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   （午前10時１分開議） 

  （池田議長議長席に着く） 

○議長（池田りんたろう君） おはようござい

ます。ただいまより本日の会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

○議長（池田りんたろう君） 日程によりまし

て，昨日に引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

  44番川原田弘子君。 

  （44番川原田弘子君登壇）（拍手） 

○44番（川原田弘子君） おはようございます。

民進こうべ政策議員団を代表して，平木議員

と２人で，民進こうべ女子部で担当させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

  私から，まず５点質問いたします。 

  最初に，給食における地産地消の推進と就

農支援について伺います。 

  神戸市は山と海に恵まれた地域で，150万

都市でありながら，農業，漁業が盛んな都市

でもあります。西区，北区では，こうべ旬菜

や神戸イチゴ，神戸ワインのブドウ，キヌヒ

カリや酒米山田錦，そして道の駅淡河で提供

されるそばなど，須磨区，垂水区では，イカ

ナゴや須磨ノリ，チリメンなど，ブランド化

される神戸産農産物・水産物は数えれば切り

がありません。 

  一方，神戸の給食の自給率は小学校17％，

中学校23％にとどまっており，給食への神戸

産の推進に関しては，数がそろえられない，

調理が難しい，コストが高いなど課題が多い

と言われています。 

  しかし，せっかくこんなに身近な地域に生

産地がある学校で給食を食べて育つなら，地

元の産物が給食に提供される機会をふやし，

あわせて農業，漁業に関する学習や食育に関

する学習，また産地の地域の学習も行っては

どうかと考えますが，いかがでしょうか。 

  また，給食に対して需要が見込めますから，

需要の側から生産体制を整えていくことがで

きないでしょうか。そして広く地産地消を兵

庫県の単位で検討して，県に学校給食の地産

地消推進協議会を設けることを提案をして，

県下での供給の情報交換の場を持つことはい

かがかと考えますので，御見解をお伺いいた

します。 

  ２点目に，臓器移植に関する体制整備と市

民理解の推進について伺います。 

  1997年に臓器移植に関する法律が制定され

た後，2010年には改正臓器移植法が施行され

ました。改正法によって，家族承諾による脳

死臓器提供や15歳未満の小児脳死臓器提供等

が可能となり，健康保険証や運転免許証の裏

面には臓器提供意思表示欄が設けられるなど，

臓器提供に関する条件や環境が変化いたしま

した。 

  その結果，脳死下での臓器提供数はふえる

ことになりましたが，逆に心停止後の提供件

数は改正法施行以前の約３分の１に激減をし

ており，全体としての提供数は減少するとい

う状況となっています。 

  心停止下の移植が減少した原因としては，

はっきりとした原因はつかめてはおりません

が，移植医の減少であったり，また状態のよ

くない臓器を見送る傾向があるなど，さまざ

まなことが考えられます。 

  ここで，世論はどうかといいますと，内閣

府が2013年に行った調査では，臓器提供につ

いて，提供したい，どちらかといえば提供し

たいを選択した人は心停止下42.2％，脳死下

43.1％であり，提供してもよいという人が半

数近いということがわかります。 

  提供数が減少している一方で，移植を待ち

望んでいる待機患者は全国で１万3,000人以

上に及びます。神戸市での臓器提供の体制の

確保と，さらに市民理解の推進を行っておく

べきと考えますが，御見解をお伺いします。 

  ３点目に，瀬戸内クルーズによるフェリー

の活性化について伺います。 

  ことしの予算議会において，瀬戸内クルー

ズの可能性について質問しましたが，その際，

会議録（速報版）

5



 

 

昨年視察に行ったマルセイユ港で多数のフェ

リーや小型客船が停泊していたことを報告し

ました。 

  先日，夜間に瀬戸内海を航行するさんふら

わあ号が年に４度だけ昼間にクルーズを企画

していると知り，友人を誘って乗船をしてき

ました。瀬戸内の島々の美しい景色を期待を

して出港しましたが，晴れていた空も雨雲が

出始めて，一番美しく見えた島は六甲アイラ

ンドとなりました。しかし，船内のイベント

にも工夫が凝らされ，若い女性チームによる

感動的な津軽三味線や和太鼓のショーなど，

大変楽しい旅となりました。 

  １泊の旅のため，休暇がとりにくい方でも

気軽に行きやすいのではないかと思います。

瀬戸内クルーズを行う客船の誘致とあわせて，

フェリーによる気軽なクルーズの活性化を行

って，クルーズ人口の裾野を広げていっては

どうかと考えますが，いかがでしょうか。 

  次に，水道事業の広域化に備えた神戸市の

リーダーシップについてお伺いします。 

  神戸市の大容量送水管事業が完了し，先日

は水道イノベーション賞大賞もいただきまし

た。東日本の支援においては，大槌町，陸前

高田市などを支援をし，被災された住民の皆

さんに寄り添った支援がＮＨＫの番組でも取

り上げられました。 

  我が国の水道事業は，老朽化設備の更新と

人口減に伴う水道料の減収という２つの大き

な課題を抱えており，厚労省は事業の広域化

を進めています。兵庫県でも広域連携を模索

する動きが出てきており，連携の会議が開催

されています。 

  神戸市にとっても設備更新と使用料の減収

は例外ではありませんが，神戸市の水道は震

災時の多大なダメージから復興をさせてきた

経験も持つこと，その後，災害に強い水道イ

ンフラの整備を重ねてきたこと，そして何よ

りも赤道を越えても腐らなかった布引ウオー

ターの伝統があることなど，自負できるもの

であります。県内の水道事業の連携において

は，広域化に向けて積極的にリーダーシップ

をとっていくべきと考えます。そのためには，

これまでの経験や水道技術がしっかり継承で

きる体制づくりが必要と考えますが，いかが

でしょうか。 

  最後に，里親・ファミリーホームの推進に

ついて伺います。 

  社会的養護の必要な児童に対して，国では

できるだけ家庭的な環境で養育することが必

要として，平成24年に，27年度から15年間の

間に児童養護施設のユニット化をするととも

に，本体施設，グループホーム，里親及びフ

ァミリーホームの措置委託数を３分の１ずつ

にするという通知を出しています。これを受

け，神戸市では27年３月に神戸市家庭的児童

養護推進計画を策定しました。 

  この中では，27年度から41年度までの15年

間の間に里親の登録数を年間10人ずつ増加さ

せる，里親等への新規委託の児童数を年間10

人，ファミリーホームは５年で１カ所ずつ増

加させることが計画されています。この５年

ごとの見直しの途中ではありますが，まずは

里親の委託の状況とファミリーホームの設置

状況についてお伺いします。 

  以上，お願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 川原田議員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  最初に，学校給食における地産地消の推進

につきましてお答えを申し上げます。 

  学校給食における市内産野菜の使用率―― 

これ重量ベースですけれども，これは小学校

給食で見ますと，平成13年度の6.7％から平

成27年度は17.0％に向上をしております。ま

た，平成26年11月から開始されました中学校

給食におきましても，平成26年度の21.6％か

ら平成27年度は23.0％と，少しずつではあり

ますけれども向上しております。 

会議録（速報版）

6



 

 

  小・中学校合計での市内産野菜の使用率は，

政令指定都市の中で３番目に高い状況にあり

ます。これは学校給食における神戸産野菜の

利用促進についてのこうべ給食畑推進事業が

一定の効果を発揮をしているというふうに考

えております。品目別に見ますと，小学校給

食で使用されるミズナとブロッコリーは，こ

れまで全量市内産を供給しておりますし，コ

マツナ，ホウレンソウにつきましても，ほぼ

全量市内産を供給できております。また，今

年度は，これまで使用実績の少なかった白ネ

ギの供給拡大にも努めております。学校給食

での米飯は，小・中学校とも全て市内産を使

用しているという状況にあります。 

  地域学習への取り組みにつきましても御指

摘をいただきました。 

  学校給食を通じました産地の情報発信の取

り組みといたしましては，まず小学校で配布

される献立表には，その月に使用される市内

産野菜や産地情報に関する情報を掲載をして

おります。小学校では３年生の社会科で神戸

の農家の仕事や野菜の流通過程を学習したり，

中学校ではトライやる・ウィークで農家での

農作業を体験をしてもらっております。さら

に，市内の児童が食育，地産地消の大切さを

学ぶことができるよう，神戸市スポーツ教育

協会や農家と連携し，給食用のジャガイモな

どの収穫体験を通じた産地学習会を実施して

いるところであります。 

  このように，地産地消の取り組みは，かな

り進んでいるというふうに思いますけれども，

さらに関係機関との連携を密にいたしまして，

学校給食用野菜の生産に取り組む農家数の拡

大や技術の向上による生産拡大を推進をして

いきたいというふうに考えております。児童

を対象とした市域の農業，漁業への理解や食

材を通じた産地の地域学習についても，さら

なる取り組み強化を進めていきたいと思って

おります。 

  また，地産地消を推進する観点から，需要

側から生産体制を整えるべきである，また県

内の農水産物の流通促進にもつなげるべきで

はないかという御指摘をいただきました。 

  本市の学校給食に使用する生鮮野菜につき

ましては，品質，価格などを考慮の上，市内

産を優先的に使用しております。そして次に

県内産を使用する，さらに国内産を使用する

と，こういう順番に使用するよう努めており

まして，これらは全て集荷・調整機能を有す

る中央卸売市場から買い入れております。 

  こうべ給食畑推進事業におきましては，現

在，給食における野菜の全体使用量の約７割

を占めるジャガイモ，タマネギ，ニンジンの

生産拡大に力を入れて取り組んでおります。

この３品目では，流通業者の理解も得ながら，

学校給食の規格や需要量に沿った出荷を進め

ておりまして，新規就農者の中には，新たに

タマネギの給食用野菜の生産に取り組み，経

営目標が立てやすいことから，就農支援につ

ながっている事例も出てきております。 

  県内の農水産物の供給情報につきましては，

情報を共有し，県下全域での流通促進につな

げるべく，兵庫県が中心になりまして，地域

ごとに市・町，教育委員会，ＪＡ，流通事業

者などで構成する学校給食県産県消推進検討

会を立ち上げております。神戸市もこの検討

会に参画をしておりまして，学校給食に関す

る取り組み状況や課題に関する情報共有を行

っております。 

  このように，生産体制につきましては，ま

ず関係機関と連携をいたしまして，農家への

きめ細やかな技術指導を行うとともに，需要

側からの情報提供を強化していくことにより

まして，農家が安心して生産できる体制を整

えていきたいと考えております。また，県の

検討会におきましても，神戸市の取り組みも

踏まえた前向きな提案を行い，県内産も含め

た農水産物の学校給食への流通促進に取り組

んでいきたいと考えております。 

  次に，瀬戸内クルーズのフェリー活性化に
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つきまして，川原田議員御自身のさんふらわ

あの乗船体験も踏まえた御指摘をいただきま

した。 

  神戸港の内航フェリー航路は新門司，大分，

宮崎，新居浜，小豆島・高松間，５社５航路，

１日８便を運航しております。平成27年度で

見ますと，年間の旅客数は約86万人，貨物は

約2,800万トンを輸送しておりまして，神戸

港の内航貨物の約７割を占めております。 

  神戸と大分のフェリーさんふらわあは昼便

を年４回運航しております。しかし，長距離

フェリー各社の運営は旅客輸送よりも貨物輸

送によって成り立っております。九州行きの

フェリーは，通常，現地に到着をいたしまし

て直ちに貨物の配送を行うことができるよう，

夜間運航しか行っておりません。これに対し

まして昼便のフェリーは，現地の到着が深夜

になりますため，貨物の代替輸送を考慮する

必要があります。 

  さんふらわあにつきましては，大阪発の別

府便に貨物を振りかえて輸送することができ

ますので，昼便のフェリーの運航が可能であ

りますが，代替輸送経路を持たない船社は昼

便の実施が困難であるという状況にあります。 

  一方で，さんふらわあの昼便フェリーは大

変好評だというふうに聞いておりますので，

開港150年となる来年度の特別企画といたし

まして，フェリー各社に物流に支障がない範

囲で昼便の実施を働きかけております。現在，

さんふらわあに加えまして，宮崎カーフェリ

ーが瀬戸内を航行する特別便の実施を前向き

に検討していただいています。また，小豆

島・高松航路で昼間に瀬戸内を航行している

ジャンボフェリーには，乗客―― 船に瀬戸内

の景観を楽しんでいただけるような演出を検

討していただいております。 

  市会におきましても，経済港湾委員会で瀬

戸内クルーズに関する調査・検討を進めてお

られると承知をしております。このような御

指摘も踏まえまして，積極的に瀬戸内クルー

ズの振興を進めていきたいと考えております。 

  瀬戸内海は大変魅力的な景観，またさまざ

まな海産物などの魅力，文化遺産もたくさん

あります。瀬戸内の各自治体との連携強化に

もまだまだ取り組む余地があるのではないか

というふうに考えておりまして，そのような

連携，また意見交換を行いながら，瀬戸内ク

ルーズの振興に強力に取り組んでいきたいと

思っておりますし，新しい企画やアイデアが

ないか，内外から知恵を集めていきたいと考

えております。 

  ほかの御質問につきましては，副市長から

お答えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） 私から２点お答え申

し上げます。 

  まず，臓器移植の関係の御質問でございま

す。 

  臓器移植法は平成９年に施行されまして，

脳死後の心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小

腸・眼球の提供が可能になりました。提供に

際しては，本人の書面による意思表示，家族

の承諾が必要だということで，この時点では

15歳未満の脳死臓器提供はできなかったわけ

ですけれども，22年に改正臓器移植法が施行

されました。これによりまして，本人の臓器

提供の意思が不明であっても，遺族の書面に

よる承諾があれば，臓器の摘出に係る判定，

摘出ができると。それからまた，15歳未満の

方からの臓器提供も，遺族の書面による承諾

により可能になると。それから，臓器移植の

意思表示についても，ドナーカードだけでは

なくて，運転免許証，保険証等の記載で足り

るというふうなことになりましたので，移植

医療の一層の推進が求められているというこ

とでございます。 

  それに対して現状は，先ほど議員からござ

いましたように，臓器移植の希望登録者数は

13万5,000人ということですけれども，それ
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に対してここ４年―― 25年から28年ぐらいの

臓器提供の件数は80件から90件程度というこ

とで，トータルとしては伸びていないのが現

状です。 

  臓器移植法の３条の中には，国と地方公共

団体は移植医療についての国民の理解を深め

るために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならないと定められております。神戸市に

おきましても，国・県・関係団体等と連携し

て普及・啓発の事業を行っております。 

  具体的に神戸市が取り組んでおりますもの

につきましては，神戸市の国民健康保険の被

保険者証の裏面に意思表示欄を，平成21年か

ら設けています。それからあと，各区役所な

どの公共施設にポスターの掲示，そしてその

窓口にドナーカード，冊子等を設置・配布を

しております。それから，神戸市のホームペ

ージでは，臓器移植のシンボルでありますグ

リーンリボンをクリックしていただくと，臓

器移植ネットワークのほうのページに移行す

るような形になっております。 

  それから，神戸まつりでありますとか，こ

うべ福祉・健康フェア等の会場におきまして

は，臓器移植に関係する兵庫県の臓器移植推

進協議会，また兵庫県腎友会，兵庫県の腎移

植の会等と連携しまして，特設ブースも設置

をして普及・啓発を行うこともしております。

また，各団体が主催される講演会，イベント

に対しては，後援，またそれの広報活動にも

協力を積極的に進めております。 

  それで，臓器移植をしてもいいという方は

確かにふえておるわけで，脳死後の提供をし

たいという方が平成10年には31％だったもの

が，平成25年では43％ということで，臓器移

植への理解自体は着実に浸透はしてきている

のではないかなと思っておりますので，神戸

市としてはその意思をできるだけ生かせるよ

うに，さまざまな機会を活用して，先ほど申

し上げたような各関連の団体とも連携しまし

て，臓器移植のさらなる普及・啓発に努めて

いきたいというふうに考えております。 

  もう１点，里親・ファミリーホームの関係

の御質問でございます。 

  社会的養護の中で，児童は，やはりより家

庭的な環境で養育されることが望ましいとい

うことでございまして，神戸市で27年３月に

計画を策定いたしまして，里親・ファミリー

ホームの委託率の増加，また児童養護施設の

小規模化，ユニット化を目指して取り組みを

進めております。 

  現在の状況でございますが，里親の登録数

は平成21年に31世帯62人でありましたが，平

成28年11月現在では109世帯203人となってお

ります。それから，里親等の委託率につきま

しては，21年４月には4.4％であったものが，

28年11月では10.1％と増加はしてきておりま

す―― 徐々に増加をしてきております。ただ，

この今の10.1％は全国的に見るとまだ低い状

態でありまして，全国平均は16.5％というこ

とですから，まだまだ努力が必要だろうと思

っています。 

  こういう里親委託がなかなか進まない原因

なんですけれども，市民の方の里親制度に対

する理解が進まずに登録数がそれほど伸びて

いないということ，そして個々のお話をして

いますと，自分の子を他人にとられてしまう

のではないかというふうな誤解があると，養

子に渡してしまうのではないかというふうな

誤解があるというふうなことで，なかなか実

の親の方の同意が得にくい，いうふうなこと

も考えられます。 

  家庭的養護推進計画の実現のために，こと

しから比較的，児童の実親の同意が得られや

すいファミリーホーム，これを新たに２施設

開設をいたしまして，これで計３施設になり

ました。その中で家庭的な環境のもとで児童

の養育を行っております。 

  それから，里親を推進するために，市内の

３カ所，乳児院がありますけども，ここに里

親支援の専門相談員を配置をいたしまして，
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その施設から地域の里親とかファミリーホー

ムを支援していただく，こういう機能を持っ

ていただいておりまして，里親の養育に対す

る不安とか負担を軽減することを図っており

ます。またさらに，里親支援専門相談員を今

後は児童養護施設にも配置をして，その支援

体制を強化するというふうなことで，里親制

度のさらなる普及・啓発に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 水口水道局長。 

○水道局長（水口和彦君） 私のほうから水道

事業の広域化につきまして御回答させていた

だきます。 

  先ほど議員のほうから御指摘がありました

ように，全国の水道事業におきましては，給

水収益が下がってきているということと，そ

の一方で老朽施設の更新，耐震化ということ

で，コスト増が見込まれているということが

言われております。それに加えまして，特に

中小の事業体でございますけれども，職員が

不足しているということが言われておりまし

て，そういった問題が顕在化してきていると

いう状況でございます。 

  昨年度末でございますが，厚生労働省，そ

して総務省のほうから都道府県に対しまして，

水道事業の広域連携の推進につきまして通知

がございました。それによりますと，早期に

市町村との検討体制を構築いたしまして，検

討を進めるようにというような要請がござい

ました。それを受けまして，兵庫県では今年

度の５月でございますけれども，兵庫県水道

事業のあり方懇話会というものを立ち上げま

して，全県的な水道事業の方向性を検討して

おります。私もその委員として参画させてい

ただいております。 

  懇話会では他都市の事例を参考にしながら，

県内を幾つかのエリアに分けまして，課題と

かその対応策につきまして検討を進めている

という状況でございまして，今月末でござい

ますけれども，第４回が開かれるということ

で，その場で中間報告の骨子につきまして議

論が進められると，そのように聞いておりま

す。 

  一方，阪神地域でございますけれども，水

需要の減少に応じた最適な水供給のあり方を

検討するということで，阪神水道企業団とそ

の構成市で研究会を立ち上げております。現

在，設備の再編，施設の再編とか集約化，そ

ういったことを議論させていただいておりま

して，そのリーダーを神戸市が担っていると

いう状況でございます。それ以外にも，水質

試験所の共同化等，そういったことを検討し

ているということでございます。 

  また，県内の水道事業体におきましても，

課題解決の一助ということで広域連携を進め

ております。 

  例えば，県全体の取り組みにつきましては，

神戸市がリーダーとなりまして，平成24年度

からでございますけれども，日本水道協会兵

庫県支部の県内技術連携という会議を開催し

ております。今年度も２回ワークショップを

開催しておりまして，人材派遣とか研究ある

いは災害時の図上訓練あるいは応急給水訓練，

そういったことをさせていただいているとい

う状況でございます。 

  今後も本市がイニシアチブをとって進めて

おります，今，申し上げましたような広域連

携の成果を，先ほど申し上げました県のあり

方懇話会に反映させていくということが地域

のリーダーとしての役割かなと，このように

考えております。 

  このような広域連携を進める上で，本市が

培ってきました経験とか技術というのは非常

に重要であると考えております。今後，施設

の維持管理や更新工事に加えまして，災害時

におきましても適切に水道事業を継続してい

くということのためにも，確実に技術・技能

の継承が必要であると，このように考えてお
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ります。 

  このため，神戸市水道局人材育成ビジョン

の重点戦略推進プログラムというのを平成26

年に作成しておりますが，漏水調査などの通

常業務につきましては，各職場におけます集

団ＯＪＴをしております。そういったことで，

実務を通じて技術・技能の継承を図っている

という状況でございます。 

  また，事故時の対応といたしまして，実際

の事故事例を参考に―― これは座学でござい

ますけれども，研修を行っております。 

  さらに，災害時対応につきましては，東日

本大震災や熊本地震におきまして支援活動を

させていただいたわけなんですが，その際に

阪神・淡路大震災を経験しておりますベテラ

ン職員と若手職員をワンペアで現地のほうに

派遣いたしまして，現地での実際の活動を通

じて技術・技能の継承を図っているというこ

とでございます。また，神戸に帰ってきた後

にですが，報告会を行いまして，応援に行か

なかった職員に対しましても，現地での知見，

そういったものを伝承するということで情報

の共有を行っております。 

  今後も引き続きまして，より効果的・効率

的な研修とかＯＪＴが実施できるように，そ

れに加えまして，若手技術職員が多様な業務

に対応できるように，プログラムの追加とか

そういったことを検討していくということで，

技術・技能の継承につきましては取り組んで

まいりたいとこのように考えております。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 川原田君。 

○44番（川原田弘子君） ありがとうございま

す。それでは少し時間がありますので，再質

問をさせていただきます。 

  まず最初に，給食の地産地消の推進ですけ

れども，市長からかなり詳しい御答弁をいた

だきました。実際に地産地消の自給率がこの

数年で向上しているのは私も承知をしており

まして，大変積極的に取り組んできていただ

いているということは評価をしたいと思いま

す。 

  ただ一方で，給食ではなくて農業のほうを

考えると，もう高齢化で就農をされなくなる

田畑が非常にふえているということと，あと

また生産緑地がこれから廃止になることも，

ふえるというような事情も出てくると思いま

す。給食というのは１年間を通して野菜やい

ろんな産物が，需要がもう決まっているもの

ですから，生産のほうを考えやすいものだと

思います。なので，給食の調達というだけの

目線ではなくて，産地側のほうにこういうも

のが要るということで若い人が就農しやすい

環境がつくれるのではないかと思いますので，

そういった目線で今後取り組んでいただきた

いと思います。 

  そのためにも，子供たちに地産地消をさら

に推進するためにも，例えば年に１度から始

める―― きょうはもう地産地消で，17％と言

わずに物すごく神戸産が取り入れられた日を

つくっていってはどうかなと。もしそれがう

まくいったら月に１回にするとかいうような

―― その中では，ふだん食べられないような

物もちょっと取り入れて給食に提供するよう

な，そんな取り組みができないのかをちょっ

とお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 学校給食に地域の

産物を活用することは，給食を通して子供た

ちが特有の風土の中で培われた食文化や農業

など地域の産業を理解し，感謝の心を醸成す

るなど教育上の効果があるほか，地域の農水

産業の振興などに果たす役割も大きいという

ふうに教育委員会としても考えております。 

  学校給食では，ただ大量の食材を確保する

必要があり，また品質や価格等の点から，例

えば肉とか魚など全ての食材を市内産で確保

することは難しい面もございますが，ただ小
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学校給食においては，生鮮野菜のうちミズナ，

ブロッコリー，コマツナ，ホウレンソウ，チ

ンゲンサイなどはほとんど市内産で賄ってお

りまして，またこれらは旬の時期も重なって

おります。現在，小学校では，学校を６ブロ

ックに分けて，日をずらしながら給食，献立

を提供していることから，全市一斉に同じ日

というわけにはいきませんが，一定期間の中

で生鮮野菜等を，市内産に限定した給食を提

供することは関係機関との調整により可能性

があるのではないかと考えます。 

  御提案のあった，ある１日に市内産食材だ

けを使用した給食を実施することにつきまし

ては，例えば生鮮野菜などについて収穫時期

などを考慮し，献立の組み合わせを工夫する

ことで，できる限り市内産の食材を利用する

日を設定することにつきまして研究していき

たいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 川原田君。 

○44番（川原田弘子君） ありがとうございま

す。真面目に100％市内産でというのは難し

いと思いますから，できる範囲である程度そ

ろえて，ふだん食べられないような野菜なん

かもその日には入れるとかいうことも可能だ

と思いますので，お願いをいたします。 

  それから臓器移植に関しては，実際にはこ

れ，ちょっと質問の中で42％とか43％の人が，

どちらかといえば提供してもいいという数字

だということを言いましたが，年代別に見る

と，もう20代とかは60％以上の人が，提供し

てもいいという人が多いという結果が出てい

ます。こういうことからすると，ぜひ―― 実

際にその場にならないとなかなか難しいし，

提供体制そのものを確保するということが非

常に難しいのはわかっているんですけれども，

少しでも広報が認知される，周知されるよう

なことを引き続き取り組んでいただきたいと

思います。 

  それからフェリーのクルーズですけれども，

確かにフェリーそのものの事業を圧迫するよ

うなことはできないとは思うんですけれども，

クルーズ人口をふやす，拡大するという点で，

体験で機会をふやしてもらうことは，とても

ほかのクルーズに関しても，それから瀬戸内

のいろんな自治体の振興にも役に立つと思い

ますので，市長言われた自治体との連携とか

もこれからもっと強化していきたいと言われ

ていましたけれども，ぜひそれをお願いをし

たいと思います。 

  それから，里親・ファミリーホームなんで

すが，このファミリーホームは―― 私，ファ

ミリーホームに近い形で養育されている子供

を知ってるんですけれども，もう中学，高校

を出て今，実際に専門学校に行ってるんです

が，ちゃんと自分で自立をしてやっています。

とても家庭に近い，本当に家庭みたいな家に

帰るような感じで養育されるので，今，実親

が多い―― 実の親が多い子供がほとんどだと

思うんですけれども，そういう場合でもファ

ミリーホームだったら実の親もいいと思って

もらえるということもあると思いますから，

ファミリーホームをもっとふやしていくとい

うことはできないでしょうか。今，政府が言

ってる３分の１に対して計画自体が22％なの

で，ファミリーホームをふやすことで近づけ

ていくというようなことをしていただきたい

なと思うんですけれども，いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） ファミリーホームと

いうのは，やはり議員おっしゃるように本当

に家庭的な環境で育てていくということで，

私も１カ所あったところを見学させていただ

いたことがございますけれども，非常にその

ファミリーホームの両親の方が非常にしっか

りとされて，温かい環境の中で育てていこう

いうことで，いい施設ではないかなと思いま

す。 

  ただ，これ実はファミリーホームの養育者
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ですけれども，原則，夫婦であって，それか

らいろいろ要件がございます。というのは，

もちろんそういうことに十分経験のある方で

ないといけないので，里親で一定の年数を，

養育経験ある方であったり，児童養護施設で

３年以上勤務されているというようなことで，

私，見に行ったところも児童養護施設にもと

はお勤めで，そこから独立されて温かい地元

でやっておられるということです。 

  こういうことで，今後もこういう，もし希

望がございましたら，我々としては積極的に

進めていきたいなと思っています。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 川原田君。 

○44番（川原田弘子君） ありがとうございま

す。 

  あと，ファミリーホームが里親と同じよう

な制度で，いろんな引率者の人に対しての電

車代であったり，そういうのがまだ何かきっ

ちりと整備されてないそうですので，そちら

のほうもよろしくお願いをいたします。 

  もうこれで質問は終わりますけれども，市

長が先日，童話を出版されたということをネ

ットで知ったんですけれども，その童話は里

山暮らしとかに関するようなことだと，自然

保護とかに関するようなことだと思うんです

けど，里山暮らしは農家が維持できないと―

― 農地が維持できないと，里山暮らしとい

うのは維持できないと思いますので，農業の

衰退しないようなことを全庁挙げて取り組ん

でいただきたいなというふうに思います。 

  以上，平木議員にかわります。 

○議長（池田りんたろう君） 御苦労さまでし

た。 

○議長（池田りんたろう君） 次に，42番平木

博美君。 

  （42番平木博美君登壇）（拍手） 

○42番（平木博美君） それでは，女性議員の

２番バッターとして，川原田議員に引き続き

まして一般質問をさせていただきます。 

  まず，しあわせの村のステップアップにつ

いてお伺いをいたします。 

  先日，地域で働くことをテーマに神戸市で

シンポジウムが開催され，シェア金沢の雄谷

理事長が講演をされましたので，視察でお伺

いをした私たちも改めて聞かせていただきま

した。 

  シェア金沢では，障害者，高齢者，健常者

である若者がともに生活し，働いています。

障害者が高齢者のペットの散歩をしたり，高

齢者が障害者に毎日かかわることで元気を取

り戻したり，自然な交わりが好循環を生む，

理事長の言う，ごちゃまぜという生活が営ま

れている場所です。若者は，家賃が安いかわ

りに毎月30時間はボランティアで働くことが

義務づけられています。ごちゃまぜが一緒に

暮らす人々の生活を前向きな居心地のよいも

のにしていることを見て，すばらしい考え方

だと感じました。 

  神戸でもさまざまな立場の人たちが一緒に

心地よく暮らす取り組みができる場所がない

かと考えると，しあわせの村は絶好だと考え

ます。村内には現在，障害者施設，医療施設，

高齢者施設，温泉もある保養施設など，多く

の人々が交わる資源がたくさんあるものの，

それぞれに独立・完結しているもので，なか

なか縦割り感に縛られていて連携がとれてい

るとは思えず，ごちゃまぜとはほど遠く感じ

られます。 

  しあわせの村は，多様な人が居場所と役割

を実感できるソーシャルインクルージョンの

実践の場を従来から目指してきたということ

ですが，次の時代を見据えたステップアップ

をしていく時期が来ているのではないでしょ

うか。 

  村内にあるシルバーカレッジの卒業生の

方々は，村外各地域で積極的にボランティア

活動などをされていますが，村内各施設との

関係はイベント等でのかかわりにまだ限られ

ているのではないでしょうか。各施設と連携
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したコース設定など，卒業後も含めた村内連

携の取り組みが必要だと考えますが，御見解

をお伺いいたします。 

  また，現存の各種施設の交流の拡充に加え，

村内なら近隣との調整も不要ですから，障害

者や高齢者の，自立して生活できることを目

指すグループホームなども，自然に恵まれた

環境の中で設置できるのではないかと思いま

す。グループホームをつくるとなると，自立

生活を助けるような生活利便施設，食料品や

日用品を販売する店舗も必要になります。そ

れは買い物できる場所をつくるだけではなく，

働く場所も創設することになります。シェア

金沢では，その中の職場で障害者や高齢者が

働き，ボランティアをされていました。 

  しあわせの村にグループホームを整備し，

村全体として多様な立場の方の生活の場，働

く場を創設するモデル事業を実施してはどう

かと考えますが，御見解をお伺いいたします。 

  次に，多文化共生社会の推進についてお伺

いをいたします。 

  歴史的に多くの外国人が生活をされている

神戸は，多文化共生に加え，多宗教共生と呼

んでもいいほど，多様性を認め合う土壌の育

まれているまちです。外国にルーツを持つ子

供たちだけではなく，国際結婚の増加などグ

ローバル社会を反映して，日本国籍を有する，

日本語指導が必要な子供たちもふえてきてい

ます。子供の成長を通して，家族皆がよき神

戸市民として地に足のついた生活ができるよ

うになり，働き，納税する生活者として社会

で共生していくためには，親も子も日本語の

習得は欠かせません。 

  多くの国では，自国に住む外国人に対する

言語習得支援プログラムを用意しています。

これは将来の国民を育てることを主眼として

いるので，基本的には，その国の言葉で指導

されます。日本ならば，やさしい日本語での

指導です。日本の学校では，まず例外なく全

て日本語で授業がされますから，学習日本語

は必須です。子供たちの学ぶ権利を保障する

ためには，まず生活に最低限必要な生活日本

語を習得し，その後，勉強に必要な学習日本

語までつないでいく必要があります。現在，

生活日本語習得の支援は母国語への通訳，翻

訳を介しているため，日本語で学習できるよ

うになる学習日本語の習得にまで至らず，入

試という壁に阻まれて，希望する高校への進

学が難しい生徒たちもいます。 

  私の子供たちがアメリカで外国人として学

校生活を始めたとき，授業の中での寄り添い

支援と取り出し授業が並行して行われ，生活

英語から学びましたけれども，全て英語での

授業でした。最初の数カ月，集中支援しても

らい，その後は日々の学校生活の中で学習英

語を習得していきました。 

  神戸市では，来日すぐの外国人児童・生徒

に母国語を理解するサポーターが寄り添って

います。これは精神的安定のためにいい面も

ありますが，母国語への通訳，翻訳に頼って

しまい，日本語を聞こうとしなくなるという

悪い面もあります。私たち大人でも，通訳が

ついている会議では，つい通訳に頼ってしま

うため，話している方たちの言葉を直接聞か

なくなるという経験を皆様もお持ちだと思い

ます。 

  現在，日本人の持っている帰国・外国人児

童生徒支援事業は，授業の中での通訳・翻訳

と日本語指導及び教科指導に大きく分けられ，

指導課と人権教育課がそれぞれに受け持って

いますが，神戸市として一本化し，母国語に

頼ることなく児童・生徒本位に考え，生活日

本語から学習日本語まで日本語で日本語指導

する体系を整えていくべきだと考えますが，

御見解をお伺いいたします。 

  ３つ目に，人材を呼び込む新たな誘致策に

ついてお伺いをいたします。 

  自然に恵まれた神戸市が国際都市として国

内外からの多くの企業，人材を呼び込むまち

になるためには，神戸の暮らしやすさの魅力
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の発信が欠かせません。 

  神戸市は医療産業都市を推進し，ＩＴを活

用したスタートアップの集積と成長支援，航

空・宇宙産業の誘致などを進め，神戸経済の

活性化や市内での新たな雇用創出に向けたさ

まざまな取り組みを実施しています。 

  グローバル化が進展し，優秀な人材の獲得

競争が激化する中，国内人材に限らず，外国

人研究者や外国企業を神戸に引きつけていく

ためには，企業に対する移転優遇措置やすぐ

れた研究環境の提供，企業支援などにとどま

らず，多くの外国人学校を擁する多様な教育

環境や外国人に適した居住環境など，神戸市

の暮らしやすさをセットにした誘致施策を打

ち出していく必要があると考えます。 

  多くの優秀な外国人を神戸に呼び込み，生

活してもらうことは大変重要です。既に首都

圏では，英語での不動産などの情報提供サー

ビスが開始されているようです。神戸では，

市のホームページの多言語化など対応されて

いるものの，不動産などの生活密着情報には

行き当たりません。神戸に来ている留学生た

ちも神戸で暮らす情報が得られれば，神戸で

の就職も選択の１つになるでしょう。 

  外国人駐在員の方々は，来日前に英語での

不動産情報が得にくいため，関西でいえば，

例えば六甲アイランドなどに用意されている

駐在員用住宅―― いわゆるコンシェルジュつ

きマンション，あるいは芦屋市や西宮市あた

りの領事公邸近くの，英語で情報が得られる

数少ない物件に住んでいらっしゃることが多

いようです。 

  しかし，少し生活になれてくると，日本人

とまじって普通のまちに住みたいという御希

望も伺います。残念ながら，日本の不動産流

通の世界では，外国人が個人で物件を借りる

ことは大変難しく，実際に希望の物件に転居

できる例は少ないと伺っています。言葉の問

題，取引・商慣習の問題，文化の違いから来

る周辺住民との生活上のトラブルなど，課題

が多くあります。 

  神戸市は他都市に決して負けない魅力にあ

ふれたまちです。新たな人口誘致策の１つと

して，恵まれた自然やすぐれた教育環境，良

質な住宅環境など，そんな情報を英語で提供

し，神戸の暮らしやすさを打ち出して外国人

とマッチングできる仕組みづくりを検討して

はどうかと思いますが，御見解をお伺いいた

します。 

  最後に博物館・美術館のあり方についてお

伺いをいたします。 

  美術館も対象にした博物館法では，入館料

は徴収してはならないが，やむを得ない事情

がある場合は対価を徴収してよいとされてい

ます。2009年に文科省の審議会で作成された

新しい時代の博物館制度の在り方においても，

入館料については同趣旨の内容でした。1960

年に採択されたユネスコ勧告でも，観覧料は

できるだけ無料とすべきこと，常時無料でな

い場合は１週間に１日相当は無料にすること，

低所得者，大家族には観覧料を免除すべきこ

とがうたわれています。理念として，基本は

無料ということです。 

  しかし，日本博物館協会の調査によると，

常設展が有料の施設は約７割，そして神戸市

の博物館・美術館も有料です。財政状況や受

益者負担を考えると，有料であることは仕方

がないと思います。 

  神戸市では10月３日をＫＯＢＥ観光の日と

称して，10年以上前から幾つかの施設の無料

開放を行っています。しかし，年に１度，一

部施設の無料ではインパクトが薄く，広く周

知し，覚えていただくことは難しいのではな

いでしょうか。文化創生都市を標榜する神戸

市としては，どうすれば市民共有の財産であ

る芸術・文化に触れる機会を少しでも多くつ

くり，心豊かな次世代を育てることができる

のかという観点から，知恵と工夫で博物館・

美術館の定期的な無料開放，まずは月１回の

無料化に取り組んではいかがでしょうか。 
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  ニューヨーク近代美術館，世界的にも有名

なＭｏＭＡは，ユニクロの協賛を受けて，毎

週金曜日４時以降はユニクロ・フリー・フラ

イデー・ナイトと称し，入館料無料で運営を

しています。博物館・美術館へのユニクロ・

フリー・フライデー・ナイトのような命名権

に近い考え方でも賄うことは可能でしょうし，

ふるさと納税も期待できるかもしれません。

定期的な無料開放，まずは月に１度の無料化

の取り組みについて御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 平木議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  最初に，しあわせの村のステップアップに

つきましてお答えを申し上げます。 

  しあわせの村は，宮崎市長のもとで市会の

御論議も踏まえながら構想が立案され，平成

元年にオープンをしたと承知をしております。

私も東京におりましたときから，しあわせの

村の存在，よく知っておりました。大変これ

は総合的な福祉のゾーンとしては先進的な取

り組みで，全国にその存在が知れ渡っており

ました。 

  しかしながら，開村してから30年近い歳月

が流れまして，やはりこの現状につきまして

は，今のままで十分なのかどうかということ

について，今，平木議員はステップアップと

おっしゃいましたけれども，これまでの取り

組みを大切にしながら新たな展開を図ること

ができないか，考えるべき時期に来ているの

ではないかというふうに思っております。い

ろいろな観点からの検討が必要であろうかと

いうふうに思いますが，このグループホーム

につきましても，その展開方法の１つではな

いかというふうに思っております。 

  グループホームにつきましては，社会的な

ニーズを踏まえまして，現在，障害者のいわ

ゆる親亡き後対策，この観点からのグループ

ホームやあるいは村内の―― という観点から

の整備を今，検討しているところでありまし

て，社会福祉法人とも相談をしております。

また，村内の福祉医療就業者のための企業主

導型の保育所などの開設，これにつきまして

も具体的な相談に入っているところでありま

す。 

  こういうふうに，個別の新たな施設展開に

つきまして，シェア金沢の取り組みなども参

考にしながら進めているところですけれども，

よりトータルなステップアップについて，ど

ういうような可能性があるのかということに

つきましては，さまざまな各方面からの知恵

もいただきながら検討を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

  より具体的な取り組みといたしまして，シ

ルバーカレッジとほかの施設との連携につき

ましても御指摘をいただきました。 

  現状だけ申し上げますと，シルバーカレッ

ジは社会福祉施設が集中しておりますしあわ

せの村の中にありまして，事業とボランティ

ア活動を一体的に取り組むことができる恵ま

れた環境を生かすことができる事業でありま

す。これまでもカリキュラムの一環といたし

まして，例えば健康福祉コースの１年生で，

しあわせの村をもっとよく知るという110分，

３コマの講義がありまして，さらに学生が自

主的に村内の福祉施設などで絵画，園芸，民

謡，マジックなどのボランティア活動を実施

をしております。シルバーカレッジの卒業生

がつくる「グループわ」も，しあわせの村内

にある神港園やにこにこハウスでの介助，里

山整備，ビオトープの保全活動を実施をして

おります。 

  また，シルバーカレッジとしあわせの村で

就労する障害者の皆さんが連携した事業も始

まっております。平成27年10月からは，こう

べ市民福祉振興協会が中心となりまして，株

式会社いくせいの知的障害のある方たちと有

機栽培に取り組んでおります。収穫したニン
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ジンのジュースは，村内のカフェで提供され

ておりまして，村内で収穫された蜂蜜やシイ

タケは，神戸芸術工科大学と連携して神戸幸

品として新たなブランドで販路開拓が行われ

ております。 

  しかし，現状が必ずしも十分であるとは考

えておりません。シルバーカレッジの卒業生

の皆さんが，より社会貢献をすることができ

るような，そういうカリキュラムの見直しな

ども必要ではないかと思いますし，そのよう

な取り組みとあわせまして，御指摘がありま

したような施設間の連携ということをもっと

図っていくことができないか，具体策を検討

し，逐次，実施に移していきたいと考えてお

ります。 

  それから，外国人を呼び込む具体策につき

まして御指摘をいただきました。住まいの問

題を初め，なかなか私どもはこれまで気づか

なかった点も含めて御提言をいただきました。 

  言うまでもなく，神戸経済の活性化，神戸

のさらなる成長のためには，国内の企業や人

材のみならず，国外からグローバルに活躍す

る企業，優秀な人材の集積を図るということ

が重要であると考えております。また，当然

神戸で住み，神戸で働いていただくという方

の呼び込みも重要ですが，神戸が新しいそう

いうグローバルなビジネス展開の１つの拠点

になるという視点も重要ではないかと思いま

す。 

  ファイブハンドレッド・スタートアップス

の日本での初めてのプログラムも展開をして

いただきました。これもかなり国内外で話題

になったところでして，そういう取り組みも

重要ではないかと思っております。 

  神戸への人材の誘致のためには，外国・外

資系企業に対しまして，進出時の一時的な貸

しオフィスや賃料補助の提供，会社設立時の

専門家への無料相談，兵庫県，ジェトロと相

談した，ワンストップで各種サービスを提供

しているところであります。 

  こういう取り組みにつきましては，私も海

外での投資促進セミナーでも具体的に説明を

させていただいております。また，国外の優

秀な人材が神戸で活躍できるよう，特区制度

を活用いたしまして，研究者の在留期間延長

などの要請も行っておりまして，法改正も行

われるなどの成果が出てきております。 

  外国人に暮らしやすいまちといたしまして

は，神戸国際コミュニティセンターで外国人

向けに市政・生活情報の提供や生活相談のワ

ンストップサービスを７言語で行っておりま

す。さらに医療産業都市では，進出企業・団

体が協力し，英語対応が可能な事業所内託児

所を共同で運営しております。 

  しかし，こういうような私どもが提供して

いるサービスが，現に神戸にお住まいの，ま

た神戸で働いておられる外国人の皆さんから

どのように受けとめられているのか，十分な

のかどうなのか，改善する点はあるのかない

のか，こういう検討も必要だというふうに思

っております。そういうような趣旨で，今月

の11日に神戸多文化コミュニティフォーラム

を開催することにしておりまして，これは外

国人の皆さんに参加をしていただきまして，

テーマが，神戸が日本で最高の生活都市にな

るために，こういうテーマで意見を提出をし

ていただくことにしております。 

  このセミナーにおきましては，神戸市から

の説明も全て英語で行うことにしておりまし

て，議論も全て英語で行われることになって

おります。ここで出されました御意見，また

きょう平木議員から具体的にいただきました

提言なども踏まえまして，さらに神戸にすぐ

れた国外からの人材や企業を呼び込むための

新しい施策につきまして，しっかりと検討さ

せていただきたいと思っております。同時に，

情報発信も大変重要ですので，海外情報誌の

活用やインターネットの広報など，あらゆる

機会を通じまして，神戸の取り組みを内外に

発信をしていきたいと考えております。 

会議録（速報版）

17



 

 

  ほかの御質問につきましては，副市長から

お答えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 私から，まず多文

化共生社会の推進についてお答えをさせてい

ただきます。 

  社会のグローバル化が進む中，本市小・中

学校における日本語指導が必要な児童・生徒

数は，日本国籍の子供たちも含めまして，平

成26年度317人，平成27年度364人，平成28年

度399人と年々増加傾向にあります。 

  現在，本市においては，日本語指導が必要

な児童・生徒が小・中学校に入学，編入，転

入した場合，まず生活適応や心の安定を図る

とともに，生活日本語習得を支援する初期の

指導のため，その児童・生徒の母語ができる

子ども多文化共生サポーターを小・中学校に

派遣しております。派遣期間は日本に来てか

ら３年としておりますが，３年を超える外国

人児童・生徒等への対応については，本市独

自事業として外国人児童生徒受入校支援ボラ

ンティアを学校に派遣しており，これはどち

らも指導課が事業を実施しております。 

  一方，生活日本語の習得が進みまして，教

科につながる学習日本語を習得する段階の小

学生に対しては，人権教育課が実施する日本

語指導支援者派遣事業において，日本語指導

が必要な外国人児童が多く在籍する小学校６

校に，日本語による日本語指導を行う支援者

を派遣しております。また中学生に対しては，

これもまた指導課において，神戸生田中学で

のＪＳＬ教室において日本語指導を行ってお

ります。こうした事業は，例えば日本語指導

を必要とする児童・生徒の状況についての情

報や日本語指導の人材を両課で共有して連携

しながら支援を進めているところであります。 

  日本語指導を必要とする児童・生徒が増加

している中，支援の充実は急務であります。

また，系統的・一体的に取り組むべきである

ことから，今後事業を所管する組織のあり方

を検討してまいりたいと考えております。あ

わせて，例えば外国人児童生徒受入校支援ボ

ランティア，この事業の拡充の検討を進める

など，生活日本語から学習日本語の習得まで

を体系立てて支援する体制の構築を図ってま

いりたいと考えております。 

  続きまして，博物館・美術館のあり方につ

いてでございます。 

  御指摘されましたように，イギリスでは国

の方針で，大英博物館等国立の美術館・博物

館の常設展示を無料開放しております。日本

国内やその他の国では有料が一般的であり，

市立博物館，小磯記念美術館，神戸ゆかりの

美術館等の常設展や特別展での料金は基本的

には有料でございまして，ただ，のびのびパ

スポートで中学生以下は無料としております。 

  一般の方の無料開放についてですが，小磯

記念美術館では，特別展期間中も国際博物館

の日―― ５月18日，ＫＯＢＥ観光の日―― 御

指摘されました10月３日，それから関西文化

の日―― 11月の第３土曜日・日曜日の２日間

を中心に，毎年これは決定しているところで

ございますが，こういった特別の日について

は無料としておりまして，また，市立博物館，

神戸ゆかりの美術館でも，特別展を開催して

いない場合は，これらの当該日については無

料開放を行っております。 

  市立博物館につきましては，海外の大規模

博物館の魅力を伝える特別展では，入館者が

平均すると2,000人程度ございまして，特定

の日の無料化によって来館者数が大幅に増加

することが見込まれまして，長時間の待ち時

間や館内の混雑等でゆっくり鑑賞できず，結

果的に来館者の十分な満足を得られないこと

も考えられます。また，特別展では，海外の

有名博物館・美術館の作品等を国内で手軽に

見ていただくために，新聞社等と連携して企

業協賛をとりまして，実行委員会方式で展覧

会を開催しているのが常でございます。この
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ため，特別展開催中に実行委員会を構成して

いる他の主催者や協賛企業，他の開催地との

関係もありまして，特定スポンサーやふるさ

と納税を活用しての無料開放日の設定という

のは難しい面もございます。 

  ただ現在，市立博物館では昭和57年の開館

以来初めての大規模なリニューアルを計画し

ておりまして，昨年度末，策定しましたリニ

ューアル基本計画では，１階の神戸の歴史，

カフェ部分等を無料化し，誰もが気軽に博物

館に入れる方向で検討を進めていることにな

っております。また，リニューアル後の博物

館の２階部分でございますが，博物館が所蔵

する銅鐸や南蛮美術などを常時見られるコレ

クション室を設置いたしまして，ここに教科

書でもよく出てきます織田信長像とかフラン

シスコ・ザビエル像，また南蛮屏風等を配置

する計画ではございますが，例えばこの部分

を特定の日に無料開放できないか，今後研究

してみたいと考えます。 

  いずれにしましても，１人でも多くの方に

来館していただけるよう，今回の御意見も含

め，市民が芸術・文化に親しむことのできる

環境の充実を図っていきたいと考えておりま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 平木君。 

○42番（平木博美君） ありがとうございまし

た。ちょっと一番最後の博物館から，まず再

質問をさせていただきたいと思います。 

  おっしゃるとおり，いろんなことを考えて

いけばいいかなと思うんですけれども，無料

が基本と言われる博物館・美術館であっても，

その国によって，それからその博物館・美術

館によってさまざまな，それぞれの工夫があ

ると思います。おっしゃったようなロンドン

の大英博物館なんかは無料で，以前に市長も

新聞にも書かれておりましたけれども，本当

に気軽に無料なんでたくさん来訪者もいらっ

しゃいますし，写真も自由に撮れるというよ

うな，私にとっては非常なカルチャーショッ

クでしたけれども，ただ，無料といっても出

入り口に寄附箱があって―― 文化が違うんだ

と思いますが，気持ちがあったらコインであ

れお札であれ入れるというような，支えてい

くというシステムも―― 文化がその国で醸成

されているんだなという気はいたしました。 

  今回いろいろ調べておりますと，例えばパ

リのルーブル美術館なんかは有料なんですけ

れども，若者には無料―― 26歳以下は国籍を

問わず，この国の人たちはもうとにかくどこ

の人たちでも26歳以下は無料とか，いろいろ

調べますとそういう工夫があるなと思いまし

て。私も全てを無料にすることだけがいいと

言ってるのではなくて，なるべく多くの，で

きれば若者たちに，自由に来れる―― 小・中

学生はのびのびパスポートがあるので無料な

んですが，高校生が場合によっては大人より

も高い料金を取られていたりとかいうことが

あります。無料だったり半額にしたりいろん

な工夫があると思うんですけれども，気軽に

来れるというような機会をふやすという意味

で検討をしていただけないかなと思って御提

案をさせていただいたもので，これ今，博物

館のリニューアルで考えていらっしゃるとい

うような面もありました。１階の私，今ある

神戸の，何か昔の神戸のまちとかいうジオラ

マというんですか，ああいう模型みたいなの

もすごく好きで，特別展を見に行ったら帰り

に必ずもう１遍見てくるんですけど，ああい

うのも若い子たちにもいろいろ見てもらった

らいいと思いますので，リニューアルを機に

博物館などは具体的に１階の部分の無料だと

か，２階の自分たちの持っているコレクショ

ンについては定期的に無料にできるのではな

いかということも御検討いただいているとい

うことですので，幅広にいろいろ検討してい

ただけたらと思います。 

  もう１つ，博物館について再質問だけさせ

ていただきたいのが，いろいろメンテのため
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に定休日があるというのは必要なものだと思

うんですが，毎週月曜日が定休日で―― 日本

の場合，大体ほとんど月曜日だと思うんです，

神戸に限らないと思いますが―― 国によって

は違うようですが。実は，この月曜日定休日

というのが，仕事によってはずっと月曜日が

休みで行けるのに行けないという方たちがい

たり，一番よく聞くのは，お父さん，お母さ

んたちから，行こうと思ったけど文化祭や体

育祭の代休が月曜日です。なので，月曜日に

は博物館や美術館の特別展とかあっても行け

ないので，アミューズメントパークのほうへ

人が流れるという話も聞きます。だってあい

てないもんという話が出たりするのですが，

定休日についてもちょっと考えていけないか

なとは思うんですけれども，１つお伺いをし

ておきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 私ども少し調べて

みたんですが，この月曜日休館というのは周

辺都市の美術館・博物館も―― 例外的には火

曜日休館が大阪歴史博物館，水曜日休館が西

宮市大谷記念美術館と，一部を除いて割と月

曜日休館というのは定着しているようでござ

います。 

  このため，例えば休館日を固定せずに年間

の一定期間ごとに他の曜日に変更する―― ロ

ーテーションを組むということです―― とな

りますと，かなり広報を十分に行っても間違

えて休館日に来館されるなど，一般の方の混

乱を招く可能性はあるのではないかと思いま

す。そうなりますと，じゃあ別の方法として，

開館日をふやして月曜日も開館することも考

えられますが，全てということになりますと，

これは監視等のスタッフの配置とか，また一

定の設備面の適正管理，法定点検のこともあ

ります。また開催費用の増加等，多くの課題

をクリアする必要があるわけですが，月曜日

に開館をとの要望も確かに聞いておりまして，

従来，月曜日が祝日の場合には開館しており

ますが，このほかにも，例えばですが，第１

月曜日に開館を行えるかなど，開館日をふや

すことが可能かどうか，これは実施主体の実

行委員会とも協議する必要がありますので，

そういったことも含めて今後検討していきた

いというふうに考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 平木君。 

○42番（平木博美君） ありがとうございまし

た。そのようにまたいろんな検討をしていっ

ていただきたいということを要望しておきた

いと思います。 

  後ろからいって申しわけないんですけど，

人材を呼び込む新たな誘致策について市長か

らも御答弁いただきました。 

  おっしゃるとおり，いろんなことを考えて

いただいているということはわかっておりま

すので，発信が大事だということと，それか

ら十分か，改善するべき点があるのかどうか，

今回もまたフォーラムの中でも検討もいただ

くということですので，いろいろ聞いていた

だいた上で，発信を強化していくというのは，

もちろん神戸市が今やっているものについて

どうかということと，それとやっぱり部門に

よっては得意な民間の人たちもいると思いま

すので，神戸市はこういうことを用意してい

る，やってるんだけれども，この発信につい

ては民間のルートを使ったりということも柔

軟に考えた中での発信の強化というのをお願

いをしておきたいと思います。これはもう要

望にさせていただきますけれども，いろんな

形を考えていただきたいと思います。 

  それから，ちょっと後ろからいって申しわ

けないんですけど，多文化共生のことについ

ての再質問をさせていただきます。 

  おっしゃるとおり，今これからの組織のこ

とについても考えていただくということでし

たので，組織がどうのということが一番メー

ンなのではなくて，本当にその１人の子供に
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とっていいプログラムが今のサポーターから

―― 母国語でのサポートから日本語できっち

り勉強できるところまでつながればいいとい

うことが私の質問の主眼ですので，ぜひ生田

中学校のＪＳＬの来ている子供たちは，ここ

数年，全員がちゃんと高校に進学をしている

ということもありますので，そのようなこと

も含めて充実をしていくための組織改革の検

討であってほしいなということはお願いをし

ておきたいと思いますが，私，ある程度の地

域に対象の子供たちが固まっているんだった

ら，ＪＳＬ教室をもう１つつくったほうがい

いかなというふうに思ったんですが，いろい

ろ情報をいただいておりますと，どっかに固

まっている人たちもいるけれども，あちらこ

ちらに散在してきている対象者がふえてきて

いるという状況を伺いました。 

  それで，改めてこのＪＳＬ教室で伺ってお

きたいのは，日本語指導できる人のいる生田

中学校に集めるだけではなくて，人材を確保

するために―― もちろん予算の拡充も要るん

でしょうけれども，人材を確保した上で派遣

をする―― 日本語を教えられる人を派遣して

いく事業のほうの拡大というのを中心に考え

ていただくことはできないでしょうか，再質

問させていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 確かにＪＳＬの通

学の仕方については学校現場でもいろいろと

工夫・配慮しておりまして，生徒の通級に配

慮し，５・６校時に授業中にＪＳＬ教室へ行

けるように，抜けてしまう授業のプリントを

生徒に渡し，後日に指導を行うことにより出

席扱いとしたり，また部活動に忙しく通級で

きない生徒，そういった，一定期間を対象に

添削クラス等を必要に応じて設けたり，さま

ざまな工夫・便宜を図っているところでござ

います。 

  ただ，御指摘されましたように，いよいよ

本市では外国人児童・生徒の散在化が見られ

まして，ＪＳＬ教室に通うことができない生

徒に対する支援のあり方が重要な課題となっ

てきているものと考えております。 

  今後，日本語指導を必要とする生徒が在籍

する中学校への―― 先ほども申しました外国

人児童生徒受入校支援ボランティアの派遣事

業の拡充などを検討しまして，一層の充実ま

た高等学校等への進学の指導に力を入れてま

いりたいというふうに考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 平木君。 

○42番（平木博美君） ぜひよろしくお願いを

したいと思います。 

  高校に進学する実績というのを調べますと，

138人のうち136人がちゃんと高校に進学をし

ているというデータは出ているんですけれど

も，だけど本当に卒業できているのかという

と，いろんな事情があって卒業できない子た

ちもいるようです。高校での指導になります

と，やはり小・中学校は教育委員会のほうで

きちっとされているんですけれども，高校の

年代になりますと少し対象が変わってきます

ので，随分民間のボランティアたちの力をか

りて，進路指導も，それから奨学金制度など

も民間のＮＰＯがつくってくれたりとかいう

面もあります。 

  なので，改めて再質問をする時間がなくな

ってしまったのですけれども，高校の年齢の

子供たちへも今後とも高校や専門学校でしっ

かり勉強をして就職していけるような，仕事

につけるような指導も，民間と協力しながら

行っていただきたいということは要望してお

きたいと思います。 

  最後に，１問目のしあわせの村については

再質問を１問だけさせていただきたいと思い

ます。 

  実は，先月の決算特別委員会で同じような

趣旨の質疑をしましたところ，村の管理運営

に指定管理制度を導入したり共同事業方式を
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採用したことで，中長期的な視点や専門性の

発揮が難しくなっているという御答弁をいた

だきました。これはちょっと本末転倒ではな

いかと思ったので，この点だけ確認をさせて

いただきたいのですが，神戸市が福祉政策の

大きな中長期ビジョンを持って，それを指定

管理制度に出しているというのはわかるんで

すが，指定管理をやっているから中長期的な

視点が持てないというようなことではいけな

いと思うのですが，神戸市としてのお考えだ

けは確認しておきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） しあわせの村をどう

しっかりと管理していくか，その基本方針を

やっぱり市が定めるべきです。それを今，公

募の際には，こういう方針というのを示して

るわけですが，制度上４年ごとというふうな

ことになっていたので，なかなか課題がある

と申し上げたのだと思います。 

  ことしの10月に指定管理者の神戸市の制度

運用指針が改定されています。市の政策目的

に照らして長期的な視野に立った事業運営，

人材の育成，ノウハウの蓄積を特に必要とす

る施設については公募外とすることも可能に

なりましたので，それも踏まえて，次の指定

管理に向けまして中長期的な視点で村を運営

するために，また専門性を確実に発揮できる

ようにするためには，どのような運営方法が

望ましいかということについて検討していき

たいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 平木君。 

○42番（平木博美君） ぜひそのようにしてい

ただきたいと思います。 

  とても私たちの誇る財産だと思いますし，

しあわせの村については改めて再整備とかそ

ういう言葉を使いたくないのは，今ある資源

を生かして，次のステップに次代を見据えて，

どういった施設にしていくのか。障害者施設

や高齢者施設のことを取り上げてますけれど

も，スポーツの施設もありますし，さまざま

な世代が交流できる場所であることについて

は疑うことがありませんので，次の時代を見

据えてどうなっていくのか，どうするべきな

のかということについての中長期ビジョンを

ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

  先ほどいろんなシルバーカレッジの見直し

も，それからグループホームや以前に委員会

のほうでも質問させていただきました保育の

制度なんかについても，いろんな面でのステ

ップアップを考えていただいているというこ

とが大変よくわかりますので，私たちも期待

するところです。 

  いろんな意味で，このしあわせの村に限ら

ず，神戸はやっぱり多文化共生で，みんなそ

れぞれ違いを認め合いながら，しっかりと，

ともに生きていくというのが日本人も外国人

も大事なことだろうと思っています。 

  多文化共生の質問というのは，私，10年来

ずっと質問させていただいておりますけれど

も，日本で生活をしていただく外国人に対し

ても，神戸の特色を生かしながら，やっぱり

日本の文化，日本の生活習慣をしっかりと日

本語で伝えていく。やさしい日本語というの

は何度かやりとりありましたが，大事なこと

だと思います。これからも神戸の発展のため

によろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

○議長（池田りんたろう君） 御苦労さまでし

た。（拍手） 

○議長（池田りんたろう君） 次に，１番光田

あまね君。 

  （１番光田あまね君登壇）（拍手） 

○１番（光田あまね君） 日本維新の会，光田

あまねです。本日は大きく４点について質問

いたします。 

  まず１点目は，外郭団体への取り組み，あ

り方についてお伺いします。 

  平成７年の阪神・淡路大震災以降，神戸市
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は絶え間ない行財政改革に取り組んできまし

たことは承知しています。一般会計の市債残

高はピーク時―― 平成９年の１兆7,994億円

から7,000億円以上削減し，職員総定数は震

災直後の平成７年度―― 約３割削減するなど

大胆な行財政改革を実現したことは大いに評

価しています。 

  しかしながら，一般会計の市債残高は，い

まだ震災前に比べ2,525億円も多く，さらに

は少子・超高齢社会の進展に伴い，社会保障

関係費が確実に増大することや公共施設の老

朽化対策に係る財政需要などを踏まえると，

今後の財政運営は極めて厳しい道であると言

わざるを得ない状況です。 

  今後の天災等を含む不測の事態に備え，有

識者の意見も踏まえながら，筋肉質な体制づ

くりに向け，外郭団体の事業内容の見直し，

同種・同様の団体や業務の再編・集約化，業

務の効率的な運営を図り，無駄な事業の廃止

やそれに伴うさらなる人員削減を行う必要性

があると考えます。市民の間では天下りに対

する猜疑心が拭えないのが現状です。市民が

持つ天下りのイメージ，不経済性，不当性を

払拭するためにも，人的関与の見直しにもさ

らに力を入れる必要があると考えます。 

  先日視察してまいりました横浜市では，協

約マネジメントサイクルを推進し，改善を重

ねながら，人的関与の見直しも行っています。

外部有識者による横浜市外郭団体等経営向上

委員会からの答申などを踏まえて，団体と市

の協議の上，一定期間における主要な経営目

標を協約として明確化・共有化しています。 

  また，協約の取り組み状況を外部の専門家

が評価し，団体の経営や次期協約に反映する

一連の点検システムを運用しています。 

  人的関与の見直しでは，平成27年７月１日

時点で全176ポスト，100％において適正化さ

れました。再就職者の役員報酬も上限額が設

定され，退職金は支払われず，兼務の解消等

徹底的な見直しがなされ，その内容はホーム

ページでわかりやすく公開されています。 

  また，毎年発行される横浜市外郭団体白書

では，外郭団体改革についてのさまざまな情

報の一覧性を高め，経営状況や改革の取り組

み，市と外郭団体の人的・財政的関係がわか

りやすく記載されています。これは市のホー

ムページからＰＤＦ形式で閲覧も可能で，市

民に対する情報の透明性にもなります。市民

に見える形で健全な体制を構築していること

は有効的であると考えます。 

  神戸市の再就職に関する取扱要綱も確認し

ましたが，庁内向けの情報発信であり，横浜

市や大阪市のように納税者である市民に対す

る発信とは言えません。 

  神戸市の外郭団体34団体の中には，スポー

ツと学校給食を公益財団法人神戸市スポーツ

教育協会が担うなど，管轄する業務について

重複の有無だけでなく，適材適所の観点での

整理ができているのか，疑問があります。 

  これまでの行財政改革における外郭団体数

の削減については一定，評価いたします。し

かしながら，神戸市外郭団体の経営評価に関

する委員会等により，改めて外郭団体全体の

事業見直しを，事業内容を整理し，仕分けし，

設立理念に基づいた市民にとってプラスにな

る効率的・効果的な運営が集中して図られる

ようにしていく必要があると考えますが，市

長の御見解をお伺いします。 

  ２点目は，スポーツ観光まちづくりと参加

型交流人口の活用についてお伺いします。 

  文部科学省や厚生労働省など複数の省庁に

またがるスポーツ行政の関係機構を一本化す

るスポーツ庁は，昨年10月に設立されました。

神戸市には豊富なスポーツ資源が存在します。

Ｊリーグやラグビー等の見るスポーツ，マラ

ソン，ウオーキング，サイクリングなどが世

代を超えて人気を集め，スポーツイベントに

集う人々が地域に活力を与えているするスポ

ーツ，地域に密着したスポーツチームの運営，

市民ボランティアとしての大会支援，地域を
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挙げての国際競技大会，キャンプ誘致等の地

域の魅力の効果的発信に寄与する支えるスポ

ーツ，これらの魅力あるスポーツ資源を最大

限に活用し，異なる地域や国の人々の交流を

呼び起こし，国内観光振興及びインバウンド

拡大の促進が求められています。 

  先日，視察先にて，スポーツ観光都市の有

益性や将来性について勉強しました。スポー

ツ観光まちづくりと参加型交流人口の活用に

は，スポーツに専念できる人材配置，できれ

ばスポーツコミッションのようなスポーツに

特化した組織が必要とのことでした。 

  さいたま市では，日本で最初に設立された

さいたまスポーツコミッションが主体となり，

ツール・ド・フランスの名前を冠した自転車

レース―― ツール・ド・フランスさいたまク

リテリウムを開催され，毎年約10万人の観客

が詰めかけるなど，スポーツを通じた地域活

性化に取り組んでいます。ツール・ド・フラ

ンス本大会で各賞を獲得するなど大活躍した

スーパースターたちが集結し，さいたま新都

心周辺の特設コースで熱戦を繰り広げていま

す。 

  ツール・ド・フランスで激闘を展開した選

手が来日すること，それと同時にツール・

ド・フランスのエッセンスが持ち込まれ，日

本にいながらにして，その興奮が味わえるの

が最大の魅力です。 

  神戸市では，神戸マラソンなどの大型スポ

ーツイベントが実施されていますが，そこで

培った効果的な運営方法やノウハウを活用し，

当大会の誘致を神戸でも検討するなど，より

一層スポーツツーリズムを推進していくべき

と考えます。当局の御見解をお伺いします。 

  ３点目は，神戸市営地下鉄と阪急電鉄の相

互乗り入れについてお伺いします。 

  現在，三宮再開発の一環として，29階建て

の阪急三宮ビルの新築工事が一部始まり，ま

た西宮でも８月から，西宮北口阪急ビルの新

築工事が着工されました。 

  私ども日本維新の会は，神戸市営地下鉄沿

線の住民の利便向上と三宮再開発を初めとす

る地域経済が活性化されるという観点から，

阪急側の計画する沿線再開発に賛同していま

す。 

  ８月下旬には，兵庫県会議員団から井戸知

事に対し，重要政策提言として阪急と神戸市

営地下鉄の相互乗り入れを文書にて申し入れ

しました。相互直通運転についてはすぐに結

論が出るものではないと聞いていますが，検

討のスピードを速めるべきだと考えます。本

件が実現すれば，神戸市営地下鉄沿線は大阪

の通勤圏にもなり，人口増加による住民税の

増加や人口減少対策にも寄与します。神戸市

としての当局の御見解をお伺いいたします。 

  最後に，都市公園法改正に向けて，公園の

活用・管理についてお伺いします。 

  神戸市においては，待機児童の解消を最重

要課題と位置づけ，保育枠の拡大を図ってい

るところですが，国家戦略特区を活用してい

る都市では，既に都市公園内での保育所整備

が進められています。先日，特区以外でも保

育所や学童保育施設，高齢者のデイサービス

の設置が可能となる都市公園法改正について

の報道がありましたが，本市においても待機

児童の解消策の１つとして，都市公園の活用

を積極的に検討していくべきと考えますが，

御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 光田議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  外郭団体のあり方につきまして，御意見を

含め御指摘をいただきました。例えば，スポ

ーツと学校給食を神戸市スポーツ教育協会が

担っているけれども，管轄する業務について，

重複の有無だけでなく適材適所の観点での整

理ができているのかどうか，疑問であるとい

う御指摘をいただいた上で，改めて外郭団体

全体の事業・内容を整理し，仕分けすること
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が必要ではないかという御指摘をいただきま

した。 

  外郭団体につきましては，不断に見直しを

行ってきました。市が外郭団体にどういうミ

ッションを求めるのか，これを明確にすると

いうこと，そしてその上で有効な団体につい

ては積極的に活用を図る一方で，一定の役割

を果たしたと考える場合には廃止を含めた関

与の見直しも図ってきました。また，類似機

能を持つ団体につきましては，団体の組織基

盤の強化や固有職員の人材育成，適切な役割

分担の観点も含め，再編のあり方についても

見直しを行ってきました。 

  例えば，西神戸医療センターは地域医療振

興財団が行っておりましたが，市民病院機構

に移管をする，それから先端医療センター病

院につきましては，先端医療振興財団が運営

をしておりますが，これを中央市民病院に統

合すると，こういう見直しを行っております。 

  しかし，これで十分であるとは考えており

ません。 

  例えば，御指摘をいただきました神戸市ス

ポーツ教育協会も，これも長い経緯のもとで

今の姿になっているわけですが，白紙で考え

れば，スポーツ施設の運営あるいはスポーツ

の振興と学校給食の実施というのは全然違う

種類の業務です。こういう全然違う種類の業

務を１つの団体が行っているということが果

たしていいのかどうなのかということについ

ては議論をする余地があると思います。 

  よく異なる財団を統合をしたり１つの団体

で業務を行っている結果，例えば総務管理部

門の集約化が図られて人員の削減にもつなが

っているという指摘もありますが，私は木を

見て森を見ない議論ではないかと思います。

やはり，それぞれの団体がミッションが明確

なのかということ。このミッションが明確で

なければ，その構成員はきちんとした目的意

識を持って仕事に従事をするということにつ

いては，なかなかいろいろな面で支障が生じ

るというふうに思いますし，マネジメントに

ついては必要な人材を割くべきです。そして

大事なことは，しっかりとマネジメントをど

のような組織によっても行っていくというこ

とが重要だというふうに思います。 

  こういう観点から，今の外郭団体のあり方

が適当なのかどうか，不断に検討してきたと

ころですけれども，改めてこのスポーツ教育

協会のあり方も含めまして，新年度から見直

し，検討に着手をしていきたいというふうに

思っております。 

  その場合に外部の有識者の意見を聞くとい

うことも重要ですが，御指摘いただきました

神戸市外郭団体の経営評価に関する委員会に

つきましては，私も報告書を一部読みました

が，報告書の内容は大変微温的で中途半端で，

説得力のあるものとは私には感じられません。

やはり，もっと―― こういうような報告書を

金科玉条として外部のお墨つきをもらった，

外部のお墨つきをもらったとふれ回っている

ようでは認識が甘いと言わざるを得ないと思

います。やはり，この委員会の活用も考えら

れますけれども，外部の意見をしっかりと聞

いて新年度から外郭団体の見直しをしっかり

と行って，御指摘をいただきましたような情

報発信―― 情報提供ですね，まだまだ横浜市

や大阪市に比べまして改善の余地があるとい

うふうに思いますので，そういう見直しにも

積極的に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

  ほかの御質問につきましては，副市長から

お答えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） 都市公園を待機児童

の解消のために活用すべきではないかという

御質問に対してお答え申し上げます。 

  都市公園内での保育所の設置につきまして

は，現在は国家戦略特区の認定を受けた場合

だけでございましたけれども，現在，国交省
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のほうで特区以外でも公園内で保育所を設置

することを可能とするための都市公園法の改

正案の提出を目指して作業中であるというふ

うに聞いております。 

  神戸市におきましては，待機児童の解消を

最重要課題と位置づけております。29年度末

の解消を目指しまして，保育所の設置あるい

は既存施設の増改築，幼稚園の認定こども園

への移行，小規模保育事業の拡充など，さま

ざまな手法で定員の確保，努めているところ

でございます。 

  公園内で保育所設置ということにつきまし

ては，用地の確保がやはり課題となっている

場合には非常に効果的ではないかなと思いま

す。一方で，公園の一部が園舎等で占用され

るということでございますので，地域住民の

方の公園の利用が一定，制限されるという側

面も当然ございますので，設置に当たっては

住民の理解と合意が必要となります。 

  そういうことから，基本的な考え方としま

しては，公園が保育枠が不足している地域に

あるかどうか，そして周辺において保育所用

地の確保が難しい場合かどうか，そして保育

所を設置したとしても，一般利用者の公園利

用に支障を来さない程度の広さが残っている

かというふうなことが，やはり検討の場合の

内容となると思いますが，そういうことも踏

まえまして，必要な場合には検討していきた

いというふうに思っております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 私からは，市営地下

鉄と阪急電鉄の相互乗り入れについて回答さ

せていただきます。 

  阪急神戸線と市営地下鉄の相互直通運転の

検討につきましては，平成26年度から阪急電

鉄との勉強会を開催させていただきまして，

阪急電鉄からいろいろ検討していただいてお

ります構想，中身につきまして説明を受けて

いるというような状況でございますが，説明

を受けている中身は現在のところまだアイデ

アレベルということでございまして，実現の

検討にはまだまだ課題があるというふうに考

えてございまして，引き続き阪急電鉄からい

ろいろ考えなどを聞きながら，さまざまな観

点から相互直通のメリット・デメリットなど

の検討を深めていく必要があると考えてござ

います。 

  相互直通運転は，本当に神戸の都市構造に

かかわる問題でございます。また，交通政策

として神戸市全体の鉄道ネットワークがどう

あるべきか，こういう観点からの検討も必要

でございます。そして既存の鉄道網のネット

ワークも含めた交通ネットワーク全体のあり

方も検討が必要です。それから旅客動向の変

動，まちづくりへの影響，さらには細かく言

えば技術的な課題の検証などもございますし，

それらを踏まえまして，やっぱり費用対効果

も検討していく必要がございまして，本当に

検討内容が多岐にわたってございまして，時

間を要するものでございます。さまざまな観

点から，そういうことを踏まえて検討を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） スポーツ観光まち

づくりにつきましてお答えをさせていただき

ます。 

  ツール・ド・フランスさいたまクリテリウ

ムは，ツール・ド・フランスの100回目を記

念した自転車競技イベントとして，2013年か

らさいたま市が主催となって開催をしており

ます。スポーツコミッションは共催団体とし

て名を連ねておりまして，第４回大会がこと

しの10月29日に開催されたところであります。

国内外の主要選手が出場し，昨年度の来場者

は約10万人，経済効果は約25億円と言われて

おります。 

  同大会については，現にさいたま市が行わ
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れており，果たして本市に誘致できるのかと

いうことを初め，コース設定またそれに伴う

警察機関協議や協賛金確保など，さまざまな

検討を要するものと考えるため，さいたま市

における取り組みを参考にしながら研究させ

ていただきたいと考えております。 

  また，自転車競技につきましては，国内に

おきましては，ジャパンカップサイクルロー

ドレースが宇都宮市で，また北海道ではツー

ル・ド・北海道，また仙台ではせんだいサイ

クルフェスティバル，そして瀬戸内しまなみ

海道・国際サイクリング大会など，ほかにも

いわゆる自転車競技イベントがございます。

こういったところのスポーツイベントにつき

ましても，よく勉強させていただきたいと考

えております。 

  また，本市のスポーツツーリズムに向けた

取り組みでございますが，本市では御指摘に

ありましたように毎年11月に兵庫県と共同で

神戸マラソンを開催しておりまして，市内に

おける一大イベントとなっております。毎年

２万人のランナーが参加をいたしまして，申

込者の６割以上が県外，海外の方です。観客

者数は60万人に上り，昨年度の経済効果は市

内で57億円となっております。 

  また，ラグビーワールドカップ2019，2020

年の東京オリンピック・パラリンピック，関

西ワールドマスターズゲームズ2021の３カ年

は，世界から日本が注目を集めるゴールデ

ン・スポーツイヤーズと言われておりまして，

多くの外国人の方が日本を訪れることが期待

されます。 

  特にラグビーワールドカップ，また関西ワ

ールドマスターズゲームズにつきましては，

大きなスポーツツーリズムの成果を得られる

ことが期待できるため，万全の準備を進めて

いきたいと考えております。また，来年５月

には日本で初開催となる神戸クラブ女子バレ

ーボール選手権が神戸で開かれます。これも

観光部局との連携の中で，スポーツツーリズ

ムの観点から大会を盛り上げていきたいと考

えております。 

  まずは開催が決定しているこれらの大会の

成功及び誘客による活力にあふれたまちづく

りにつなげてまいりたいと考えておりますが，

それに加えまして，今後とも競技団体などの

関係機関との連携を強化しまして，新たな大

規模スポーツイベントの誘致を図ることで，

神戸市におけるスポーツツーリズムの促進並

びに地域経済の活性化に努めてまいりたいと

考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） まず，外郭団体への

取り組みについて市長から前向きなお答えを

いただきまして，ありがとうございます。そ

して私ども以上に厳しい目で，しっかりと改

革に取り組まれていることもわかりましたの

で，大いに評価しております。 

  私が調べましたところ，さいたま市では平

成19年に学校給食事業を外郭団体から外され

ました。これはスポーツと給食ともともと

別々の団体だったんですけれども，さいたま

市としましては，各学校で給食を調達され，

そして各学校に栄養士さんがいらっしゃいま

す。そこで献立表もつくり，調達をされてい

く。調達先は地域の商店であったり，また中

小企業であったりと，地域の活性化にも貢献

されているようです。特にさいたま市を見習

うわけではないんですが，給食の調達のあり

方というのは政令市の中でもいろいろと参考

になるところがあると思いますので，また調

べていただけたらと思います。 

  次に，10月に行いました我が会派，外海議

員からの質問に対し，久元市長よりガイドラ

インの策定は必要ないとの答弁をいただきま

したが，神戸市では官民の役員兼務のほか，

市ＯＢが複数の外郭団体のトップとなってい

る事例が幾つかあります。大阪市では勤続期

間20年以上である職員の外郭団体への再就職

会議録（速報版）

27



 

 

禁止をし，市民にわかりやすくホームページ

で発信されています。同様に横浜市でも，在

職期間や報酬の適正化，兼務の解消の見直し

内容が発信されています。 

  やはり透明性，信頼性を確保するとともに，

今，神戸市が取り組んでいる真剣な取り組み

を発信していく，効率的・効果的な運営が集

中して図られるためにも，本市において同等

の要綱を早急に策定すべきであり，市民にわ

かりやすく発信すべきと考えますが，御見解

をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） 外郭団体の役員人事

等の御質問も以前ございました。今回またガ

イドラインについての御質問をいただきまし

た。 

  外郭団体のトップの人事等につきましては，

以前にもお答えを申し上げましたように，や

はりその公務の公正性の確保というのは非常

に大事なことでございますが，やはりその団

体の業務なりいろんな状況を考慮して，どう

いう人材が求められるかということがあると

思いますので，必ずしも本市の退職者がふさ

わしくないとは考えておりません。 

  例えば，文化振興財団の理事長については

民間の方に就任していただいておりますが，

そういう財団という，やはりこれは民間の文

化に関する知識が求められるポストだろうと

いうことで，そういうところには民間の人材

を積極的に登用しております。 

  一方で，本市の退職者の知識・経験が求め

られるポストもあるということだと思ってお

りまして，そこには神戸市の退職者が就任し，

その中で複数の外郭団体を兼務する場合もあ

り得ます。ただ，横浜等での事例をお聞きし

ますと，複数団体の兼務を禁じておられるの

は，やはり多額の報酬を２カ所で得られると

いうことが非常に―― それを防ぐということ

が趣旨としてあるというふうにおっしゃって

ますけれども，我々の場合は勤務の状況に応

じまして報酬につきましては調整をしており

ますので，多額の―― ２カ所の分ですから２

カ所分もらえるということではございません。

また，退職手当等につきましてもございませ

ん。 

  そういうことで適材適所，配置するという

ふうなことでございますので，大阪のように

外郭団体への再就職を一律に禁止するガイド

ラインというのは必要ないというふうには考

えておりますが，従来のこれまでの関係にと

らわれることなく，やはり役員人事について

は柔軟な取り扱いを行う一方で，市民に対し

ては透明性，市民の信頼を得られるような方

策については引き続き検討していきたいと思

っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） 私たちも神戸市が取

り組んでいる改革については大いに評価をし

ていますが，その発信の方法で，こちらはホ

ームページでも掲載されているのですが，横

浜市では，このように市民にわかりやすく掲

載されています。大阪市では，このようにイ

ラストもついて，どのように改革を進めてい

るのか，アピールをしています。神戸市もい

ろんな改革に取り組んでいるのにかかわらず，

ホームページではこのように文章のみの，ど

ちらかというとプロの人が見たらわかるよう

な形式になっています。それでは同じように

改革を行っていても市民が受ける感情という

のは異なってくるのではないかと思います。 

  そこまで詳しい知識が全員あるとはやはり

言いがたい状況，特にそういう専門的なこと

はわかりづらいこともありますので，今，取

り組んでいらっしゃることを大阪市や横浜市

のようにわかりやすく発信していくだけでも，

神戸市の姿勢，まず市民に伝わると思います

ので，そのあたりは考慮していただけたらと

思い，要望といたします。 
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  次に，スポーツ観光まちづくりと参加型交

流人口の活用についてです。 

  先ほども御答弁いただきましたが，日本に

は独立した独特の文化があります。その中で

も神戸市は山も海もあって，また異国情緒あ

る町並みなど，魅力的な舞台があります。 

  最近の訪日外国人観光客は，買う観光から

志向が変わり，個人観光客の傾向がふえてい

ます。クルーズ船―― 船で自分の自転車とと

もに来日し，沖縄でサイクリングを楽しむ人

もふえています。神戸では港も空港も陸路も

市街地に近く，国内外を問わず，参加型交流

人口の活用，おもてなしには最適の地です。 

  市街地に近い六甲山スノーパークの外国人

団体入園数は，平成20年の約600人から平成2

6年の約１万7,000人と年々増加しています。

低炭素社会に向けて，神戸市も自動車から公

共交通へ，また自転車道の整備にも力を入れ，

中央区ではレンタサイクルも順調に利用がふ

えています。 

  さいたまでは，クリテリウム開催に合わせ

て，さいたまるしぇが開催されています。周

辺の商店街への活性化にも寄与しているそう

です。また，前日からクリテリウムファンが

集まることにより，宿泊業界や飲食業界を初

めとするさまざまな業界も潤うなど，地域の

経済にもつながっています。 

  このように，スポーツ観光がもたらす都市

への影響についてもう１度御所見をお願いい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） おっしゃいました

ように，いわゆるスポーツのイベントの都市

への影響，また経済への影響，波及効果とい

うのは非常に大きなものがあろうかと思いま

す。そういった意味で，やはり私どもは今後

とも大規模スポーツの誘致に努めていきたい

と思いますし，単に大規模イベントを誘致す

るだけじゃなく，それは経済観光局であると

か観光部門，また文化関係のところ，そうい

ったところで―― 関係部局との連携はもちろ

んですが，現在，ラグビーワールドカップ等

でも委員会立ち上げておりますように，いわ

ゆる観光業界であるとか，またそういった企

業の方，またマスコミ関係の方とかそういっ

たところも含めて，やはり広がりを持ってい

くことが大事ではないかというふうに考えて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） 私も神戸市が自転車

文化が根づくように，いろんなイベント，ス

ポーツを通じてアピールしていければいいな

と思っています。 

  現在ではツール・ド・フランスの名前を冠

した自転車レースはさいたま市だけですけれ

ども，堺市からゴールは東京へ向けてツア

ー・オブ・ジャパンが開催されています。こ

のツアー・オブ・ジャパンに神戸市は加盟す

るような思いはあるのかどうか，お伺いしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 堺市とおっしゃら

れましたですか。ちょっとそのあたりについ

て私も情報を持ち合わせておりませんので，

今後研究させていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） 堺市のことがわかる

と，また検討が進んでいくという理解でよろ

しいでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 少し前提条件がつ

かめておりませんので，今後研究させていた

だきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 
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○１番（光田あまね君） わかりました。 

  ツール・ド・フランスの冠をもらうには契

約が必要なので，もしそれが難しいのであれ

ば，ツアー・オブ・ジャパンに神戸市が参画

するということもあるのかなと思った次第で

ございます。 

  また，低炭素社会に向けて好調なコベリン

も寄与していますが，自転車利用の推進も図

っていただきたいことを要望します。 

  次に，神戸市営地下鉄と阪急電鉄の相互乗

り入れについてお伺いします。 

  さまざまな課題から，ハード面での相互乗

り入れは，すぐには難しいかもしれませんが，

例えば料金面から阪急電鉄と提携するという

のはいかがでしょうか。市営地下鉄から阪急

へ，または阪急から市営地下鉄へ乗りかえす

ると割引されるＩＣカードによる乗り継ぎ割

引をすることにより，今，課題になっていま

す高額な地下鉄料金に不満を持つ市民へのサ

ービスにもなり，地下鉄沿線の住宅地への移

住促進にもつながると考えます。阪急側にと

っても，今まで三宮に着いてからＪＲへ流れ

ていた方が，もしかしたら阪急に流れてくる

かもしれない，そのようなことも考えられま

す。 

  都市構造のあり方や全体的な交通網の関係

でハード面では難しいのであれば，まずはソ

フト面からというのも考えられますが，いか

がでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 料金的なお話としま

しては，我々は都心の中での回遊性を向上さ

せるために，料金体系のあり方については検

討すべきではないかということがこの間の将

来ビジョンの中でも少し触れさせていただい

ておりまして，ある程度のブロックを区切っ

て，ゾーン内均一料金にならないかとかいう

ような検討を今後していこうというふうな考

え方は持っております。 

  ただ，料金はそれぞれの企業といいますか，

それぞれの事業者がそれぞれの状況に応じて

決めているところが現状でございまして，一

概に阪急と地下鉄だけといったら，じゃあＪ

Ｒはどうなんだとか阪神はどうなんだとかい

ろんなことがございますので，そういうこと

は直接やるのは非常に難しいのではないかと

思いますが，スルッとＫＡＮＳＡＩの取り組

みのように全体論の中でやっていくというよ

うな議論もあろうかと思いますので，将来ビ

ジョンの中にも示しておりますけども，ソフ

ト施策としての料金施策というのは今後も研

究をしてまいりたいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） 我が会派は，阪急と

の相互乗り入れに関しては，都市機能の充実

と民間活力の主導による地域経済の活性化の

点において主張に合致していることから，本

計画に強く賛同するところであります。ぜひ

進めていただきたい旨要望とし，先ほどのＩ

Ｃカード乗り継ぎに関しては，ほかの電鉄会

社のこともあるということなので，まずは相

互乗り入れについて要望といたします。 

  一方で，喫緊の課題である阪急春日野道駅

のバリアフリーについては，長年住民からの

強い要望があり，また神戸市からたびたび働

きかけをしているにもかかわらず，具体化の

内容が見えていません。市営地下鉄との相互

乗り入れとなると，三宮より東側の地下化が

予想され，まだ計画の段階でなくても地下化

構想の可能性はゼロではありません。構造的

な問題から莫大な費用がかかるなどの課題が

あるとのことですが，高齢者，障害者等の移

動の円滑化の促進に関するバリアフリー化に

は平成32年度まであと数年しか残されていま

せん。課題の整理と具体化の検討は進んでい

るのでしょうか，御見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 
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○副市長（玉田敏郎君） 春日野道のバリアフ

リー化，非常に大きな課題でございます。こ

れまでから何回も協議をしておりますが，な

かなか前に進んでいないというのが実情でご

ざいます。 

  3,000人以上の全ての鉄道駅を32年までに

ということが目標でございますが，春日野道

については現在，阪急のほうからはホームの

幅が狭いということで，しかもその両方に線

路があるわけですけれども，ホーム幅が広い

部分でも４メートル弱ということで，ホーム

にエレベーターを設置した場合には利用者が

安全に通行できるスペースがないと。また，

南側がＪＲ，北側が市道山手幹線に挟まれた

狭隘な用地に建っておりますので，ホームの

幅を広げるということもなかなか困難だとい

うことで，現在のところバリアフリー化の策

をまだ見出せていません。 

  現在，ホーム上には照明灯とか屋根を支え

るための柱がありまして，そもそも車椅子等

の移動にも支障があるというふうなことで，

ホームに上がられてからの安全が非常に問題

であると聞いております。 

  また，例えばですが，山手幹線のほうの歩

道の上に高架を増設して上り線を移してホー

ムの幅を広げてはどうだという案について，

阪急からは，ホームを拡幅しますと実際，駅

の東西の何百メートルにも及ぶ線路のつけか

えが生じますと。経験上，数百億円単位の莫

大な経費がかかると想定されるので，中長期

的な課題として，より実現可能な方策を検討

していきたいということの回答を得ておりま

す。 

  この駅につきましては，バリアフリー化だ

けでなく，ホーム上の視覚障害の方，妊産婦

の方，ベビーカーを押しておられる方などの

安全な利用をしていく，それについても課題

があるというふうに認識をしております。 

  神戸市としましては，駅のバリアフリー化

も含めた総合的な安全対策について引き続き

強く要望しておるところでございます。兵庫

県とも連携をしまして，全市的な観点から課

題解決に取り組もうということで粘り強く継

続して働きかけを行っていきまして，阪急か

ら具体的な解決策の提案が出れば，これに対

して迅速に支援を行って，この課題の解決に

向けて進めていきたいというふうな姿勢で臨

んでいきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） やはり長年からずっ

と問題にされていることでして，どうしても

阪急との相互乗り入れや地下化のお話が出て

くると，そういうような構想があるからなか

なか春日野道駅のバリアフリーが進まないん

じゃないか，そういうような憶測も住民の間

ではあるのは事実なんです。 

  しかし，先ほどの御答弁にもありましたよ

うに，きちんと前向きに考えてくださってい

ること，承知いたしました。まだまだ課題は

山積されていますが，さらなる強い働きを求

めて，これも要望といたします。 

  最後に，都市公園法改正に向けてのことで

お伺いします。 

  三宮の都心周辺などでは，従来，商業利用

されていた場所に20階以上の高層マンション

を初めとする大規模集合住宅が増加し，平成

28年３月末時点では中央区内で25棟建設され

ています。 

  それに伴い，子育て世帯の人口も流入して

います。周辺には東遊園地やみなとのもり公

園，磯上公園などがあるものの，子供が安心

して遊べる遊具が不足しており，生田川公園

まで車で行かないと遊具がないとの声がたく

さん寄せられています。中央区のこのような

エリアにおいても，子育て世代を意識した公

園整備により広い世代に愛される公園づくり

に取り組んでいくことが必要と考えますが，

見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 公園のほうでござい

ますけども，東遊園地は御承知のように開港

以来，歴史がある公園でございまして，ルミ

ナリエとか1.17のイベントとか都市の広場空

間として使われてきたわけでございますが，

今回いろいろ市民の方々のお声もお聞きした

上で，芝生化というような中で実験をさせて

いただいているわけでございます。 

  また，みなとのもり公園は，阪神・淡路大

震災を機に市民の方々の意見を聞いてワーク

ショップなどをやりまして，それであの中身

を決めまして，要は阪神・淡路の教訓を後世

に伝える公園ということで今，位置づけにな

ってございます。 

  また，磯上公園も開設して長いんですが，

まちの中の貴重な球技の広場としてスポーツ

団体に多く利用されているというような形に

なっているというのが現状でございまして，

御指摘がございましたけども，生田川の公園

につきましては，あれもワークショップをず

っと開催させていただきまして，周囲の方々

の御意見を踏まえた上で，ああいうような遊

具の設置がされたというようなことになって

ございます。 

  都心部で居住がふえているというのは御指

摘のとおりでございますけども，都心におけ

る公園の機能，それから活用方策に当たって，

そういうふうな視点も必要じゃないかという

のは御意見としてはよくわかるところでござ

います。今回，東遊園地での社会実験として

ああいう形をさせていただきましたけども，

あれは結果としては子供たちが芝生に寝転が

ったりして，子育ての世帯からも非常に好評

を博したというふうにも聞いてございます。 

  東遊園地につきましては，今後どういうふ

うに整備していくのかというのを現在，検討

をしているところでございますので，これも

広く皆さんの御意見を踏まえながら，東遊園

地の整備の方向性は確定をしてまいりたいと

思いますが，今後ともそういう公園再整備の

機会，そういうのを捉まえまして，社会情勢

の変化とか市民の声も十分お聞かせいただき

ながら，新たに求められる公園の機能につい

て検討した上で整備を図っていきたいと考え

ております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） ぜひ検討をお願いい

たします。 

  また，都心の将来ビジョンの実現に向けた

土地利用の誘導に関する基本的な考え方とし

て，三宮駅周辺では商業・業務の集積とバラ

ンスよい都心居住推進のため，一定のエリア

で住宅の制限や住宅のボリューム抑制につい

て検討することとされていますが，現時点に

おいても公園以外にも小学校の通学面など行

政ニーズに対応し切れていないため，まちづ

くりに当たっての行政の誘導のあり方，早急

な対応が必要であると考えますが，どのよう

な検討を進めているのか，御見解をお伺いし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 都心における住宅地

化の進行につきまして，神戸市全体として人

口が減少を始める中，中央区とかの人口がふ

えている，そういうことでいろいろな課題が

生じているのではないかというのは御指摘の

とおりでございまして，平成28年の７月１日

に都心の将来ビジョンの実現に向けた土地利

用の誘導に関する基本的な考え方というのを

公表させていただきました。その中では，三

宮周辺では商業・業務の集積を促進して，都

心の魅力の風格を感じさせる顔づくりを目指

すために，一定のエリアでの住宅の制限につ

いて検討したりしておりますし，商業・業務

の集積とバランスのよい都心居住，こういう

ことも考えていくために，住宅のボリューム

の抑制についても検討をするということなど
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にさせていただいております。 

  やっぱり都心でございまして，商業・業務，

にぎわい，活性も重要でございますし，居住

機能も必要ですので，そういうバランスのと

り方につきましても，慎重に取り扱うべき問

題であるというふうに認識してございますの

で，今後の進め方といたしましては，幅広く

皆さんの意見を聞きながら，都心にふさわし

い土地利用について，手法も含めて丁寧に検

討を進めてまいりたいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 光田君。 

○１番（光田あまね君） 子育てしやすいまち，

住みやすいまちというのは，安全な通学路や

また良好な教育環境も大きく寄与すると思い

ます。用途地域等の見直し方針など，時代に

合わせたまちの機能，区画整理等，行政が誘

導していく必要があると考えます。三宮の再

整備とともにコンパクトな市街地に点在また

隣接する住民への配慮を要望して，私からの

質問を終わります。 

○議長（池田りんたろう君） 御苦労さまでし

た。（拍手） 

  この際，暫時休憩いたします。 

  午後１時10分に再開いたします。 

   （午後０時７分休憩） 

   （午後１時11分再開） 

○議長（池田りんたろう君） 休憩前に引き続

き会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

  ４番諫山大介君。 

  （４番諫山大介君登壇）（拍手） 

○４番（諫山大介君） 民進党神戸市会議員団，

灘区選出の諫山大介でございます。それでは，

３つのテーマで質疑させていただきます。 

  まず，県費負担教職員の権限移譲について

お伺いします。 

  教育大綱にも掲げられているとおり，学校

の組織力の強化のためには校長を補佐する教

頭の役割が大きいと考えられますが，特に小

学校では，あらゆる業務が教頭に集中する傾

向にあり，教頭の多忙化対策が喫緊の話題と

なっています。直近に行われました総合教育

会議においても，その話題が上がりました。 

  県費負担教職員の権限移譲に伴う定数運用

の工夫により，総務・学習指導担当を順次設

置するとのことですけれども，どのように教

頭の多忙化解消につなげていくのか，伺わせ

てください。 

  次に，限られた財源や人材の中で，どの部

分を手厚くしていくのかが課題であることは

言うまでもありません。教員の資質及びやる

気を向上させる１つの方法として，教員の評

価により，指導力や勤務実績が処遇上も報わ

れるようにしていくことが必要であると考え

られると同時に，教員の職務の性質上，評価

の難しさも考えられると思います。 

  県費負担教職員についても，権限移譲後は

市の人事評価制度を導入するということです

が，どのような形で教職員の人事評価を行い，

またその評価結果を処遇に反映させていくの

か，伺わせてください。 

  次に，アフリカ・ルワンダ共和国との経済

交流についてお伺いします。 

  今年度より，アフリカ・ルワンダ共和国と

のＩＣＴ分野を中心にした経済交流連携を進

めており，この５月には市長が民間事業者と

ともにルワンダのキガリ市を訪問し，経済交

流や教育支援など産官学の連携を目的とした

共同宣言に署名されたと聞いております。 

  これまでも海外に目を向けた施策を積極的

に展開しようとされておりますけれども，現

在取り組んでいるルワンダの連携事業におけ

る市長の狙いと今後の展開について伺いたい

と思います。 

  最後に，摩耶山・六甲山の活性化について

お伺いします。 

  ことし８月に，まやビューライン，六甲有

馬ロープウェーの無料運行社会実験と市営バ
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スの臨時無料運行が実施され，市外・市内多

くの方が公共交通機関により摩耶山・六甲山

を訪れました。 

  訪問客から回収したアンケート結果を踏ま

えて，今回の社会実験をどのように総括し，

またその結果を今後どのように六甲山や摩耶

山の活性化につなげていくのか，伺わせてく

ださい。 

  以上，よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 諫山議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

  最初に私から，ルワンダ共和国との経済交

流についてお答えを申し上げます。 

  来年，神戸は開港150年を迎えますが，神

戸は開港以来，常に未知の世界―― フロンテ

ィアに挑戦をし続けて発展をしてきたまちで

はないかと思います。こういう進取の気風と

いうものは，我々は受け継いでいかなければ

ならないと思います。 

  そういう意味では，アフリカ大陸は最後の

フロンティアだと言われておりまして，政府

もことしの夏にナイロビでＴＩＣＡＤを開催

するなど，アフリカとの経済交流を進めてい

ます。神戸市も，このＴＩＣＡＤの会場に神

戸市の専用の特設ブースを開設をいたしまし

て，安倍総理またケニヤッタケニア大統領に

も御視察をいただきました。 

  アフリカとの経済交流，これから我が国全

体では期待をされているわけですが，残念な

がら今，神戸ではアフリカと経済交流が活発

であるわけではありません。そういう中で，

最近できましたアフリカとの足がかりがＡＢ

Ｅイニシアチブによる人材支援であります。 

  このＡＢＥイニシアチブは，この４年間で

約1,000人のアフリカの若者を日本の大学院

の修士課程で学んでもらうと，そしてその間

に企業でのインターンシップを経験をしてい

ただくというものですが，このＡＢＥイニシ

アチブによりまして，市内の神戸情報大学院

大学にはアフリカからの留学生が約64名在籍

をしておりまして，このうち最も多い国がル

ワンダからの12名の留学生です。 

  そして，このルワンダ共和国は，近年では

大変高い経済成長を達成をしておりまして，

治安のよさ，また汚職の少なさということか

ら，世界銀行のレポートではアフリカ大陸で

最もビジネス環境がすぐれた国だというふう

に指摘をされています。ルワンダは資源に恵

まれない国ですけれども，そういうようなこ

の弱点を逆に生かして知識集約型産業のハブ

になり，ＩＴ産業の発展による経済成長を目

指しております。 

  そのような中で，ＩＴ分野を中心としたル

ワンダ共和国との経済交流連携事業を推進を

することは国策にも沿う流れでありますし，

神戸市内を中心としたビジネスチャンスの拡

大にもつながり，また人材育成という面でも

貢献できるというような意義があるのではな

いかと考えております。 

  そうしたことから，５月にはルワンダを訪

問いたしまして，キガリ市との間でＩＴ分野

を中心とした経済連携に関する共同宣言に署

名をいたしました。神戸とキガリがそれぞれ

日本とアフリカのゲートウエーになり，相互

にメリットのある交流を進めていくというこ

とが大事ではないかと考えています。 

  キガリ市のムカルリザ市長―― 女性の市長

ですけれども，何回も意見交換をいたしまし

た。市長の執務室にも案内をしていただきま

した。感じましたのは，ほとんど書類がない

ということです。ほとんどがＩＴ化されてお

ります。少なくとも私の市長室とは全然違う

執務環境でありまして，この面ではキガリ市

におくれをとっているのではないかというふ

うに深く反省をいたしました。 

  そういうようないろいろな意見交換もいた

しましたけれども，こういうような経過を踏

まえまして，具体的には６月と10月に民間事
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業者向けの勉強会やセミナーを開催をする。

民間事業者の皆さんによる訪問団の派遣を行

う。逆にルワンダ経済団体幹部を神戸に招聘

いたしまして，民間事業者との意見交換を行

う。またＪＩＣＡの草の根技術協力事業とい

たしました教育プログラムを展開をする。10

月17日にはアフリカ留学生と民間事業者のマ

ッチングを目的とした大規模な交流イベント

も開催をいたしました。民間事業者間のビジ

ネスマッチングも確実に進んでおります。 

  これからの神戸市の自治体交流は，一般的

な友好・親善ということを越えて，ビジネス

交流に的を絞った，焦点を当てた，そういう

ようなところに重点を置いていかなければな

らないというふうに考えておりまして，この

ルワンダとの交流は，まさにそのモデルにも

なり得るというふうに考えております。 

  今後，民間を主体として，自治体もこれに

かかわると。そして政府とＪＩＣＡ，ジェト

ロの支援もいただきながら，目に見える形で

成果が上がるルワンダとの経済交流を進めて

いきたいと考えております。 

  次に，六甲山・摩耶山の活性化につきまし

て，８月の無料運行社会実験を踏まえたその

総括と今後の展望につきまして御質問をいた

だきました。 

  ８月22日から26日までの平日５日間，まや

ビューラインと六甲有馬ロープウェーの無料

運行の社会実験を行いました。５日間で，ま

やビューラインは約３万2,000人，六甲有馬

ロープウェーは約１万3,000人の方々に利用

をしていただきました。これを去年以前の８

月の平均値と比較をいたしますと，まやビュ

ーラインでは約６倍，それから六甲有馬ロー

プウェーでは約3.5倍の乗客増ということに

なっております。 

  アンケート結果によりますと，初めて乗車

された方が，まやビューラインでは約４割，

六甲有馬ロープウェーでは約５割ということ

でありました。これは想像以上に，私の受け

とめ方では多い数字でありまして，まやビュ

ーライン，有馬六甲ロープウェーが市民ある

いは近隣の地域の皆さん方に余り親しんでい

ただいていないと，余り利用されていないと

いうような状況が浮き彫りになったのではな

いかというふうに感じております。もっとも

っと利用していただくような努力をしなけれ

ばいけないということが，こういう数字にも

あらわれているのではないかというふうに感

じました。 

  また，まやビューライン，六甲有馬ロープ

ウェーともに無料運行に対する満足度では，

約７割の方が満足をしたと回答されました一

方，無料運行がなくても訪れるのですかとい

う問いに対しては，約６割の方が訪れたいと

回答をしていただき，子供連れの家族にとっ

ては，料金が高いため訪れにくいという意見

もありました。 

  こういうような実験を，この総括を踏まえ

まして，今後どのように利用増を図っていく

のか，さらにこの利用増とあわせて六甲山・

摩耶山の活性化をどうするのかということに

つきまして検討を進めていきたいというふう

に考えております。 

  ほかの御質問につきましては，副市長から

お答えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 県費負担教職員の

権限移譲に関連いたしまして，総務・学習指

導担当の配置につきまして，まずお答えをさ

せていただきます。 

  御指摘されましたように，学校の組織力の

強化のためには，校長を補佐する教頭の役割

が大変大きく，特に小学校では定数配当上，

担任を持たない教員の数が少なく，さまざま

な事務作業やトラブル事案への対応など，あ

らゆる業務が教頭に集中する傾向にあります。 

  そのため，教頭が本来のマネジメント機能

を果たすことが難しくなってきており，教頭
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の多忙化対策を行うことは喫緊の課題である

と認識をしております。 

  平成29年４月には県費負担教職員の定数決

定等に関する権限が兵庫県から移譲されまし

て，学校課題に応じた，より弾力的な教職員

配置が可能となることから，定数運用の工夫

により，小学校において担任を持たずに教頭

業務を補佐する総務・学習指導担当を順次配

置し，教頭の多忙化対策に取り組みたいと考

えております。 

  具体的には，生徒指導案件等のトラブル事

案への対応に当たったり，学校施設の管理や

照会・回答，会議資料の作成などの事務処理

を行ったり，教職員との相談役となるなど，

教頭との役割分担により業務の一部を補佐す

ることで，直接的に教頭の負担軽減を図って

いきたいと考えております。 

  また，この総務・学習指導担当は校内にお

ける学力向上に向けた取り組みを総括する役

割を担い，あわせて児童の学力向上も図って

いきたいと考えております。 

  総務・学習指導担当の配置によりまして教

頭業務の負担軽減を行うことで，教職員への

指導や学校運営のマネジメントなど教頭が本

来のマネジメント機能を発揮できるような支

援を行い，学校の組織力の強化につなげてい

きたいところです。 

  また，総務・学習指導担当には，将来，管

理職を担え得るような人材を積極的に配置し

まして，このポストを通じて学校のマネジメ

ント業務を経験することで管理職の養成にも

つなげていきたいと考えております。 

  今後もあらゆる方策によって教頭の多忙化

対策に取り組み，学校の組織力の強化を図っ

てまいります。 

  次に，教員への人事評価制度の導入でござ

います。 

  平成26年５月に，能力及び実績に基づく人

事管理の徹底及び退職管理の適正の確保を目

的として，地方公務員法及び地方独立行政法

人法の一部を改正する法律が成立・公布され，

平成28年４月１日に施行されました。今回の

改正では，勤務評定にかえて人事評価を導入

することが定められております。 

  人事評価は，職務遂行過程において発揮し

た能力と上げた業績を把握した上で行われる

ものとされており，目標や評価の自己申告や

上司と部下との面談，評価結果の開示などの

仕組みにより，客観性等を確保し，人材育成

にも活用するものとされております。 

  本市では行財政局が中心となりまして，法

改正に伴い，平成27年度から能力評価と業績

評価を組み合わせた人事評価制度を導入して

おります。教職員のうちでも市立高等学校や

幼稚園の市費教職員につきましては，市長部

局と歩調を合わせ，平成27年度は試行実施，

28年度は本格実施しており，平成28年度の評

価結果を平成29年度の処遇へ反映するよう取

り組んでいるところであります。 

  小・中・特別支援学校の県費負担教職員に

つきましてですが，平成18年度より県の評価

制度である教職員人事評価育成システムが導

入されております。平成29年度の権限移譲後

は，県費負担教職員についても，このシステ

ムに変えて市の人事評価制度を導入していく

方針であります。 

  御指摘のとおり，評価結果を処遇へ反映す

ることは，教員のやる気を高めることにもつ

ながるものと考えております。また，若手教

員が多いという現状を踏まえると，教職員１

人１人との面談を通じて教職員の指導・育成

を行い，結果として資質の向上，人材育成を

積極的に行えることが人事評価制度を導入す

る大きなメリットであると考えております。 

  既に導入しております市立の高等学校長，

幼稚園長からも，この評価制度を導入した効

果として，面談を通じて教職員とのコミュニ

ケーションが深まったという声も多く寄せら

れていることから，このメリットを十分反映

できるよう，教育現場の特殊性に配慮しつつ，
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権限移譲後は小・中・特別支援学校に円滑に

人事評価制度を導入していきたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） それでは再質問，一問

一答でお願いします。 

  県費負担教職員の権限移譲の件で，小学校

教頭の業務負担を軽減する措置は理解できま

した。 

  平成27年度決算特別委員会，行財政局の局

別審査の審議で，30代前半の若手教職員が係

長に昇給すれば年収で約70万円程度増加する

という答弁がありましたけれども，かつての

総合教育会議でも議題に上がりました，教頭

のなり手不足を解消する１つの手だてとして

教頭の給与面を議論していくということです

けども，係長級である教頭の給与面での改定，

これについてはお考えのほうはありますでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） 確かに教頭志願率

は小・中学校ともに，おおむね減少傾向であ

りまして，深刻な状況となっております。小

学校においては，特に深刻な状況であり，総

務・学習指導担当の配置のほか，事務処理負

担の軽減などの多忙化対策について早急に取

り組んでいきたいと考えております。 

  そして，教頭を目指す上で，処遇もやはり

重要なインセンティブの１つであると考えて

おります。教頭としての責務を負うにもかか

わらず，現在は県による給与減額措置の影響

もありまして，主幹教諭，一般教諭との給与

差が小さく，結果として管理職を目指すイン

センティブが働きにくい状況であると考えら

れます。 

  権限移譲により，市独自に処遇改善を行う

ことが可能となります。具体的には予算編成

の中で議論を行っていくこととなりますが，

まず県の給与減額措置については復元すると

ともに，管理職手当の増額について検討を行

っているところでございます。本年11月15日

の総合教育会議でも，教頭の処遇改善につき

ましては議論がなされておりまして，平成29

年４月の権限移譲と同時に，ぜひとも実施し

ていきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） 総合教育会議でいろい

ろ議論になった教頭のなり手不足もしくは多

忙化対策，１つ１つ手を打っていくというこ

とで，目に見える形になったというのは大変

評価させていただきたいと思います。 

  教員に対する人事評価，これを性質上と捉

えるのか，個人的には非常に難しいと考えて

おります。既に市立高校等でされているとい

うことなんですけれども，評価ではなく，職

務の軽重で差をつけるというのも１つではな

いでしょうか。多忙化アンケート等で実態は

十分つかんでおられると思うんですけれども

―― またちょっと知り合いの教員の方にいろ

いろとヒアリングをさせていただいたら，中

学校なんですけれども，一番大変なのは教頭

で，２番目が学年総務ということになってお

ります。 

  委員会，役所，地域，保護者からの窓口が

全て教頭先生で，苦情の初期対応，役所の書

類作成，全て賄っている。朝６時半から夜は

９時，10時というのが実情であるということ

と，学年総務に関しては，学年にかかわる計

画から実行，全ての責任者で，通常業務で問

題が発生した場合は全てに対応する。総務と

いうことで何でも―― 便利屋さんということ

を聞いております。このあたりが，担任以外

の業務で漏れるところ全てカバーしているの

で，その役職についた教員は非常にしんどい，

大変であるというのは，恐らく現場では認識

されていると。その中で，今回の人事評価制
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度，もちろん面談を通して前向きになるのは

いいと思うんですけれども，そういった現場

の声ですね，軽重をつけるというのは，ちょ

っと申し添えたいと思っております。 

  第３位は教務部長，生徒指導部長も大変と

も聞いております。次に，行政職であれば，

１人の課長に大体４～５人の係長で，１人の

係長に２～３人の職員が配置されていると思

うんですけれども，学校現場―― 区役所もそ

うだと思いますが，１人が多い場合では50人

から，場合によっては100人の面談，それ３

回必要になってくると。校長・教頭で分担し

たとしても，かなり大変なのは想像できると

思うんですが，いわゆるピラミッド構造では

なくて鍋ぶたに近い学校現場，管理職への業

務がふえると考えております。何か提案でき

るあれはないんですけれども，これに関して

は何か御見解のほう，よろしくお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 雪村教育長。 

○教育長（雪村新之助君） まず，議員が前段

に言われました教頭にさまざま降りかかって

きている業務また事務の負担の軽減について

ですが，現在検討しておりますが，少しでも

事務負担を軽減するために，いわゆる事務補

助の補助スタッフのようなものについて配置

―― 一気にとはいきませんが，そういった形

で配置して，電話や来客時における一時対応

など，教頭のサポートをできるようになれば

というふうなことを検討しております。 

  そして，いわゆる導入されます人事評価に

関することでございますが，確かに県費負担

教職員については，平成18年度から，先ほど

申しましたように県の人事評価制度を実施は

しているんですが，主な，県の制度と市の制

度の違いでございますけど，県は面談が年１

回だったんですが，市になりますと３回実施

となります。また，県は校長だけが面談を行

っておりますが，市は教頭も期首面談を１回

実施するということ。また，県は標準未満の

者に対してのみ評価結果を開示する必要があ

ったけど，市は原則として全員に評価結果の

開示を行うというようなことが市と県の違い

として挙げられます。このため，本市の人事

評価制度を導入することによって，管理職は

面談及び評価結果の開示回数がふえることに

はなります。 

  しかし，これまでも学校運営の中で，例え

ば新年度の校務分掌を校長が割り当てる際や，

夏休み期間中に将来のキャリア形成へ向けて

既に校長と教職員が面談を行っている場合が

ございます。このため，人事評価制度の面談

については，これらの機会も活用しながら実

施することにより，評価に係る業務量が純増

とならないように抑制を図っていきたいと考

えております。 

  特に部下の育成は管理職にとって非常に大

切な役割の１つですから―― 若手教員が多い

学校現場では，特に人材育成が急務の課題で

ございます。人材育成につながる人事評価制

度を円滑に導入しつつ，評価に係る業務量の

抑制も一定図っていくことが非常に重要であ

ると考えておりまして，できるだけそういっ

た形で業務の抑制，そして先ほど言いました

事務サポートについて，体制の強化等につい

てあわせて検討していきたいというふうに考

えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） またいろいろと，よろ

しくお願いいたします。 

  それでは，六甲山・摩耶山のほうで再質問

させていただきます。 

  まやビューラインの利用者，市内66％，六

甲有馬ロープウェー利用者，市内43％という

結果から，六甲山は市外からの観光客が主に

集まる名所，対して摩耶山は，このあたりな

ら東遊園地のように市民が憩う場として活用

されておりますので，ターゲットが若干異な
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るのではないかと思います。 

  今回，少し摩耶山に絞って再質させていた

だきます。 

  先ほど数字のほう，市長からありましたけ

れども，平日約６倍というすごい利用者が出

てきたということですけれども，18系統の無

料バスを含めて大変な利用者数だったと思い

ます。ビューラインの，私も順番待ちをして

いたら，後ろの方の中学生以来何十年ぶりだ

という会話も聞こえてきました。摩耶山の魅

力を再度体験してもらうキャンペーンとして

は，よかったのではないかと思っております。 

  先ほどもありましたが，40％が初めての乗

車経験ということで―― ただ私が聞いた範囲

では，地元の方，特に運営とかされてる方か

らは，無料運行に関しては賛否さまざまな意

見があったのも事実でございます。 

  その中で，これだけ多くの観光客，いわゆ

る受け入れキャパシティーを超えた観光客が

来た場合に，どれだけ―― 閾値の確認ができ

たというふうに前向きに捉える意見もありま

した。具体的には，山上のカフェに４～５倍

のお客さんが来て，木曜日には全て品切れに

なってしまった。つまり，どれぐらい来るの

か読めなかったというところです。 

  そういう意味では，このキャンペーンなん

ですけれども，来年以降―― 来年ですね，同

様にキャンペーン的にするのか，もしくは時

期，日数，無料・値下げ・有料いろいろある

んですけど，その辺の検討というのは今わか

りますでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） これは来年行うかどう

かは，まだ未定です。一定の減収になるとい

うことも事実ですし，今回の実験によりまし

て―― 先ほどごくわずかですけれども総括を

させていただきましたが，いろいろなデータ

をとることもできましたので，これを踏まえ

てどう利用者増に結びつけることができるの

か，さらには摩耶山また六甲山全体の活性化

に結びつけることができるのかということを

考えるということが，本来の我々がやるべき

ことではないかというふうに感じております。 

  決してこれは，やらないというわけではあ

りません。さまざまに御意見をお伺いをしな

がら，来年やるかどうか，検討させていただ

きたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） ふだんの運行にどう反

映させるのかも，これも大事な視点ではない

でしょうか。例えば乗客数が少ない曜日をワ

ンコインにする，休日はエコファミリー制度

みたいに子供を無料にするなど，乗降客の少

ない特定の日を狙ったり家族に利用してもら

うことで，薄く広く，ふだんにも利用者を伸

ばす視点も必要ではないかと思います。もっ

と大きく言えば，新たな料金体系も含めて効

果的に平日の利用客を伸ばす議論もするべき

と考えますけれども，これに関して御見解の

ほうお願いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 今回の社会実験で―

― 先ほども結果，市長も報告させていただ

きましたけど，やっぱり料金が高いという，

それがネックになっているというのは我々も

よくわかってございますが，ただ採算面を申

し上げますと，まやビューラインも六甲有馬

もそうなんですけど，毎年赤字になっている

というような状況から考えますと，新たな料

金体系にすぐ結びつけるというのはちょっと

難しいかなというふうには思ってございます

が，ただ今回やっぱり多くの方々に利用して

いただいて，その存在を知っていただいたと

いう意味では大きかったので，これを踏まえ

まして，来年度以降，新たなどういう形の実

験とか施策がとれるのか，検討を重ねてまい

りたいと思います。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） それでは少しハード面

―― 虹の駅の利活用についてお伺いします。 

  掬星台―― 頂上ですね―― 行く途中に時間

を過ごせる場所も必要かと思います。今回の

社会実験でも，定員52名のケーブル，定員29

名のロープウエーの関係で，１時間から１時

間半の待ち時間があったと聞いております。

この場所で，滞留をうまく生かせないかと―

― 例えば屋根つきの展望台設置であります

とか，ここの活用も必要ではないかと。これ

プラス，このエリアには廃墟になっておりま

すけど，元摩耶観光ホテルというキラーコン

テンツもあるんですが，これらの活用も視野

に入れて，市としてもサポートのほう，ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

  この件では最後になりますけれども，この

アンケート結果を踏まえまして，今後の取り

組みに生かすため，神戸市，公社，地元団体，

摩耶山再生の会などがすごく頑張っていらっ

しゃいますけれども，この４者で協議するよ

うな場に持っていくのは，この無料運行をテ

ーマにそういう場を持つのか，これちょっと

お聞きしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 摩耶山では，御承知

のように，摩耶山再生の会を初めといたしま

して，あとは六甲・摩耶山あちこち回遊推進

委員会，それから摩耶山の観光文化協会―― 

これは摩耶山の山上の施設の方々も入ってお

られますので，こういう方々とは十分情報を

共有しながら，御意見を伺いながら，次の施

策については検討させていただきたいと思い

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） アンケート結果がまだ

ちょっと開示がされていなかった部分もあり

まして，地元の方も少し不安になっていて，

来年どうなんだろうと―― これだけ盛り上が

ったいろいろな意見がある中，どうしていく

のかという不安の声が上がってましたので，

しっかりこの３者でしていただくということ

で，ありがとうございます。よろしくお願い

いたします。 

  今度，ルワンダに関して，これはもう再質

問といいますか，いろいろ市長の熱意のほう

をいただきましたので―― これは決算特別委

員会局別審査でも質疑，私させていただいた

内容で，この時点での方向性については答弁

はいただいておりました。 

  人材交流を通じて，神戸市内企業を中心と

したビジネスマッチングというふうに認識し

てるんですが，まだ始まったばかりなので，

今後の実績に注目していきたいと思います。 

  当時の小川和也ルワンダ大使が神戸市役所

を表敬訪問し，ルワンダとの連携強化を依頼

したことをきっかけに，企画調整局の職員や

ＪＩＣＡ，神戸情報大学院大学の副学長らで

現地調査ミッションが行われまして，市長の

ルワンダ視察につながったと聞いております。

この流れからも，市長がイニシアチブをとっ

た施策という認識がありますけれども―― 国

策によってですが，神戸に留学生がいたとい

う機会を生かして，一都市がここまでできる

のかという思いもあります。 

  神戸情報大学院大学の副学長からの市長へ

のエールがありますので，ちょっと読ませて

いただきます。 

  ルワンダには青年ＩＣＴ省があります。悲

劇の歴史を乗り越えるためには経済発展が不

可欠と考えられており，可能性に満ちた若者

によるＩＣＴイノベーションを成長のエンジ

ンと捉えていると。これは神戸が掲げるビジ

ョンともまさに合致するものです。ここにい

ち早く着目された市長の先見性には，驚きと

尊敬の念でいっぱいです。 

  今，ルワンダと神戸における若者とのＩＣ
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Ｔを通じた経済連携は，スポンジに水がしみ

込むように着実に神戸―― 日本の社会に溶け

込んでいることを実感しております。また，

ルワンダ以外のアフリカ諸国やＩＣＴセクタ

ー以外の企業も関心を寄せつつあります。 

  今後も，この他都市にはないユニークな施

策と市長のリーダーシップに期待しておりま

す，というエールのほうをいただいておりま

すので，来年は開港神戸150周年―― 21世紀

では，こういった人材交流が新たな開港に当

たるのではないかと考えます。このエールを

受けて，市長，何かコメントをよろしくお願

いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） そのように評価をして

いただいておりますのは，ありがたいことだ

と思いますが，同時に，やはりこの交流の動

きというものをできるだけたくさんの皆さん

に知っていただき，そして参加をしていただ

く。特にＩＴを初めとする若手の経済界の皆

さんの中でこの動きが広がっていくというこ

とを期待したいと思いますし，私たちもそう

いうような努力をしていきたいと思います。 

  同時に，このルワンダは内陸国ですけれど

も，将来的にはアフリカとの間で，例えば海

運などでの可能性というものを模索をする必

要もあります。また，アフリカだけではなく

て，南米との間の航路ということも，これも

模索をしていくということが必要なのではな

いか，今行われていない経済交流の足がかり

というものを新しい国々の間につくっていく

ということが大切ではないかというふうに感

じています。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 諫山君。 

○４番（諫山大介君） ありがとうございます。

余りちょっと市長を持ち上げ過ぎますと，会

派内で嫌みを言う方がいらっしゃいますので，

これぐらいにさせていただきます。 

  最後に，私が本会議で初めて質問させてい

ただいてから，はや１年がたちました。昨年

もこの話題しましたけれども，ことしも神戸

市のホームページ―― 神戸市政５大ニュース

募集アンケートがされております。神戸開港

150周年，Ｇ７保健大臣会合，メモリアルな

ものから連続ドラマで盛り上がってます「べ

っぴんさん」を生んだ神戸文化の発信。今回

取り上げさせていただきました３つのテーマ

も実は候補に挙がっております。 

  その中で，政務活動費の領収書等のネット

公開の開始という議会改革も含まれておりま

して，御存じでしょうか。議会改革のきっか

けになったのは政務活動費の不正利用という

大変残念なものであり，ネット公開の作業に

関しては事務局が大変であると思うんですけ

れども，全国の議会に先駆けた取り組みにな

っていると思っております。 

  昨年度，私たちの会派の元代表，議員定

数・議員報酬・政務活動費の削減をこの議場

で宣言させていただきました。いわゆる身を

切る改革です。有言実行をしまして，会派３

つに切りました。現在４名でつつましく活動

しておりますけれども，頑張っていきたいと

思います。来年こそ落ちついた年になること

を祈りつつ，質問のほうを終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（池田りんたろう君） 御苦労さまでし

た。（拍手） 

○議長（池田りんたろう君） 次に，51番あわ

はら富夫君。 

  （51番あわはら富夫君登壇）（拍手） 

○51番（あわはら富夫君） 私は，久元市長並

びに関係当局に以下３点の質問を行います。 

  第１点目は，平成29年度予算編成に向けた

事務事業見直しについてであります。 

  先般，予算編成の新たな取り組みとして，

事務事業見直し候補の一覧が公表されました。

私はかねてから予算編成過程の見える化を求

めてまいりました。この時期での公表に踏み
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切っていただいたことに，見える化の第一歩

として評価をしておるところです。 

  ここで質問しますが，今後，予算編成過程

の中で見直し内容を検討していくとのことで

すが，市民，関係者の意見を十分に聞くこと

はもちろんですけれども，さらに予算編成の

見える化を進めるためにも，今後の検討過程

について，どのような手法で，どのような議

論があって，これら事務事業の見直しが予算

化されていくのか，議会や市民に見えるよう

にするべきと思いますが，どうでしょうか。 

  第２点目は，子育て支援施策とまちの成長

についてであります。 

  本市では，若者に選ばれるまちの実現に向

けた取り組みが進んでおります。明石市の資

料によると，神戸市から明石市への転入が大

きくふえており，平成27年度では，明石市へ

転入した都市として，神戸市からが全体の約

４割までになっております。それは，所得制

限なしの中学３年までの医療無料化，第２子

以降の保育料無料化や小学校の30人学級実現

など，他都市と比較して思い切った子育て支

援施策やその効果的な情報発信が要因と言わ

れております。 

  しかも，これらが誘引して人口増加へＶ字

回復し，税収増加や基金残高増加にもつなが

る好循環を生み出し，全国的にもその施策が

大きく評価をされております。子育て支援策

を貧困対策でなく中間層の若者家庭をターゲ

ットに，所得制限をしない普遍的な施策とし

て行っていることが成功しております。 

  ここで質問しますが，市長は若者に選ばれ

るまち神戸を標榜されて，三宮再開発や企業

誘致など，まちの魅力を強調されております

けれども，中学生の医療無料化は当たり前で

すけれども，子育てしやすい環境整備に向け

た普遍的な戦略的施策と効果的な発信を必要

だと思いますが，どうでしょうか。 

  第３点目は，三宮の再整備についてであり

ます。 

  三宮えき～まち空間の基本計画作成が進め

られています。具体化するにつれて，民間の

財産権に及ぶ問題が生じてくるのではないか

と危惧をいたしております。特にバスターミ

ナル整備予定地域だけが具体的で，計画年度

もはっきりしているだけに，突然その区画で

ホテル建設が始まり，周辺が驚いております。 

  ここで質問しますが，30年の長期計画と具

体的な短期計画が同時進行し，規制がおくれ

ているこのような進め方では，民間の投資を

呼び込むよりも利権を呼び込むおそれがある

のではないかと考えますがどうでしょうか，

見解を伺います。 

  以上３点質問いたしますので，簡略な御答

弁をお願いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） あわはら議員の御質問

にお答えを申し上げます。 

  私からは，子育て支援施策につきましてお

答えを申し上げます。 

  人口減少を克服し，神戸が将来にわたって

魅力あふれる都市として発展していくため，

2020年までに実現すべき目標と具体的な施策

を盛り込みました神戸2020ビジョンを平成28

年３月に策定をいたしました。 

  ビジョンの目標の１つには，年間１万2,00

0人の出生数を維持することを掲げておりま

して，妊娠・出産・子育てといったライフス

テージごとの支援策を切れ目なく展開するこ

ととしております。 

  子育て支援施策につきましては，安心して

子供を産み育てることができるよう，親と子

の健康，仕事と子育ての両立支援，教育環境

の充実，地域における子育て支援，特に支援

が必要な子供・家庭への支援を基本的な視点

として，さまざまな施策を実施をしていると

ころであります。 

  子育て支援施策は，妊娠・出産・子育ての

ライフステージごとの支援施策を切れ目なく
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重層的に展開することが重要です。その上で

施策効果をより一層高めるため，広報・ＰＲ

手法を工夫いたしまして，必要な人に適切な

情報が届くよう，きめ細やかな情報提供に努

めていきたいと考えております。いろいろな

施策をやっておりますが，それがターゲット

としている皆さんに届いているのかどうかと

いうことについては，これは私たちはかなり

反省しなければいけない面があろうと思いま

す。工夫をさらにしていきたいと思います。 

  明石につきまして御指摘がありました。 

  明石などほかの都市におきまして，さまざ

まな子育て支援施策が実施をしていることは

承知をしております。その一方で，限りのあ

る財源の中で，施策の有効性と持続性の観点

から，神戸の特徴を踏まえた上での今後の子

育て施策の展開について検討をしていきたい，

充実をさせていきたいと考えております。 

  明石は，狭い地域を神戸市が全体を取り囲

むような形になっておりまして，明石に転入

する方々の中で神戸市からの転入者がかなり

のウエートを占めているということは，これ

はある程度予想できることでありまして，殊

さらびっくりするほどのことでもないという

ふうに感じております。 

  ほかの御質問につきましては，副市長から

お答えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） 事務事業の見直しに

ついてお答え申し上げます。 

  中期財政収支見通しでは，29年に19億円の

収支不足額が発生するということから，新た

な行政課題，市民ニーズに対応するための新

規・拡充施策を実施するためには，事務事業

の見直しをやっていくということで，スクラ

ップ・アンド・ビルドの観点からやっていく

必要があるということで取り組んでおります。 

  毎年取り組んでおるわけですけれども，こ

れまでの事務事業の見直しにつきましては，

昨年まで予算案とほぼ同時期に発表させてい

ただいておりましたが，ことしの２月の議会

におきまして，市会からこういう形でいくと

唐突感があると。あるいは，関係者や市民の

意見を十分聞くべきだというふうな御指摘を

いただいたということで，そういう議論も踏

まえまして，今回からは29年度の予算編成方

針の中でということで，以前よりも早い時期

に行財政局から各局に対して見直し検討を―

― こういう項目について，こういう方向性

で見直しをしてほしいという提案の時点でお

示しをしたということでございます。 

  事務事業の見直しは，新規・拡充事業など

政策予算の編成と一体的に議論することが必

要でありますので，個々の事業の見直しの方

向性につきましては，当初予算とあわせて，

まず市民の代表である議会において御審議を

いただくことが適当であるというふうに考え

ております。 

  今後，個々の事業につきましては，所管局

において必要に応じて関係者や市民の意見を

お聞きした上で，委員会審査などで議会より

いただいた御意見を十分踏まえまして，予算

編成過程での議論を経た上で予算案として御

提案をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） 三宮の再整備につき

ましてお答えをさせていただきます。 

  三宮の再整備基本構想におきまして，神戸

の玄関口にふさわしい人中心の，えき～まち

空間ということを提示させていただきまして，

この基本計画をつくっていこうとしているわ

けでございますが，これは三宮にあります６

つの駅と周辺のまちとを一体的につなぐとい

うことで，交通拠点としての機能や回遊性を

高めようと。または，新たに神戸らしい景観

をつくっていこうと，そういうことで進めて
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いるものでございまして，この中には道路等

の公共施設だけではなくて，周辺の民間建築

物も合わせて一体的に整備される必要がござ

いますので，その共通像を示すということで，

この基本計画を神戸市が中心になってまとめ

ていこうとしているものでございまして，そ

れぞれの民有地の施設の計画を立てるという

ようなものの趣旨のものではございません。 

  作成に当たりましては，もちろん地域の

方々とも十分に意見交換をしながら，共有で

きる基本計画を策定していきたいと考えてご

ざいますし，策定後はそれに基づきまして，

民間建築物のデザイン誘導，このようなもの

も図っていく必要があると思ってございます

ので，景観デザインコード，こういうのもつ

くっていきたいというふうに考えてございま

す。 

  今回行います再整備では，震災の後，行い

ましたような再開発とはちょっと違ってござ

いまして，行政だけでやるものではなくて，

道路等の公共施設は行政がやりますが，民有

地の施設は民間事業者が整備していただく，

そういうことで考えておりまして，民間の知

恵や活力，そういうことを存分に発揮してい

ただいて進めていきたい―― ということです

ので，やっぱり民間の施設については民間の

事業者それぞれの御事情もございますから，

更新の時期や手法もそれぞれが検討されるこ

とになるというふうには考えてございます。 

  いずれにいたしましても，再整備構想で示

していただいた中身であったり，今後決まっ

てまいります，えき～まち空間の基本計画，

この考え方を御理解していただいて，新たな

三宮―― ビジョンに示されたような三宮が実

現できるように調整を図ってまいりたいと思

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） あわはら君。 

○51番（あわはら富夫君） それでは３点まと

めて，一問一答ではなくて質問させていただ

きたいと思います。 

  まず最初に，三宮の再整備について。私が

質問した趣旨，ちょっと理解されてないのか

なというふうに思いましたが，実は５年以内

の短期計画と30年ぐらいの長期計画が一緒に

なって再整備ということで議論されてると。

ただ，当初，種地と言われて，今はバスター

ミナルというところについては，これ完全に

場所が指定されてるわけですよね。しかも区

役所や勤労会館，これは公共用地ですけれど

も，その他の指定された土地は民地―― 例え

ばダイエーなんかもあるし東急インもある，

東横インもあると。もっと言えば，今ホテル

が建設途上の―― あれはもともと駐車場だっ

た，長い間ね。そこが突然，東急インのホテ

ルの横にホテルが建つと。これは建ててる人

の意図というのはわかりませんけれども，た

だここの場所については一帯でバスターミナ

ルになるという指定をされてるわけでありま

して，民間がそれぞれ民間の形でやってもら

うのは自由だという話ですけれども，ここは

用途がはっきりしてるわけでね。そういうと

ころで，一方でホテルが新たに建設をされて

いくということのところに，財産権と，その

高度化を図るということの手法によっては，

それは逆に今後の市の負担なり―― 組合施行

になるのか区画整理手法になるのか，いろん

なやり方がありますから，直接施行になるの

かわかりませんけれども，ただそれは大きな

問題になってくるのではないかなと。そうい

うことはどういうふうにお考えなのですかと

いうことをお聞きしてるので，それはまず１

回答えていただきたいと―― それが１つ。 

  それから，若者に選ばれるまちについて，

びっくりすることじゃないよと，それは明石

市の上を神戸市が覆ってるわけですから，当

然神戸からの転入者は多いでしょうと，それ

は認めます。 

  ただ，明石市への転入超過が実は３年前か

ら起こってると。それまでは神戸市のほうに
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明石から来る人のほうが多かった。ところが，

３年前から―― 平成25年から26年，27年，だ

んだんふえていってるんですね。明石市は自

信を持って，神戸市の子育て施策よりも明石

市の子育て施策のほうがはるかに進んでます

という戦略的広報を行って，どんどん誘致を

しようとしてると。しかもびっくりするのは，

明石市自体が人口増に―― この同じ平成25年

から人口増に転換をしてると。こういう事実

をどう見るんですかと。 

  多分私の想像では，高齢者のほうが明石か

ら―― 今，都心回帰で，例えば三宮のほうに

変わってきてるというケース，多いと思いま

す。ところが，若者のほうは逆に子育ての魅

力ということで明石のほうに変わっていって

ると。それを引き去りをしても，実は明石へ

の転入超過になってる。そのことについては

市長どう思いますかということなので―― 私

は逆にそれをびっくりしました。当然神戸の

ほうから明石市へ行くよりも，明石市から神

戸へ吸収する能力のほうが高いわけですから

―― というふうに思ってたんですが，それが

３年前から逆転をしてるということをどうい

うふうにお考えか，それをお答えいただきた

いと思います。 

  もう１点は，事務事業の見直しです。 

  これについては，前々から予算編成過程を

公開してほしいと。常任委員会等で議論して

いただいてということではなくて，例えば１

つの例ですけれども，シルバーカレッジも今

回対象になってますけれども，実は退職後の

会社人間がなかなか地域には溶け込めないと。

女性のほうはずっと地域におられる方が多い

ですから，地域活動をされてる。ところが，

夫のほうは退職をしたけれども，なかなか地

域に溶け込めないと。ところが，３年間のさ

まざまな学習や実践の中で，地域で役割を果

たせる人間に変身できるためのプログラムみ

たいなものが非常に綿密にうまくつくられて

います。それは私も何人かの皆さんに確認を

したり，私の地域でもシルバーカレッジから

卒業してきた人たちが，いろんなボランティ

ア活動，地域活動に参加していただいてる。 

  一方で見れば，例えば局や市長から見れば，

実際に出してるお金よりも，その効果という

のは―― 効果というのは何を見て効果という

こともあると思うんですね。ところが，私か

ら見ると，これは必要なものやなと思うし，

学生から見ると，非常に勉強になって，これ

で社会的に生かせたと。そういうやりとりが

あって，結果，施策としてはこうなりました

と，そういうやりとりを見えるようにしてほ

しいと，とりあえず議会に見えるようにして

ほしいという意味ですので，もう１度お答え

をいただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 自治体の広報姿勢とい

うのは，それぞれ自治体の基本姿勢というも

のが反映されるところでありまして，明石市

が，自分のところは神戸市よりもすぐれた政

策をやってるから，人口が神戸から明石に転

入してるんだというような趣旨の広報をやっ

てることは知っております。 

  しかし，やはり自治体の広報のあり方とし

て，私はそういうような手法はとりたくはあ

りません。やはり神戸の市民は大変品位と誇

りを重んじる市民性を持っておりまして，私

はそういう市民性を体現をする市長でありた

いというふうに願っておりますので，明石の

ような広報手法は，私自身はとりたくないと

思っております。 

  その上で，さまざまな人口移動と考えたと

きに，自治体単位で見たときには確かにそう

いう人口移動が見えますが，また視点を変え

れば―― これは神戸でも，あるいは大阪でも

関東でもそうですが，一戸建ちからマンショ

ンという流れが結構あります。神戸でも西区

と北区が人口が減少しておりまして，中央区

が著しく人口がふえている。それから灘区・
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東灘区は，ごくわずかふえている，こういう

ような人口の流れがありまして，神戸と明石

の人口の流れもそういう面で説明ができる部

分もあるのではないかというふうに感じてお

ります。 

  当然のことながら，子ども・子育ての施策

も含めまして，それぞれの自治体が全く同じ

ことをやるべきではありませんので，それぞ

れの施策の重点の置きどころということも考

えながら，必要な分野での施策の充実を図っ

ていくということが必要ではないかというふ

うに感じております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 玉田副市長。 

○副市長（玉田敏郎君） シルバーカレッジで

すけれども，ここで再び学んで他のためにと

いうのが建学精神だそうでございます。その

成果を，やはり社会的に還元していただくた

めに勉強していただいているということだと

思います。それが十分できているのか，ある

いは今のカリキュラム等が十分なのかと。 

  もう１つ，ここの事務事業の見直しに挙が

った背景には，27年度の包括外部監査で―― 

これはお金の話ですけれども，学生１人当た

りで神戸市の負担が５万7,000円余りですよ

と。学生，卒業生は積極的に学んだ成果を社

会に還元することが望まれていると。それに

対して十分，社会貢献の実態を把握して，事

業の社会的有用性を裏づける必要があるとい

うふうな指摘を受けましたので，そういうこ

とも踏まえての見直しということにしている

わけでございます。 

  現状で言うと，いろいろコースによって応

募数が違いましたり，そういうこともある現

状がございます。こういうことに対して，ど

の程度実際に社会貢献をしていただけている

のかというふうな実態の把握というのもやは

り必要でありましょうし，それをもっと上げ

ていくための見直しということが必要なので

はないかなと思っております。 

  やりとりを見えるようにという議員の御質

問ですが，具体的にどういうことをやってい

けばそういうことになるのか，ちょっとわか

りませんけれども，これまでもいただいてい

る意見も踏まえて，そういう建学の精神に沿

ったようなカリキュラムになるように検討し

ていきたいと思っています。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 鳥居副市長。 

○副市長（鳥居 聡君） バスターミナルのと

ころのお話でございますけども，あそこにホ

テルの新築というのを我々は知りましてから，

向こうの事業者さんともお話はさせていただ

きましたけども，要は我々が三宮の基本構想

とか将来ビジョンを考える前から計画がスタ

ートしていたと，契約手続等も既に進んでい

るということで，中止することはできんけど

も，反対ではないと，バスターミナルが着手

となれば協力したいと，そういうことには言

っていただいてございます。 

  我々としては，あのあたりにバスターミナ

ルということを計画として示させていただい

てございますけども，具体的なバスターミナ

ルの規模とか，その事業手法などについては

現在，具体的に地権者の方々とも検討させて

いただいていることでございますので，引き

続きその辺の協議を行ってまいりますが，そ

ういうことを踏まえましても，利権を呼び込

んでいるというようなことではないというふ

うに認識しております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） あわはら君。 

○51番（あわはら富夫君） 今の部分ですけれ

ども，誰がその計画を知らないだとか，そん

な計画には反対ですなんていうことは絶対言

わないわけでね，それは当然協力しますよと

言うて，できたときには，その協力の見返り

はもらいますよと。それはその人がそうかど

うかはわかりませんけれども，こういう計画

をしたときには常にやっぱりそういう問題が
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一方では出てくると。これは，都市計画のほ

うは，私，非常にそのことは詳しいじゃない

ですか。 

  そういうことに対しても，きちっとやっぱ

り対応しないといけないし，そのためにはど

ういう計画の発表のあり方があるのか，その

計画の中身はどうなのか，この地域はどうい

う地域なのか，そういう分析をやっぱりちゃ

んとしないと私はいけないのではないか―― 

圧倒的に民地が多いわけですから。ただ，こ

こはほかに比べれば公共用地は多いです。だ

けど，他の民地と比べれば，民地のほうがま

だはるかに広いわけで，そういう対応はやっ

ぱり規制の概念というのを一方で持ちながら

考えないと，僕は大変なことになると思いま

すよ。 

  これは再質問しません。今後やっぱりこれ

は検証していきたいと思います。 

  あと事務事業の見直しですけれども，どう

いう手法があるのかというふうに言われたん

ですけれど，シルバーカレッジは１つの事例

として提示をさせていただいたんですが，や

っぱり地方自治というのは―― 市長に言うの

も何ですけれど，これは二元代表制というこ

とで，予算編成権は当然，市長にあります。 

  しかし，その予算の内容を，市民生活にと

って，その施策というものはプラスになるの

かマイナスになるのか，議会はこれをちゃん

とチェックをしないといけない。しかも認め

るのか認めないのか，さらには修正を求める

のか。それを判断するためには，事務事業の

見直しの課題が，当局の中のどのような議論

を経て予算化されていくのかというのを当然

議員も知る権利があると思うんです。それを，

情報を出せるのは皆様方しかいないわけでね。

議会の議論を活発にさせていくためにも，そ

ういうものもやっぱりできるだけ提示をする

という首長側の責任があるのではないかなと

いうふうに思いますので，それにもう１回お

答えをいただきたいと思います。これ，ぜひ

とも市長にお答えいただきたい。 

  それと，若者に選ばれるまちということで，

明石みたいなやり方はとらないんだと，神戸

は神戸のやり方があるんですよと，それは当

然だと思います。私はこういう広報の仕方が

本当にいいのかどうかということについては，

私もこれでいいのかなという思いもあります。 

  ただ，本気度が伝わってくる，これを見て

ると。これ，本気になって，やっぱり若者を

呼び込もうとしているという姿勢を感じるん

ですね。しかも戦略的である。これは貧困対

策で言ってるんじゃなくて，いわゆる中間層

の若者をターゲットにしている。中間層と言

ってるけども，いわゆる正規労働者―― ここ

で書いてるのは年収450万，そしてお母さん

のほうも年収250万と。子供３人というのを

例にとって，神戸市だったら中学３年生まで

幾らかかるというんですかね―― 790万かか

ると。明石市に住んでもらったら301万円で

済みますと，旅行にも行けますよと，こうい

う広報ですわね。 

  この広報のやり方がいいのかどうかは別と

して，しかし現実にそうだとすれば，これは

やっぱり問題だと思うんですね。神戸市はこ

れだけ金かかるけど，明石市はこの金額で済

む。そうするとやっぱり明石に住んだほうが

便利じゃないかというふうなことも出てくる

と思いますので，それも含めて，やっぱり

我々の本気度というのが問われてるんじゃな

いかと思いますが，その辺２点お願いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（池田りんたろう君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 事務事業の見直しにつ

きまして，予算編成よりもかなり前に提示を

させていただきました。それに対しましてい

ろいろと御意見があれば，また例えば委員会

審議などでいろいろと御指摘をいただければ

と思います。それに対して誠実にお答えをす

る義務がありますし，この情報開示では不十

分ということであれば，またいろいろと御意
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見をいただければ充実をさせていきたいとい

うふうに思います。 

  それから広報につきましては，明石の広報

がどうこうということは別にいたしまして，

まだまだ―― これは先ほども申し上げました

けれども，改善をしていかなければいけない

というふうに思いますので，本気度が伝わる

ような広報のあり方を私たちも求めていきた

い，改善をしていきたいというふうに思いま

す。 

○議長（池田りんたろう君） 御苦労さまでし

た。（拍手） 

  以上で，一般質問は終わりました。 

  以上で，本定例市会の議事は全部終了いた

しました。 

  これをもって，平成28年第２回定例市会を

閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

   （午後２時12分閉会）
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