は、必ずしも教育委

員会の決定を法的に拘束するものではない。

教育委員会としては審査会の意見を参考にし

つつ、教育委員会の責任と判断で処分を行っ

た。

（高橋議員・再質問）



（７）

神戸市、敬老・福祉パスの改悪案を提案
    １月10日まで市民意見募集

　この間、敬老・福祉パスの見直しで「有識

者会議」が開かれて来ましたが、この報告を

受け、神戸市は制度見直し案( 右表) をまと

め、今後市民意見募集を経て、来年の予算市

会に提案されます。見直し案では、今後の敬

老・福祉パス制度について、「現行の予算、年

間 5 0 億円を確保し、制度内容の見直しを

行った上で維持する」とし、来年秋の制度見

直しを予定してます。

　今回の見直しは県バス協会からの負担金に

関する要請に基づいていますが、前回の見直

し時の交通事業者の負担割合は 2 5 ％でした

が、10 年たった今は 27 . 5％と殆ど増えてい

ません。なぜバス協会が見直しを求めている

のか理解できません。そのことを問いただす

こともせず、有識者会議を開いた市の方向性

も疑問です。。

　現在、横浜市でも敬老パスの見直し議論が

始まっていますが、横浜はフリーパス制度

（同じ料金で何回でも乗れる）で利用者が増

え、事業者負担が３割から７割に増え見直し

議論が始まっているのであり、神戸市の場合

事業者の要請は不可解です。前回の見直しの

際は、当時の矢田市長が何度も事業者へ足を

運び、話を聞いてきた経過があります。今回

も事業者との話し合いを持ち、協力を呼びか

けるべきでした。

　改悪案の内容は、別表の通りですが、神戸

市はこの改悪案に対し、来年１月 1 0 日まで

市民意見募集を行っています。ぜひ皆さんの

声を届けましょう。以下、意見募集の要項で

す（神戸市ホームページより抜粋）。

（11 月 30 日神戸新聞より）

　付帯決議の趣旨は任免権者の恣意的な運用

を防ぐために審査委員の意見を尊重するとい

うことだ。確かに意見に従えとまでは言って

いないと思う。しかし、教育長自らが専門家

として認定し就任をお願いした法律の専門家

から投げかけられた疑問には、ちゃんと答え

る義務があると思う。分限懲戒審査会が提起

した問題である「本件は、厳格な解釈・判断

が求められる一方、確定的な判断をする懲戒

処分の前に行わなければならないというジレ

ンマを内包している」という指摘に答えてな

いがどうか。

（長田教育長）

　懲戒処分が行われるまでの間、放置してお

くのかという問題があり、これを避けなけれ

ばならないので休職分限処分が必要であると

いうことだ。

（高橋議員・再質問）

　質問に答えていない。今回の条例改正の提

案者である市長は分限懲戒審査会が提起し

た問題についてどう考えるのか。分限処分

はあくまで職員の能力不足や健康状態の悪

化で公務の遂行に支障がでる場合の処分だ。

懲戒は非違行為をした職員に制裁を与える

ことが目的だ。今回の措置のように、懲戒

処分にあたる重大な非違行為という法的事

実をもって、分限処分を行うということが、

今後、懲戒処分には時間がかかるからと、

予備的な処分として分限処分を活用すると

いう手法が他の自治体にひろがるという悪

しき前例にならないかを危惧している。

（久元市長）

　私はまったくジレンマは感じていない。

今回の処分について何ら問題はなかった。

公務能率や職務の適正性を確保するために、

必要な条例を提案し、この条例にもとづい

て適切に教育委員会が処分を行ったと理解

をしている。



（８）

　    　「神戸市敬老優待乗車制度・福祉乗車制度の今後のあり方」

　　（意見募集の内容は、神戸市ホームページ「募集情報」から検索できます）
●意見募集期間

令和元年 12 月 4 日（水曜）から令和２年 1 月 10 日（金曜）

●閲覧場所

意見募集期間中、次の場所で、上記 PDF と同じ内容の資料の閲覧が出来ます。（ただし、土曜、日曜、祝

日を除きます。）神戸市保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課（神戸市役所 1 号館 4 階）。神戸市保健福祉局

障害福祉部障害福祉課（神戸市役所 1 号館 5 階）。神戸市こども家庭局こども育成部家庭支援課（神戸市

役所 1 号館 7 階）。市政情報室（神戸市役所 2 号館 2 階）※期間中に神戸市役所 1 号館へ移転する可能性

があります。各区役所、北須磨支所、西神出張所の敬老優待乗車証・福祉乗車証各担当窓口

●意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

1. 郵送による提出

〒 650-8570（宛先住所記入不要）。神戸市保健福祉局高齢福祉課 敬老パス・福祉パス意見募集担当宛。

※令和 2 年 1 月 10 日（金曜）消印有効

2. ファクシミリによる提出

（078）322-6046　神戸市保健福祉局高齢福祉課 敬老パス・福祉パス意見募集担当宛

3. 電子メールによる提出

アドレス：pass_publiccomment@office.city.kobe.lg.jp。件名には「意見募集」と記載いただき、コン

ピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力

してください。

4. 持参による提出

神戸市保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課。市役所 1 号館 4 階、平日 8 時 45 分～ 12 時、13 時～ 17 時 30 分

までの間

●注意事項

1. 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名（法人その他の団体の場合は、名称、所在地及び代表

者の氏名）を記載してください。また、神戸市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている

方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。

2. 提出される書式には、「敬老優待乗車制度・福祉乗車制度の今後のあり方」に対してのご意見である

ことを明記してください。

3. 電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますの

で、あらかじめご了承ください。

4. いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて掲載いたします。

第２回市政報告会in垂水を開催

　「つなぐ神戸市会議員団」は８月の西区に引

き続き、11 月 17 日、垂水区で第２回市政報告

会を開催しました。浦上忠文団長（無所属）の

開会挨拶に続き、香川真二議員（神戸志民党）

から須磨水族園問題、小林るみ子議員（新社

会党）から子ども・教員のいじめ問題、あわ

はら富夫議員（新社会党）からは三宮再整備

計画・敬老、福祉パス問題についそれぞれ報

告。

　そして、高橋ひでのり議員（無所属）から

は、つなぐ議員団が一番大切にしてきた、

様々な市民グループとの懇談で得た提案を、

来年度予算に向けた議員団の対市要求にまと

めたものを紹介し意見をお聞きしました。そ

の後、会場から質問を受け付け、それぞれが

分担して回答しましたが、数の多さもあって

時間不足で、再質問の時間がなくなってしま

うほど白熱した議論が続きました。


