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　８月 31 日から 10 月８まで開かれていた、

主に 20 2 0 年度神戸市会計決算を審議する第

２回定例市会９月議会が終わりました。

　決算に対する本会議代表質疑は、９月 7 日

にあわはら富夫議員が、①今後の財政見通

しと事業見直しについて　②市長の政策決

定過程の明確化について　③新長田南再開

発事業の市民検証報告書への対応について

　④神戸交通振興（株）の解散と雇用問題

について　⑤ユニバーサルツーリズムの推

進について質疑しました。

　また、代表質疑に先立ち、８月31 日には、

高橋ひでのり議員が議案質問に立ち、「新型

コロナウイルス感染症対策における医療提供

体制の強化」について質疑しました。それぞ

れ、別途、要旨を掲載しています。

　また、決算特別委員会では連日各局審査が

行われました。各局審査における各議員の質

疑項目は別途掲載しています。９月 2 4 日には、

小林るみ子議員が、①区役所民間委託問題に

ついて　②コロナ後遺症の対応について　③

分限休職処分の取消裁決について総括質疑を

行いました。そして、最終日の 1 0 月８日には

浦上忠文議員が、「久元市長の政治姿勢」につ

いて一般質問を行いました（別途掲載）。

　　第２回定例市会９月議会終わる

三宮再整備と財政問題、 新型コロナ対策などで議論

高橋ひでのり議員 ・議案質疑要旨(8月31日)

～新型コロナ対策における医療提供体制の強化について～

　４～５月の第４波においては、神戸にお

いても自宅療養者や宿泊療養施設入所者

が、容態が急変して死亡するという悲劇が

おきた。それを繰り返さないというのが、

市民の願いでもあり、市長のミッションで

もあると思うが、今回の補正予算において

それを実現する重点と市長の決意を伺う。

　第２点は、宿泊療養施設の追加確保につ

いて。宿泊療養施設は、フロア全部が空か

ないと消毒作業ができないという物理的な問

題もあり 10 0％の利用はない。実際の入所可能

人数は何割くらいなのか、また今後どれくら

いの宿泊療養施設が必要と考えているか。

（久元市長）

　基本的認識は高橋議員と同じであり、その

任務に全力で取り組んでいきたい。
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（小原副市長）

　当初は宿泊療養施設入所者が退所されて

数日後に清掃消毒を行い最大６割の稼働率

だったが、業者との協議で各部屋ごとの清

掃消毒になり、最大８割程度入所可能に

なっている。

（高橋議員再質疑）

　尼崎市の長尾和宏医師が「現在の医療提

供体制は、自宅療養者の症状が悪化するの

を待って医師につないでおり、在宅放置だ」

と言っている。また「この事態を変えるに

は、感染症法上の扱いを、２類を５類に変え

て保健所の介在をなくし、感染者がすぐに

治療につながる体制を作るべきだ。初期治

療に使える薬はいろいろあり、在宅でも酸

素治療はできる」と主張されているがどう

考えるか。

（小原副市長）

　神戸市でも補正予算でお願いしているよ

うに、自宅療養者には重症化防止の観点か

らフォローアップチームを中心に対応して

いる。

（高橋議員再質疑）

　２類を５類に変えることは、保健所とい

う感染対策の司令塔をなくすことであり、

現状では反対だ。自宅療養者への医療提供

体制の強化として、保健師の毎日の電話な

ど体制を組まれていると思うが、保健師は

どのような基準で外来受診や往診を判断す

るのか。

　また今、神戸市では自宅療養の方が 1 0 3 9

人、入院調整中の方 95 5 人が不安を抱えなが

ら自宅で暮らしている。しかし、保健所が送

迎しているのが一日平均 1 5 人、往診は半分

以下なので、全体の１％しか医者にかかれ

ていない。もっと医者が直接見守る体制を

作れないのか。

（小原副市長）

　無症状や軽い症状の方は自宅療養で対応

しているが、症状が進行しつつある方は早

期に外来受診につなげており、外出が難し

い方は往診で早期対応をしている。引き続

き医師会等の協力を得ながら適切な医療が

自宅療養者に提供できるよう工夫研究して

いく。

　

（高橋議員再質疑）

　現在は陽性が判明しても、医師が診断し

て肺炎などを疑わないとＣＴやレントゲン

検査を行っていないと聞いている。濃厚接

触者で陽性が判明した方などは、医師の診

断を受けすに経過を見ている場合が多いと

思う。それだと、症状が進んでからの治療

開始になるのではなか。陽性判明時に医者

を受診できるよう体制をつくるべきではな

いか。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

（小原副市長）

　現状の医療資源の状況ではなかなか難し

いと感じるが、症状の変化を早期に察知、掌

握して医療機関につなげて重症化予防して

いきたい。

（高橋議員再質疑）

　宿泊療養施設は第４波では無症状者も対

象だったが、第５波では主に軽症者を対象

にすると聞いているが現状はどうか。

（小原副市長）

　入院については重症の方と中等症の方、

宿泊療養については軽症の方、そして自宅

療養は無症状および軽い症状の方というよ

うに運用している。特に自宅療養について

は酸素飽和度 9 6 以上の正常値の方で、無症

状およびほぼ症状がなく、自宅療養が可能

な方を対象としている。

（高橋議員再質疑）

　家庭内感染は、宿泊療養施設に入ること

によって確実に防げる。さらに、看護師が

常駐し、医者も巡回し初期段階の治療もで

きる。できるだけ無症状の方も含めて対象

を広げてほしい。８月４日に斉藤兵庫県知

事が、中等症以上の患者は入院、軽症無症

状者は宿泊療養施設に入ることを基本にし

た従来の運用を堅持すると発言されている

が、市長も同様の認識なのか。
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（久元市長）

　他の家族と十分な隔離ができないなど感染

の危険があり、本人からも申告があり、客観的

に見て難しいという方は宿泊療養施設に入っ

ていただく。それぞれの状況をよくお聞きし、

必要な対応するということを基本にして考え

ていきたい。

（高橋議員再質疑）

　無症状でも自宅療養が感染対策上好ましく

ないと判断した方は、宿泊療養施設に入所さ

せるということだが、もう少し拡充できない

のか。自宅療養が適切でないという判断をで

きるだけで厳密にやっていただいて、無症状

者もできるだけ宿泊療養施設に入っていただ

くという方向でぜひ考えていただきたいがど

うか。

（小原副市長）

　個々の事情等に応じて、実情を勘案しなが

らで判断している。一方で宿泊療養施設の確

保についても無制限にあるわけではないの

で、今は感染者数の増に対応して箇所数を増

やし、確保病床数を増やしているところだ。

（高橋議員再質疑）

　今回の第５波対策のポイントなので、でき

るだけ療養施設の対象者を拡充していただく

ことを要望しておく。

あわはら富夫議員　代表質疑要旨（2021年９月７日）

１、今後の財政見通しと事業見直
　しについて
　

　市は昨年６月三宮再整備の全体事業費を公

表し，市負担総額は 1 , 5 7 0 億円とした。特に

収支不足累計額が 436 億円になる 2026 年まで

の間に，三宮再整備や大阪湾岸道路延伸の市

民負担が急増し，1 , 5 0 0 億円に近づくことが

予想される。その資金は建設地方債で賄われ

ることから，公債費を押上げ将来の義務的経

費比率を高めることになる。

　昨年６月、私の三宮再整備を見直すべきと

いう質問に対し、市長は湾岸道路，三宮再整

備は大部分は建設地方債で起こすが，償還が

それぞれの年において耐えられるかどうか検

証していくと答弁。その後、今年４月に２号

館新庁舎の音楽ホールの設置中止の計画見直

しを発表した。

　ここで質疑するが，三宮再整備や大阪湾岸

道路延伸事業など，大規模事業の事業規模や

時期などの再度の見直しが必要と考えるがど

うか。

　また，相次ぐコロナ対策で財政調整基金が

7 1 億円と半減している。近づく東南海地震へ

の備えや，災害多発も予想される。財政調整

基金の増額が必要と先ほど市長答弁もあった

が，金額的にはどれぐらいの増額の準備を考

えているのか。

（久元市長）

　事業の市負担分の多くは市債発行で、将

来の財政健全化に影響を与えないことが問

題だ。財政健全化を示す指標の実質公債費

比率、将来負担比率は、神戸は政令指定都市

の中で上位で良好な水準にある。今後事業

進捗や市債発行でこの二つの指標は緩やか

に上昇していくことが見込まれるが、将来

的な財政健全性を大きく損なわない範囲で

財政運営をしていく。

（今西副市長）

　財政調整基金をどの程度確保すべきか明

確な基準はないが、新型コロナウイルス出

現以前の水準、とりあえず 12 0 億という状況

をまずは目指したい。先の市長答弁で政令

市の平均は 2 0 0 億程度という話もあったが、

1 2 0 億が達成できれば、それを視野に入れ増

額を考えていく。

（あわはら議員再質疑）

　三宮再整備は市の計画では順調に進んで

ると言うが、民間活力を引き出すものには

なってない、そこを少し立ち止まって見直

してみる必要がある。それと財政調整基金

だが、昔19 年間、財政収入で苦労したが、そ

の時は財政調整基金26 3 億円や使える各種基

金が別にあり総額 2,073 億円あった。現在は

使える財政調整基金は少なく、今後この財

政の強化を考えていただきたい。
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２、市長の政策決定過程の明確
　化について

　昨年の質疑で政策決定過程の公開につい

て、意思決定過程の透明化は重要な課題で

あり、政策会議の活用あるいは、公開内容

の充実についての検討や、意志決定過程の

ルール化についても課題だと認識している

旨の答弁があった。どのような検討がされ

たのか。

  また「政策会議」や「神戸市新型コロナ

ウイルス感染症対策本部員会議」について

は、議事内容が公開されているが、詳細な

議論の内容は記載されていない。議事録を

公表している都市もあり、本市でも議事録

を議会や市民に公表し、政策決定の透明化

をすべきだと考えるがどうか。

（今西副市長）

　令和元年度より政策会議の内容を公開し

ているが、令和２年度からは、提案概要の

記載を充実し、議論の中で出た個別意見を

記載するなど公開内容の充実を図った。本

市の政策決定に関しては、政策会議をはじ

め、予算編成や通常の決済行為、日常の市

長副市長との打合わせなどで行っている。

政策会議については、市の重要な政策を決

定する場として今後も積極的に活用してい

く。

　政策決定過程の可能な限りの公開が重要

であると認識しており、ホームページ上に

政策会議開催日時や出席者、議題、提案概

要、会議結果を公開しているが、議事録全

体の公開で自由な意見交換が妨げられる可

能性などがあり、公開範囲を絞っている。

また新型コロナウイルス感染症対策本部会

議についてもホームページ上に会議の開催

日時や出席者、議題、会議結果を公開して

いる。

　政策を形成推進していく上で、その決定プ

ロセスを可能な限り公開していくことは行政

の透明性確保の観点から重要であると認識し

ており、政策会議をはじめ、意思形成過程の

公開のあり方については継続して検討してい

く。

（あわはら議員再質疑）

　市長のトップダウンによる政策決定が多い

のではないか。例えば、「リノベーション・神

戸」のまちなか街灯の大幅増設と LE D 化対応

では、街灯設置期間がタイトであり、現場事

務所任せでマネジメントが不足していたこと

から、補正予算を編成し市民負担を強いるこ

ととなりルールなき政策決定の問題の一つ

だ。リーダーシップを発揮するための独任制

は一定必要であるが、きちっと議論を積み上

げて、その政策が生きるためには基本的な

ルールは必要だ。例えば千葉市では庁議要綱

があり政策会議、調整会議、局長会議が役割

も全部明確になっている。大阪の方も、連絡

調整会議なども明確に規定をして情報公開し

ている。その辺の検討を要望するがどうか。

（久元市長）

　リノベーション神戸については予算を大幅

超過し、執行についても非常に問題があり、

最終的には私の責任だ。現場の方でせっかく

の事業だから早くやろうというマインドで仕

事を押したが、同時に進行管理が十分ではな

かったことは反省点だった。今の政策会議、

その他の会議の運用、議事録の作成や情報公

開のあり方は最適なものだと考えていないの

で、議員の提案も含め検討させていただきた

い。

３、新長田南再開発事業の市民検
　証報告書への対応について

　今年の１月、新長田駅南地区再開発事業に

ついて、市による検証の報告がされたが、有

識者による検証委員会は、実質４回しか行わ

れておらず、もう少し時間をかけて議論を深

めるべきだったのではないか。また、市の検

証報告書は復興事業の本質を明らかにしてい

ないとし市民団体による報告書が市に提出さ

れたが、市長はどう受け止めているのか。

（今西副市長）

　検証委員会では十分時間をとり検証を行っ

ていただいた。その後、市民グループから報

告書が提出され、当時の都市計画事業の進め
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方に対し、十分に住民との話合いの時間をと

るべきとの意見や、災害便乗型の都市計画だ

という意見などが記載されている。当時は早

く元の場所に戻りたいという思いに応えるべ

く、都市計画などの手続きを進めた一方、想

定通りにいかなかった点もあったことも事実

だ。市民の立場から検証が行われたことは意

義のあることで、意見や批判についてはしっ

かり受け止めたい。

（あわはら議員再質疑）

　検証を表明したのは市長で、市民が検証を

いろんな角度で行い市長が直接受け取られた

が、市長としてこの市民側の評価をどう受け

取っているのか。約 50 0 億円の赤字を出した

原因はどこにあったのか、その問題点をちゃ

んと捉え今後の戒めにしてほしい。ところが

市の報告書はそれを課題として掘り下げてい

ない。その原因をはっきりさせることが次の

出発になり、これを問題点として取り上げて

掘下げてないことが市の検証の一番の問題で

あると思うがどうか。

（久元市長）

　私どもの検証報告とは違う立場で市民グ

ループが検証されたわけで、違う考え方での

検証も聞いた方が良いという思いでお会いを

いした。既に開発はほぼ終わっており、ス

タートの時点の話で、歴史を変えることはで

きないが、今後の方向性は、新長田をさらに

活性化をさせたい、その際、巨大開発ではな

くて、新長田が持っている良さを大事にしな

がら、新長田の価値を進めてほしいというこ

とだったので、そういうご意見も踏まえなが

ら活性化に取り組んでいく。市の検証報告

は、第三者的立場から行われた報告で、これ

に対する批判はありうる。異なる立場の意見

や検証を受け止め将来に生かすことが大事だ

と思う。

４、神戸交通振興株式会社の解散
　と雇用問題について

　先日、神戸交通振興株式会社の解散が発表

された。先の委員会などでも、安全面やサー

ビス面などの問題を指摘してきたところであ

り、ガバナンスに問題があったのではないか

と考えている。解散して終わりでなく、ガバ

ナンスが適切だったのか、今後検証する必要

があるのではないか。

　また、神戸新交通株式会社が管理していた

資産については、株式会社ＯＭこうべに一元

化され、シティー・ループなどの路線バス

の運行や地下鉄の駅業務は民間事業者に委

託するとのことだが、解散したことによる

運転士などの雇用問題はどうなるのか。市

出資率100％団体でもあり、関わっていく必

要があるのではないか。　　　　　　　　

　

（城南交通局長）

　ガバナンスについてはご指摘のように、

魚崎営業所では運行管理体制に問題があっ

たと認識している。そのため運行管理マ

ニュアルの改善充実、運転手の研修、安全

向上委員会や事故審議会の開催、事故原因

等の検証究明などで改善を図ってきた。交

通局としては業務改善計画およびその実施

を毎月報告をさせ指導を行い、運転実技研

修の支援などを行ってきた。そのような取

り組みで運行ミスなどは着実に減少してき

ており成果が出てきている。

　また雇用確保は重要課題と認識しており

再就職先の確保は、出資者である交通局と

してもしっかり実施していきたい。現在働

いておられる方々ができるだけ継続してそ

の業務に携われるように働きかけていきた

い。魚崎営業所では神戸交通振興の方々の

雇用確保と円滑な業務の移管に努めていき

たい。残念ながら、次期運営事業者等に雇

用されなかった方に対しては、神戸交通振

興で再就職活動を支援するサービスを導入

することにしている。

（あわはら議員再質疑）

　雇用問題での組合４団体の要求は、でき

ればそこで働き続けられることを最大限追

求していただきたという要望だ。１人も残

さず何とか雇用先を見つけるなり最大限努

力するということは強調してもらいたい。

それを応援するため市としてもバックアッ

プをしていただきたい。

（今西副市長）

　基本的にはまず交通振興がやっていただ

き、交通局としての対応もしっかりやって

いただく。その状況を見極めた上で、積極

横断的に必要な協力や支援があれば行って

いく。

５、ユニバーサルツーリズムの推
　進について

　ＮＰＯ法人ウィズアスは、無料で車いす
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を貸出す「ＫＯＢＥどこでも車いす」など、

高齢者や障がい者の方が安心して神戸観光を

楽しむ「ユニバーサルツーリズム」を中心と

して取組んでいるが、市の支援が十分ではな

い。超高齢化社会が進展する中、「ユニバー

サルツーリズム」の重要性は高まっており令

和４年度には世界パラ陸上競技選手権大会が

開催されることからも、「ユニバーサルツー

リズム」の取組みを中心となって実施する当

該団体への支援を拡充するべきと考えるがど

うか。

（今西副市長）

　本市では、ウィズアス以外にも様々な企

業、団体により交通のインフラや宿泊施設な

どのバリアフリー化対応などハード面の取り

組みのほか、バリアフリー旅行の相談窓口の

設置など、ユニバーサルツーリズムの取組み

が進められている。コロナの影響により観光

関連事業者は厳しい経営環境で、この当該団

体に限った助成金拡充は難しい。今後活用で

きる様々な制度を紹介するなど、引続き支援

をしていきたい。

（あわはら議員再質疑）

　ウィズアスがやってるユニバーサルツーリ

ズムは全国から学びに来ており、特別支援学

校からの旅行申出なども受けている。明石市

ではそういうグループに対し 4 5 0 万円の補助

金を出している。神戸の 1 0 0 万円はあまり厳

しくコーディネート業務ができにくくなって

いるという状況もある。どういう形でだった

ら支援できるのか検討していただきたい。

（今西副市長）

　ウイズアスは車椅子事業もやっていただい

てるということも含めて、観光局の方で特別

に助成しているが、コロナで旅行関係が非常

に厳しいという状況の中、ユニバーサルツー

リズムは今後推進していく大事なもので、一

度検討をさせていただきたい。

決算特別委員会各局審査質疑項目

あわはら富夫議員
●都市局

１．都心・三宮再整備の全体事業費及び経済

   効果の見直し

２．新長田南再開発事業の市民検証報告書へ

  の対応

３．空港島の事業収支

●交通局

１．神戸交通振興( 株) への市交通局のガバナンス

２．神戸交通振興( 株) 社員の再就職支援

３．経営計画 2025 について

小林るみ子議員
●行財政局

１．保健所・保健センターの体制強化について

２．区役所業務の民間委託問題について

●企画調整局

１．男女共同参画社会の推進について

　①女性の経済的自立への支援

　②ＬＧＢＴへの理解促進

２．子供の居場所づくりについて

●建築住宅局

１．障害者グループホームの整備促進について

２．マンションの管理支援について
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香川真二議員
●危機管理室、消防局
１．くらしの防災ガイド（ハザードマップ）や避難情報の活用について
２．防犯カメラによる犯罪減少効果について
３．女性消防職員を増やす取組について
４．避難訓練の参加率を上げるための取組について
●福祉局
１．障がい者の就労支援について
２．相談支援専門員の体制強化に対する支援施策について
３．障害者地域生活支援拠点における「生活介護」および「短期入所」について
４．困窮する高齢者への対応について
●健康局
１．ヘルスケアデータ連携システムの状況・今後・ＰＲについて
２．がん検診受診率向上策について
３．神出病院事件後の対策について
●環境局
１．海洋プラスチックごみ問題への取り組みについて
２．食品ロス削減の取り組みを通じたごみの減量について
３．市民の環境意識の醸成について
４．小型家電回収ボックスの利用状況について
５．山林への太陽光発電施設の設置について
●建設局
１．神戸市の浸水対策・河川の氾濫対策等
  について
２．神戸西バイパスの整備について
３．西神中央駅周辺の渋滞について
４．垂水病院東側隣接道路について
●水道局
１．災害時対応に備えた組織について
２．水道事業での水源と財源について
３．水道料金について
４．こうべの水の P R について
５．小水力発電・マイクロ小水力発電について

高橋ひでのり議員
●文化スポーツ局
１．スケートボード競技の推進について
２．ストリートピアノの拡充について
３．神戸ゆかりの美術館での集客力のある特別展開催について
４．コロナ禍における市民山の会・ラジオ体操の表彰について
●こども家庭局
１．学童保育の充実について
２．子供の居場所づくりについて
３．一時保護所の児童の処遇改善について
●経済観光局
１．新規就農者の確保と定着について
２．新規就農者の増加に向けた取組について
３．農業関係人口の増加に向けた取組について
●港湾局
１．カーボンニュートラルポートについて
２．みなとの学習会について
●教育委員会
１．不登校等の児童生徒に対する支援について
２．ネットいじめ・ネット依存防止対策について
３．分限休職処分の取消裁決について
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小林るみ子議員・決算特別委員会総括質疑要旨

１、区役所業務の民間委託につい
　て

　兵庫及び北神区役所においては、1 0 月か

ら市民課を、来年４月から保険年金医療課

の定型的業務が委託され、特に、市民課は10

月からの委託開始に向け、現在、委託後と同

等の状態での試行実施を行っている。現場

では、偽装請負防止のためのレイアウト変

更を行うことから、受託者と職員の書類の

やり取りに時間がかかるなど、待ち時間が

長くなっている。また、ＤＶや就学事務等の

デリケートな事務や個人情報の保護や管理、

防災時の職員体制の懸念、官製ワーキング

プアの問題など、様々な課題があると感じ

る。本来の公共の役割を考えるとコロナ災

害の混乱期に委託を開始するのではなく、

慎重に効果検証を行うため、試行期間を延

ばすべきと考えるがどうか。

（久元市長）

　業務委託開始後は、受託事業者から月次

報告を出させ、提案水準を満たしていない

場合は改善策を求める予定で、現在円滑な

本格実施に向け試行している段階だ。その

ため、試行実施の中で課題を解決し、必要な

点検を行い本格実施後は市民サービスに影

響がないよう実施したい。

（小林議員再質疑）

　保険年金医療課は、法制度が次々と変わ

り、プライバシーの宝庫と言われるぐらい

の部署で、市民と接する大事な部署の窓口

業務を軽視しているのではないか。既にい

ろんな自治体で民間委託が入り、職員が窓

口にいなくなり、職員の窓口業務対応スキ

ルの低下が課題としてあると聞いている。

職員のモチベーション低下にも繋がると思

うがどうか。

（久元市長）

　複雑な窓口業務は区役所まかせにせず、

本庁との連携で対応すべきで、マニュアル

で提携した業務は職員でなくてもでき、民

間委託でサービスを向上させるのが業務委

託の方向性だ。

（小林議員意見）

　民間委託は結果として市民サービスの低

下、職員の労働条件の切り下げにつながる

以上、試行期間を延ばし、検証・整理してい

くべきで、安易に民間委託を進めるべきで

ない。

２、コロナ後遺症の対応について
　

　新型コロナウイルス感染症の後遺症とし

て、倦怠感や昧覚障害、呼吸器の機能障害な

どに悩む方も多く、後遺症の影響で職を失

い、呼吸器の機能障害により在宅酸素治療

が必要となる等、経済的に困窮している方

もいる現状である。神戸市として、感染者の

退院後の追跡調査はしているのか、また現

在どのような支援をしているのか。

（小原副市長）

　市としては後遺症の患者の実態把握はで

きていないが、各区保健センターでは、後遺

症相談の場合は、医療機関を紹介している。

後遺症対策は全国的な課題であり、対策の

検討を国に要望しているが、後遺症の状況

把握は検討したい。

（小林議員再質疑）

　追跡調査はぜひやっていただきたい。ま

た、コロナ後遺症により、在宅酸素が必要な

方は多額の自己負担が必要であり経済的に

困窮していることからも、医療保険や障害

認定に基づく補助に留まらず、国に新たな

支援制度を整備するよう要望するとともに、

市独自での経済支援も講じるべきと考える

がどうか。
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（小原副市長）

　後遺症については国の方で、実態調査が行

われてる段階で、治療法対策も要望してお

り、国の動きに注視したい。

（小林議員意見）

　精神的・身体的な症状により悩んでいる市

民の実情を把握し、支援に繋げていくために

も、本市独自でコロナ後遺症に対する総合相

談窓口を設置していただきたい。　　　

３、教員のいじめ問題について　

　　　　　

　東須磨小学校におけるいじめ問題をきっか

けに、本市では我が会派から様々な指摘をし

てきたにもかかわらず、異例の速さで関連条

例を改正し、給与の差し止めを行った。その

後　加害教諭は不起訴処分となり、先般、人

事委員会は加害者側の不服申し立ての主張を

認める裁決を行う等の結果となったが、当該

一連の騒動について、教育委員会ははどのよ

うにとらえているのか、また処分を追認した

市長はどう考えるか。

（長田教育長）

　このたびの採決において、処分手続きに瑕

疵があったと指摘されたことは申し訳ない。

今後職員の身分に関する事務など事務執行全

般で法令にもとづき、適正な執行を徹底して

いく。

（久元市長）

　処分は任命権者の教育委員会の判断と責任

で行ったもので、市長は追認するしないの立

場ではない。当時は懲戒処分では一定の時間

がかかり、市民からの批判も殺到するとい

う、異例の事態の中で、緊急事態を解消する

必要な対応として、市長の責任で分限理由を

追加する条例改正を提案した。

（小林議員意見）

　審議が決して十分でないまま、違法性のあ

る条例改正で事態を収束させようとした責任

は大きい。

浦上忠文議員・一般質問要旨

～久元市長の政治姿勢について～

　組織のリーダーには、自ら手を挙げてポ

ジションを求めるタイプと、周囲から推さ

れてなるタイプがある。笹山市長は「市長に

なりたくてなったのではありません」と、矢

田市長も「なりたくてなったのではありま

せん」と、機会あるごとに言われていた。久

元市長はどちらのタイプであるのか。

（久元市長）

　私は自ら手を挙げてというタイプではな

く、国家公務員として職業人としての使命

をまっとうするつもりでいたが、その後い

ろいろな経過や縁があり、神戸で仕事をさ

せていただくことになり、自らの判断で８

年前に市長選挙に挑戦した。どちらかとい

うと笹山市長、矢田市長に近いと感じてい

る。

（浦上議員再質問）

　三陸が津波の被害にあった時に、被災し

た小さな工場の影響で世界中の工場がス

トップしたことがあった。グローバル社会

とは、最大にして最強のものも、最小にして

最弱なものの支えを必要としている世界であ

る。グローバル時代は、「お互い様、お陰様」

の精神で分かち合い、支え合い、助け合う社

会であるべきであり、このようなことについ

て、若者をはじめとした市民に伝えていく神

戸市であるべきと考えるがどうか。

　また、私が若い頃、病気で市民病院に運ば

れたとき、医者に「ここは神戸の大きな病院

です。何事が起ころうと安心です」と言われ



たことが、神戸はいい街だと感じてきた。今

回選挙に出られるそうだが、「ここは神戸市

役所です。何事が起ころうと安心です」と言

い切れるような市役所にしていただきたいが

どうか。

（久元市長）

　浦上議員の「お互い様」は、これまで地域

社会の中での話と理解していたが、今の指摘

で、地域社会だけでなく、普遍的に世界全体

にあてはまると感じた。

　今後は、浦上議員と同じ気持ちを持ちなが

ら、仕事に取り組み、職員の皆さんともそう

いう気持ちが共有できるような市役所を目指

し取り組みたい。

つなぐ議員団・街頭市政報告会のご案内
４回目となる、つなぐ議員団の街頭市政報告会を以下のように開催します。決算市会

報告など５人のメンバーが様々な課題で、アピールします。ぜひご参加下さい。

　　●と き 11 月 14 日 （日） 午後２時～３時
  ●ところ JR 住吉駅 ・ 南側

（１０）


