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　　　第1回定例市会２月議会終わる
王子公園再整備、区役所窓口業務委託などで論戦

  主に 2022 年度予算を審議する、２月17 日

から３月 2 9 日までの会期で開かれていた第

１回定例市会２月議会が終わりました。

 　予算に対する、つなぐ議員団の代表質疑

は２月25 日に、香川真二議員（神戸志民党）

が、①王子公園再整備について　②生徒の

ニーズに応じた学校運営について　③精神

疾患を抱える方に対する生活支援について

　④学校司書の配置について　⑤小学校給

食について　⑥介護職員の人材確保につい

て質疑しました。焦点の王子公園再整備問

題では、「基本方針（素案）の一定の見直し

を検討」すると答弁したものの、「大学誘致あ

りき」の姿勢はそのままです。

　予算特別委員会では連日局別審査が行われ、

総括質疑は高橋ひでのり議員（無所属）が、①

区役所窓口業務委託問題　②市営住宅のアス

ベスト調査の検証について行ないました。

　代表質疑や、予算特別委員会総括質疑要旨、

局別審査質疑項目は以下、掲載しています。議

会最終日には、小林るみ子議員（新社会党）が

一般質問を行いました。質問要旨を掲載しま

す。

香川真二議員・代表質疑要旨

１． 王子公園再整備について
　再整備基本方針（素案）に対するパブ

リックコメントでは多くの意見が寄せられ

ている。その要因として、情報提供が少な

く、賛成も反対も意見を述べることも難し

いなどの不満の結果だ。そこで、廃止を検

討しているテニスコートやサブグラウンド

等の現在の利用状況等を数字で示し、各施

設の必要性について、市民との議論を深め

再整備を検討するべきであると思うがどう

か。

（久元市長）

　再整備基本方針（素案）については、議論の

たたき台として意見募集した。多くの御意見や

提案をいただき、改めて市民の皆さんが愛着を

持って、それぞれの施設を御利用いただいてい

ると実感している。今後、パブリックコメント

や利用団体などからいただいた意見を真摯に受

け止め市の考え方を示していく。また、利用者
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の属性、近隣の方の利用状況、全市的な施設

の位置づけなどを分析し、議会での審議も踏

まえ、改めてゾーニングや再整備の方向性も

含め、基本方針（素案）の一定の見直しを検

討していきたい。併せて地域の皆さんや事業

者の皆さんからも意見を頂戴するなど、対話

を行い、意見、アイデアなどもお聞きしなが

ら、基本方針をまとめていきたい。

（香川議員・再質疑）

　大学を誘致する目的として若年人口を流入

させるとあるが、その目的に対して、大学以

外でその選択肢はなかったのか。また、どう

いう議論で大学誘致となったのか。

（今西副市長）

　大学誘致は、目的・効果として、若年人口

の流入・定着があるということで、素案では、

老朽化した施設更新とともに、大学の誘致が

重要として提案をさせていただいた。もちろ

ん子育て世代を中心に動物園も大変人気の施

設で、その老朽化の更新とともに、さらに将

来を見据え必要な機能ということで、大学誘

致を決めた。企画調整局がリードして、いろ

いろ議論をしたが、大学以外の議論というの

もあったかもしれない。ただ、あの文教エリ

アの中で、さらに経済的な効果、地域課題の

解決など求められているという状況の中で、

やはり大学が最適であるという形で収れんし

ていったと思う。

（香川議員・再質疑）

　大学誘致をやめるという選択肢があるのか

ないのか。また、大学誘致で、学力レベルな

どどんなビジョンをお持ちなのか。また再整

備において、2 0 歳前後の大学生が集うエリア

にしたいのか、子育て世代のファミリー層な

のか、メインターゲットはどこにおいている

のか。

（今西副市長）

　大学誘致は重要な要素であり中長期的な

観点から、その必要性、重要性など高いと

判断し、素案として提出をさせていただい

た。一方で、市民の意見を総合的に検討し

見直しにつなげていきたい。海と山が育む

グローバル貢献都市の観点に照らし、ふさ

わしい地域に開かれた競争力の高い大学だ。

大学誘致で若年層の増加は想定されると思

うが、スポーツ施設や動物園は、引き続き

多様な世代が交流ができる機能を持たせる

ことが必要と考え、特定の年代をターゲッ

トにしていない。

（香川議員・再質疑）　

　アメリカンフットボールの聖地としての

新スタジアム整備は素案の中で、唯一具体

的だ。稼働率や観客席、動員数についてど

う考えているのか。現在、甲子園ボウルで

は、球場の外野に特設グラウンドをつくっ

て、実施されているが、甲子園ボウルのよ

うな集客力のある試合を誘致できるのであ

れば魅力的な施設になるとも思う。新スタ

ジアムについてどのようなビジョンを持っ

ているのか。

（小原副市長）

　関西アメリカンフットボールの学生リー

グの公式戦が数多く開催されてきた経緯か

ら、競技団体と地元の方が連携し、地域活

性化に取り組む中で聖地と呼ばれるまでに

なったと聞いている。一方、アメリカン

フットボール以外にも、サッカーやグラウ

ンドゴルフ、運動会等幅広く御利用いただ

いている。社会人のＸリーグなど、アメリ

カンフットボールの試合では、3 , 0 0 0 から

5, 00 0 席程度の会場で十分だと聞いている。

試合を効率的かつ数多く開催していただく

ことは、こうしたことも考慮する必要があ

ると考え、パブリックコメント等でいただ

いた御意見・御提案、議会での審議を踏ま

え、改めて整備の方向性、ゾーニングを再

検討して整理していきたい。

２． 生徒のニーズに応じた学校運営に　
　ついて
　先日会派で桃山台中学校の「習熟度別授

業」を視察した。一人一人の子供に寄り
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添った質の高い教育を提供しており、生徒・保

護者にも好評だった。さらに同校では、地域の

ボランティア等が不登校児童生徒の登校支援

を行う「校内フリースクール」に取り組んでい

る。生徒のニーズに応じた教育が求められて

いると感じた。今後の学校運営として、各学校

の状況をよく知る現場の先生がアイデアを構

想し実行して、魅力的な教育が広がることが

理想と考える。まずは、「習熟度別授業」や「校

内フリースクール」を他校にも拡大するべき

と考えるがどうか。

（長田教育長）

　習熟度別授業は、１人１人の学習状況に応

じて支援ができる効果的な学習形態の１つだ

が、同じ教科の教員を複数名配置をする必要

があるという課題もあり、今後好事例を全校

に発信をするとともに、学校現場とも意見交

換をしながら、学習体制の充実に向けて、より

よい方法について模索をしていきたい。不登

校児童・生徒の支援は、くすのき教室を市内８

か所に設置し、社会的自立に向けて、学習指導

とともに、自然体験など１人１人に寄り添っ

た支援を行っており、また、ほとんどの中学校

で、教室に入りたくても入れない生徒を対象

とし、別教室を利用し、個々の学習状況等に応

じた指導や、生活指導などの取組を行ってい

る。不登校対策の総合的かつ体系的な支援の

在り方ついても、有識者の知見も得ながら検

討を進めていく。

（香川議員・再質疑）

　不登校児童生徒が年々増加する中、保護者

の方はかなり悩まれていると聞く。ぜひとも

教育委員会のほうで、保護者の方のケア、さら

には保護者同士で話ができるような環境とか、

ネットワーク的な保護者同士の繋がりをサ

ポートする仕組みについても必要と考えるが

どうか。

（長田教育長）

　保護者への支援は、市内８か所の教育相談

所において相談を受け付けたり、また総合教

育センターでも、電話相談やカウンセラーと

の面接相談によるカウンセリングを実施して

いる。くすのき教室でも、保護者面談等を行っ

ており、継続的に把握するための体制整備や

保護者同士のつながりをサポートする仕組み

は、今後不登校対策の総合的かつ体系的な支

援の在り方を検討をしていく中で議論をして

いきたい。

３． 精神疾患を抱える方に対する生活支　
援について
　精神疾患患者に対する支援については、従

来入院による治療が主であったものが、地域

での生活支援にシフトしていると聞く。自分

の家で生活したい、家族と生活したいとい

う希望があるものの、住居確保問題に直面し

ている。地域移行を進めるため、居住を支援

するＮＰＯ法人や不動産関連企業等と連携

し、行政として住居確保の支援ができないの

か。

（小原副市長）

　神戸市でも精神障害者が地域で安心して暮

らしていけるよう地域移行、地域定着を推進

している。入院経験があり、退院後の生活に

ついて、自らの経験を基にアドバイスができ

るピアサポーターを養成登録し、住宅確保を

含む退院に向けた支援も行っている。また、

障害者福祉サービス事業者等は退院に向けて

の支援に当たり、不動産事業者、家主との関

係を築き、理解を深めることにより住宅確保

に努めている。

　しかし精神障害への理解不足等から、入居

を断られ、スムーズな住宅確保には、まだ課

題も多いと考えている。こうした状況を受

け、神戸市、不動産団体、福祉団体などで構

成する神戸市居住支援協議会では国が創設し

た新たな住宅セーフティーネット制度に基づ

き、高齢者、ひとり親等の住宅確保要配慮者

の円滑な住宅確保に向け、居住支援法人と連

携した支援に取り組んでいる。

　この居住支援法人は、住宅確保要配慮者の

状況、ニーズに応じた住宅を探す入居支援、

入居後の見守りや就労支援などにつなぐ生活

支援の役割を担っており、現在20 の団体が活

動いただいている。住宅確保に当たり、関係

者の精神障害への正しい理解が必要で今後は

居住支援協議会等を通じ不動産事業者、家主

などに対し、精神障害者への正しい知識の浸

透を図るなど、連携に取り組んでいきたい。

（香川議員・意見）

　住居の確保は、これだけやられてるという

のは私も実はあまり知らなくて、教えていた

だき感謝する。住居の確保で、地域移行、地

域定着も大事になってくるが、生活を自分で

する不安や、食事の支度、衛生面の管理とか
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できない方もおられる。そういう福祉サービ

スは市内には６、７か所ぐらいしかなく、そ

のようなサービスを今後増やしていただきた

い。

４． 学校司書の配置について
　本市では、学校司書が全小中学校 2 4 5 校に

対して150 人しか配置されていなく、20 人程

は１人で２校を担当している。学校司書は、

読書活動の推進やボランティアとの協働な

ど、多くの業務を担当しているが、司書配置

前後でどのような効果が見られたのか。さら

に文部科学省の第６次「学校図書館図書整備

等５か年計画」でも、学校司書の配置拡充を

図ることとされており効果を検証の上、各学

校に専任配置することも必要と考えるがどう

か。

（長田教育長）

　学校司書は、図書館環境整備や児童・生徒

の読書活動の推進等、学びを支える観点か

ら、大切な役割を担っている。配置した学校

では、学校図書館環境改善や貸出冊数増加に

加え、学校司書が授業に必要な図書を準備す

るなど、教員の授業支援にもつながってい

る。本市では国の財政措置額をかなり上回る

額を予算化しており、１校当たりの配置時間

や予算額でも、他の政令市と比較しても遜色

のない水準だ。一方約３割の小・中学校には

現在配置できていない状況で、令和５年４月

の全校配置を目指して取り組んでいる。

（香川議員・再質疑）

　学校司書の配置に関しては、ぜひとも専任

で配置していただきたい。教育長も予算が随

分かかることを言われてたが、ぜひ市長、予

算をつけていただけないか。

（久元市長）

　教育委員会の予算は非常に多岐にわたって

いるが、学校司書、学校図書の予算は、大変

重視をしている分野で、市長査定の中でも教

育長と十分議論して計上した。

５． 小学校給食について
　一体型校舎への改築計画が進められている

港島学園の改修案では、自校調理するための

調理室がなく、民間デリバリー方式が採用さ

れると聞く。小学校給食は、多くの学校で自

校調理方式が採用され、一部の学校では給食

センター方式であると承知しており、民間デ

リバリー方式を新たに採用するに際して、議

会に対しての説明・相談が不足していると感

じる。また、今後業務の効率化等を名目とし

て、民間デリバリー方式の拡大が懸念される

が、今後の展望について伺いたい。　　　

（長田教育長）

　港島学園は現在の給食設備は老朽化してお

り、児童・生徒全員に給食を提供するために

は、全面的更新が必要だ。そのため、令和６

年度中に予定をしている中学校給食の全員喫

食職制移行に合わせ、民間デリバリー方式に

より、全ての児童・生徒に温かい給食を提供

できないか検討してる。小学校の給食施設に

ついては、児童・生徒数が減少傾向にある中、

将来を見据えた適切な管理運営に取り組む必

要があり、現在老朽化等に伴い校舎の建替え

を計画をしている学校について、適切な給食

提供方法を具体的に検討を行っている。将来

的に給食をどのように提供していくのかは、

今後の児童数動向や校舎老朽化の進行状況、

学校施設等の有効活用など様々な観点から検

討をしていく必要があり有識者からも意見を

伺いながら検討したい。

（香川議員・再質疑）

　小学校給食は自校方式が基本と思ってお

り、そうでなければセンター方式で、デリバ

リー方式というのは中学校の給食の提供方法

だと思っていた。今回、港島学園の小学校も

デリバリー方式になると聞き、それでいいの

かと考えた。説明を聞いたときに、デリバ

リー方式は、コストが安いと言われたが、コ

ストだけで給食の提供方法が変わっていいも

のなのか。

（長田教育長）　

　コストも検討する上での重要な要素だとは

思うが、義務教育学校なので、前期課程、後

期課程通じて同じ給食を提供するということ

が食育の推進につながると考える。

６． 介護職員の人材確保について
　少子高齢化の進展に伴い、コロナ禍での三

密回避の困難さや、離職率の高さなどを背景

とし介護人材不足は深刻な課題となってい

る。神戸市でも介護人材確保の施策を行って

いるが、その解消は容易ではないと考える。

人材不足解消が難しいのであれば、介護分野
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でもオンラインなど積極的にＩＣＴを活用

し、人材に頼らない介護体制構築を進めるべ

きと考えるがどうか。

（小原副市長）

　人材不足解消を目指し、人材確保プロジェ

クト「コウベｄｅカイゴ」と銘打ち人材確保

や職場環境改善につながる取組を推進してい

る。具体的にはＩＣＴの効果的な活用を促進

して介護現場の環境改善を図ることが、職員

負担軽減に加え、業界全体のイメージアップ

にもつながり、ひいては利用者への質の高い

サービス提供、介護人材の確保にもつなが

る。ＩＣＴ機器や介護ロボットを導入するに

当たり、機器の使い方への不安、効用と介護

現場のニーズとの不一致、コストなどが課題

で、神戸市において今年度から介護ロボット

導入時の課題抽出、好事例の横展開を行う介

護テクノロジー導入促進プロジェクトを実施

しており、今後も事業者団体と連携を図り人

材の確保に努めていきたい。

予算特別委員会各局審査質疑項目

浦上忠文議員
●建築住宅局

１．住宅困窮者の現状把握・支援について

２．マンションの適正管理について

小林るみ子議員
●危機管理室・消防局

１．兵庫県弁護士会との災害協定を早急に

２．災害時の公園（王子公園）に求められる役割について

３．過去の災害経験( 都賀川水難事故) を生かした災害対応について

●健康局

１．子宮頸がんワクチンの積極的勧奨再開について

２．超時間労働に起因するうつ症状の保健師・事務職の実態について

●環境局

１．アスベスト飛散防止対策について

２．再生可能エネルギーへの転換について－小水力発電所―

●建設局

１．王子公園再整備計画素案の見直しについて

２．信号機のない横断歩道の視認性向上について

●福祉局

１．介護保険制度全般について

２．「介護離職」「ダブルケア」の実態調査を

●水道局

１．市役所 4 号館からの水道局の移転について

２．民間業務委託での職員減による市民サービス

    の低下について

３．水道に関連する相談ごとについて
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あわはら富夫議員
●行財政局

１．区役所業務の民間委託について

●企画調整局

１．政策決定過程の見える化について

２．王子公園の再整備について

３．ポートアイランド・リボーンプロジェクト

    について

●交通局

１．神戸交通振興( 株) 解散に伴う社員の雇用確保

    について

２．データに基づく持続可能なバス路線網の構築

    について

３．バリアフリー改修に関する当事者意見の聴取について

４．市バスと地下鉄の会計の一本化について

●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について

２．新長田駅南地区再開発事業の市民検証報告について

３．空港島の事業収支について

高橋ひでのり議員
●こども家庭局

１．児童家庭支援センターについて

２．一時保護された子供の意見表明支援制度

   について

●経済観光局

１．みどりの食材システム戦略について

２．ネクストファーマーの育成について

３．家庭用堆肥の活用について

●文化スポーツ局

１．垂水日向遺跡の発掘調査について

２．五色塚古墳の整備について

３．新垂水体育館における講座事業について

香川真二議員
●港湾局

１．カーボンニュートラルポートの推進

   について

２．モーダルシフトの推進について

●教育委員会

１．就学相談・教育相談体制の再構築

   について

２．特別支援学級の学級編制基準と体制

   について

３．通級指導教室について

４．小学校における給食の提供方法について
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 高橋ひでのり議員 ・ 予算特別委員会総括質疑要旨

１．王子公園再整備について

　代表質疑や局別審査で大学誘致をやめる選

択肢はあるのか会派で質疑したが、明確な答

弁はなかった。ただ、今日の質疑も含めて、

大学誘致をやめる選択肢はないと受け取った

ので、その点だけ申し上げておく。

２．区役所の業務委託問題につい
　て
　

　兵庫区役所と北神区役所で先行実施されて

いる市民課及び保険年金医療課業務委託につ

いては市民サービス低下につながるため、会

派として反対してきた。昨年 10 月から業務委

託された市民課業務のうち戸籍事務の一部に

ついて、この３月から委託範囲から除外され

るが、半年も経過しないうちになぜ除外され

るのか。

（久元市長）

　戸籍事務は、定型的業務は事業者が行うこ

とを基本とし、事務処理方法を工夫改善し時

間短縮に努めてきたが、委託開始後の検証の

結果、法令上の制約もあり、市と事業者のや

り取りが多く処理時間が延びている状況が判

明した。よって最初の受付などはこれまでど

おり事業者で対応し、内容確認以降の業務は

市職員で直接対応する変更契約を行った。

（高橋議員再質疑）

　この４月から保険年金医療課の委託も始ま

る。私自身 21 年間区役所で、この仕事の経験

をしたが、この仕事は大体５年以上勤続のベ

テラン職員が半分ぐらいいれば落ち着き、住

民サービスも確保できる。というのも、国保

や年金は毎年のように制度が変わり、法律や

制度に習熟してないと、住民の方に分かりや

すい説明ができない。聞くところでは、昨年

５月に兵庫区役所に派遣として配属された９

人全員が辞められたと聞く。明日から窓口に

出る時に、こんなに覚えることが多い業務だ

とは知らなかった方もいたそうだ。今回のこ

とで、トップも本庁の職員も区役所の仕事を

少し軽く見てるのではと感じた。保険年金医

療課委託は延期し、きちんと検証を続けるべ

きと思うがどうか。

（久元市長）

　年金、国保の仕事は非常に専門的で、専

門的知識を持った職員が対応されうまく

いってたと思う。しかし、今後の区役所の

在り方として、専門的な知識を持ってる職

員たちだけで対応するやり方が持続可能な

のか。区役所で対応する仕事は、ある程度

定型化され、マニュアルも整備され、専門

的部分は本庁が判断、指示するような形で

対応していかなければ、これからの区役所

の仕事というのは回っていかない。委託は

予定どおり進めるが、問題が生じれば本庁

と区役所、また事業者との間で議論をし対

応していく。

（高橋議員再質疑）

　実際、定型的業務と非定型業務はすぱっ

と割れないのがこの仕事の特徴だ。最初定

型の業務でも非定型になるケースは沢山あ

る。市の職員と頻繁に連携する必要がある

業務は最初から委託をせずにやるべきだが

どうか。

（今西副市長）

　今回の委託で、保険料試算は定型業務と

捉えるが、定型業務を超えた相談業務に派

生することも十分考えられ、その場合は職

員が対応していく。また、高度で複雑な問

題は最初から職員が対応し、定型的業務は

委託職員で、それ以外は職員が対応する形

でやらせていただきたい。

（高橋議員意見）

　これから業務委託されて数年経過すると、

現場で経験のない職員ばかりになり、事業
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者がした業務をチェックができるのか。決裁

は職員がするとしているが、ちゃんとチェッ

クできるのか疑問だ。保険年金業務は委託見

直しを要望する。

３．市営住宅のアスベスト調査の
　検証について
　

　下山手住宅解体工事のアスベスト含有問題

で、予備調査、事前調査、３回目の再調査で

5 0 か所ぐらいのうち 2 5 か所で含有の有無が

分かれた。１回でもアスベストありの結果が

出た全てでアスベスト除去工事をすることと

したため、事業費が５億円も増えた。この

間、発注元の責任として調査結果が異なった

原因を検証すべきと再三言ってきたが、検証

されてない。適正な調査分析ルールを確立せ

ず、業者任せが今後も続けば工事費は増大す

る。今年５月には外壁の解体工事が開始され

るが、その前に試料を取って検証をすべきだ

がどうか。

（油井副市長）

　改めて調査を行い、新たな分析結果や見解

が示されても、アスベスト含有りの分析結果

は否定できない。さらに、今回再契約の請負

による事前調査を行い、指導監督部局の有資

格者による現地立入調査でも確認しており、

改めて検証する必要はないと考える。再発防

止に当たっては、さらなる調査精度の向上の

ため、建築物解体工事などの事前調査におい

て専門資格である建築物石綿含有建材調査者

を活用し、予備調査については精度を高める

ため調査仕様書で資格要件を設けるなど基準

の統一に取り組んでいる。

（高橋議員再質疑）

　建築住宅局の職員が建築物石綿含有建材調

査者協会に問合せをしたメールのメモのコ

ピーを私は持っている。昨年 11 月 2 6 日に建

築住宅局の職員が３者の調査の結果の食い違

いについて協会の知見を聞きたいというメー

ルをされた。それに対し、もう少し詳しく方

法を教えてという先方からのメールがあり職

員が説明した。その問合せの最中に、油井さ

んは昨年 1 2 月の本会議で小林議員の質問に

対し、「結果が異なることについて専門機関

にも確認を行なったが、原因の特定に至ら

ず、アスベスト含有について否定はできない

との判断で、新たな解体工事をする」と答弁

し、専門機関の返事を待ってる段階で、確認

したと言い切られている。これはちょっとど

うか。その後、1 2 月 1 3 日に協会から回答が

あり、分析機関が保管している試料を回収す

るか、もしくは過去の採取箇所に近接した場

所で再度採取をし、それを複数の熟練した分

析者が分析し、協議して合意した結果を基に

分析結果を検証すると回答している。それで

もなぜ検証しないのか。

（油井副市長）

　要は新たにもう１度調査をするという回答

であったと思うが、調査結果が違う場合の取

扱いについて、労働基準監督署や指導監督部

局の見解では、１度でも含有ありの調査結果

が得られた建材については、アスベストが含

有しているものとして除却工事を施工すべき

ということだった。よって、調査の依頼はし

ない。

（高橋議員再質疑）

　検査しない本当の理由は何か別の理由があ

る感じがする。検証で必要のないアスベスト

除去工事が明らかになり、税金の無駄遣と言

われ、工事見直しを迫られることが嫌なん

じゃないか。どう考えても真実の隠蔽と思

う。これでは除去工事はいくらでも増える。

今年２月５日に東京で石綿問題総合対策研究

会が開催された。この研究会は厚生労働省や

環境省、アスベスト専門家が参加する日本で

最も権威のある専門家会議だが、そこである

専門家がこの神戸の事例を報告した。すると

非常に注目を集め、試料を回収し、ぜひ検証

してほしいという声も上がった。厚労省や環

境省もこの神戸の問題に非常に関心を寄せて

おり改めて検証すべきと思うがどうか。

（油井副市長）

　工事は法令に基づき適切なアスベスト対策

に取組んでおり、公費の無駄遣いとは考えて

いない。

（高橋議員意見）

　この神戸市の対応は非常に国や業界が注目

している。おそらく、５億円の無駄遣いとい

うことで今後住民監査請求が起きるだろう。

検証せず真実を隠蔽したままでは、神戸市は

５億円の税金の無駄遣いをしてるという批判

は逃れられないことを指摘しておく。
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小林るみ子議員・一般質問要旨

１．子宮頚がんワクチンの積極的
　勧奨について

　子宮頚がんワクチンの接種について、国

より今年４月から積極的勧奨を再開する旨

の通知が出された。子宮頚がんワクチン接

種による副反応は、頭痛や知覚障害、歩行

障害、睡眠障害など、多様な症状が重層的

に表れる特徴をもつ重篤なもので、今なお

苦しんでいる女性たちも多くいる。積極的

勧奨を再開すれば増えることが想定される

副反応被害者に対し、神戸市として適切な

対応はできるのか、どこまで責任が持てる

のか、危惧している。積極的勧奨の再開は

留まるべきではないか。

（久元市長）

　接種通知の際は、接種対象者及び保護者

が接種について検討、判断できるよう、ワ

クチンの有効性、安全性の情報提供が重要

で、接種券送付の際、有効性、安全性につ

いての科学的エビデンスが記載された国の

リーフレットの他、副反応や健康被害救済

制度の相談窓口を記載した通知文を同封す

る。副反応への相談体制は、痛みや倦怠感

など症状が継続している方に対し、保健師

などの医療職が電話などで状況を確認し、

医療や救済制度などの情報提供も行ってい

く。さらに、継続支援が必要な場合は、各

区保健福祉部で対応し個別通知を行ってい

く。

（小林議員再質問）

　ワクチン副反応被害者が裁判しているが、

その弁護団がこの１月に各自治体に８項目

の要望、要請をした。その中から２点質問

するが、まず、接種した者の長期追跡調査

を求めているが神戸市としてどう考えるか。

もう１つは、検診の必要性の周知と検診の

費用の無償化等による検診受診率向上を求

めているがどうか。

（小原副市長）

　追跡調査は、国で一元的に全国的に実施

され、市としても参画、実施するので市独

自での追跡調査は考えていない。検診の受

診率向上のために、20 歳の女性の方には、検

診の必要性等を記載した冊子と検診無料クー

ポン券を、さらに 4 0 歳を迎えられた女性の

方には、子宮ガン検診を含む各種のがん検診

の無料受診券を送付している。2 0 歳検診の

未受診者に対しても、個別にはがき送付によ

り再勧奨、再々勧奨を行っている。さらに、

節目年齢となる30 歳、50 歳、60 歳の対象者

には、はがきによる個別受診勧奨等を行って

いる。

（小林議員意見）

　無償による定期検診が一番早期発見・早期

治療につながるので、それを最優先にするこ

とを考えていただきたい。そして相談、医療

体制が十分整備されるまでは積極的勧奨は控

えるようにするべきだと思っており、慎重な

対応が必要だ。

２．子どもの居場所事業について
　

　本市では児童館や大学と連携した子育てひ

ろばなど、子どもの居場所事業に取り組んで

おり、令和２年度からは民間事業者等が実施

する地域子育て支援拠点事業にも補助を実施

している。当該補助の採択件数は、制度開始

した令和２年度が３件、令和３年度は前年度

から４件増えて７件になったが、令和４年度

は３件に減少し、不採択団体からは、納得で

きない旨の声を聞いている。なぜ、このよう

な事態になったのか。

（小原副市長）

　令和３年度の状況は補助団体が事業を進め
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る中で、資格を持ったスタッフが相談に応

じる機能や、情報発信に課題があったりす

る場合が見受けられ、そのため利用者数が

伸び悩むなど、本来求められる機能を十分

に発揮することが難しいことが分かった。

そこで令和４年度は、既存拠点からの距離

や事業内容、運営体制、地域との連携、利

用実績などを審査し、十分に機能が発揮で

きる水準であると判断した３団体に対し補

助採択を行った。　

（小林議員再質問）

　今神戸市が取り組んでいる子供の居場所

づくり事業は非常に評価をしており、私も

この場所に何度も行ったが、親子が触れ合

い交流しながら、そこで自信を持ち、客観

的に自分の子供を見ることができる居場所

だと思う。そういう子供の居場所に本当に

求められるのは、継続性や安定性だと思う。

ところが、今のこの補助事業では、十分に

継続性も安定性も求められていない。ある

意味、行き当たりばったりのやり方では、

将来性というか、保障はないと不安を抱く。

将来の方向性や方針が見えないと思うがど

うか。

（小原副市長）

　子供の居場所事業については神戸市内で、

児童館を中心に今回、民間の３か所を含め

た 1 4 6 か所ある。児童福祉法に基づき、０

歳から２歳の保護者を対象とした交流・相

談・支援拠点、この事業は非常に重要だと

考えており、児童館と指定管理事業者のほ

うで、きちっと委託の形で確保していくと

ともに、民間で活動参画いただいている

方々の応援もいただき、できるだけ地域で

空白拠点が生じないよう実施していきたい。

併せて、これまでは地域で自主的にやって

いただくこともあったが、今現在でも、乳

幼児だけではなく、高齢者、障害者の方の

居場所づくり事業にも、ＮＰＯ等で地域課

題解決に取り組んでいただいている団体も

あり、こういう団体をサポートするための

支援制度も新たに設け、地域全体で子育て

支援の活動が広まるよう取り組んでいく。

（小林議員再質問）

　切り捨てられた４件のところは、納得が

いかないということで、私のところに相談

に来られた。子供の居場所づくり事業に力を

入れておられる市長としてどのようにお考え

か。

（久元市長）

　子供の居場所づくり事業については、もち

ろん承知をしていたが、この３件とか、７件

とかという子供の居場所づくり事業について

は、小林議員から通告をいただき初めて知っ

た。

（小林議員再質問）

　非常にひどく、残念なことになっており、

この事業者に対して説明責任を果たしていた

だきたい。それと４月１日から居場所がなく

なるわけで、４月以降の居場所を何らかの形

で保障していただくことを強く要望したい。

（小原副市長）

　今回、子供の居場所事業の補助事業につい

ては、要綱という形で、審査基準等も含めて

きちっと説明し、応募していただいた経緯も

ある。そうした意味において、地域で活動い

ただける方々について、ＮＰＯ等地域課題解

決型の支援メニューも新年度新たに設置する

ので、そういう案内も含めて丁寧に対応して

いきたい。



（１１）

　　　　　つなぐ議員団　

街頭市政報告会を今年は毎月開催

　市民に開かれた議会、 願いが実現する市政をめざすため、 つなぐ議員団はより多くのみなさん

の声を聞くため、 今年は毎月街頭市政報告会を開催し、 市民のみなさんの声を市政に生かしま

す。

　今年に入って、 その第２回目と３回目を２月 20 日 （日） に元町駅東口 （写真左）、 ３月

21 日 （月 ・ 祝） に三宮ダイエー前 （写真右） で開きました。 ２回ともちょうど予算議会の

真っ最中でもあり、 ホットな予算関連項目を中心に王子公園再整備、 区役所窓口業務委託、 財

政問題などで報告が行われ、 参加者と熱心に意見交換や質疑応答が行われました。

  なお、 ４， ５月の報告会は以下のように開催します。 予算審議で明らかになった課題や、 議

論の様子などホットに報告します。 気候も暖かい時期です。 西区と垂水区では初めての開催です

ので、 ぜひご参加下さい。

　　　●４月17日（日）12時～13時／西神中央駅

　　　●５月29日（日）12時～13時／垂水駅西口


