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　長田教育長：名
谷図書館について
は大丸４階に入居

し、この結果を経て、機能や
設備内容を検討する。
　林議員：名谷図書館は、昨
年12月18日に突如市長会見で
提起されたが、大丸側とはど
の部局が協議し、いつ教育委
員会で議題になったのか。
　寺㟢副市長：市長部局の企

画調整部で協議し、教育委員
会にも情報提供をした。
　長田教育長：12月９日の教
育委員会会議で報告をした。
（＊９日という答弁は虚偽であり、
正しくは20日です。裏面参照）
　林議員：市長部局である企
画調整局が主導しているが、
図書館のあり方として問題が
あるのではないか。
　寺㟢副市長：それぞれの局

が縦割りで勝手に意思決定し
てしまうものではなく、機関
の間の壁を越えておこなうこ
とに問題はない。
　林議員：市長部局が先行し
ていることに問題がある。社
会教育施設を本来の部局では
ないところで協議や決定し、
市民の声を聞かずに進めるの
は、一方的な久元市長トップ
ダウンのやり方だ。

設だ。パブリックコメント（市
民意見募集）すべき。騒音にか
かわる重大な変更は設置者の
責任として、環境アセスメン
トに基づいて住民周知と説明
抜きに変更すべきではない。
　岡口副市長：国の法律に基
づいて確定された環境基準に
示された範囲内であり、再度

の環境アセスメントは必要な
い。パブリックコメントにつ
いても重要な改正ではないた
め必要ない。
　林議員：空港建設前に神戸
市は、騒音について「にぎや
かな商店街で耳にする音」と

例えている。みなさんが寝静
まる時間にこのような音が毎
日続く可能性もある。騒音の
増加が懸念される運用の変更
を住民に説明もなく進めるな
どあってはならない。

答弁
ダイジ
ェスト

久元市長トップダウンのまちづくり・
役所変質やめよ！

　神戸市一般会計補正予算案
では、新たな人口減少対策と
して「駅周辺のリノベーショ
ン」が示され、その中に教育
委員会関係分として、「（仮
称）名谷図書館の開設」「新
西図書館の整備」「新垂水図
書館の整備」への予算が盛り
込まれています。林議員は、
名谷図書館と新垂水図書館に

ついて仕様などが示されてい
ないことや、これらの図書館
の整備が教育委員会を差し置
いて久元市長のトップダウン
ですすめられていること、さ
らに図書館の管理運営を教育
委員会から市長部局に移管さ
れることが疑問だとして市長
らの見解を求めました。

質疑
項目

１．駅周辺のリノベーションについて 
２．神戸空港の運用時間の変更について 
３． 公共施設の適切かつ安定した運営

（指定管理）について

　岡口副市長：昨
年の関西三空港懇
談会で発着枠を拡

答弁
ダイジ
ェスト

し、自然に図書館へ誘うよ
うなデザインに。新垂水図書
館は、移転拡張し滞在型の図
書館を目指す。２月下旬から
市民に対し意見募集を実施

大、運用時間を午後11時ま
で延長することで合意を得
た。予測される騒音は軽微で
あり問題はない。
　林議員：民営化されたとは
いえ、神戸市の空港で、公の施

　２月18日に神戸市議会本会議がひらかれ、神戸
市一般会計補正予算案の「駅周辺のリノベーショ
ン」などについて、日本共産党の林まさひと議員
が議案質疑をおこないました。

　神戸市は、神戸空港の運用
時間を午後10時から午後11時
までに１時間延長し、深夜便
を受け入れられるよう、神戸
空港条例の一部を改正する案

を提出しました。林議員は、
騒音にかかわる運用時間の変
更を住民不在で決めてしまう
ことは断じて許されないと神
戸市の姿勢を質しました。

空港の規制緩和反対
騒音に悩まされる住民の気持ち考えよ

　健康で文化的な生活水準を
全市民に保障する目的でつく
られ、老若男女問わず多くの
市民に親しまれてきた「神戸
しあわせの村」は、開村30年
を迎え、村をリニューアルす
るにあたり、神戸市は２年間
という短い期間で指定管理を
指定しようとしています。し

かし、久元市長は過去の本会
議で「長期間で指定をして安
定的な運営をしていくべき」
と答弁しています。林議員
は、「短期間での指定は施設
の適切かつ安定した運営を妨
げるものだ」と質しました。

指定管理者は
しあわせの村の理念まもれ

（２面につづく）

林
議
員
が
議
案
質
疑



時間が前後する場合がございますので、余裕をもってお越しください
３月12日（木）13時50分頃から日 時

市役所１号館25階で傍聴手続きをお願いします
市議会本会議場場 所

傍聴にお越しください

味口としゆき議員が総括質疑

し、５年を標準に10年以下の
期間で指定する。
　林議員：村設立の目的・理
念から離れないようにするべ
きだと思うがいかがか。
　寺㟢副市長：村ができた意
味合いを考えて検討していき

たい。
　林議員：昨年施設内に民間
のアスレチックパークができ
高い利用料を徴収している。
子育て世帯を応援しようとす
る施設の理念から離れている
と思うがいかがか。
　寺㟢副市長：子育て世帯の

方が希望すれば使えるように
と設置したもの。他に無料で
使える施設もあるので、何ら
問題なく、理念に反すること
はない。
　林議員：市民の福祉をまも
る理念から外れることのない
ようにと懸念を表明する。

　林議員の（仮称）名谷図書館についての
「市長会見は（12月）18日だが教育委員会
会議でこの問題が議題になったのはいつ
か」との質問に、長田教育長は「12月９日
に現状報告ということで中央図書館の方か
ら報告をした」と答弁。しかし、２月19日
の文教こども委員会で味口議員が事実確認
をしたところ、教育委員会は「正式に協議
事項にあがったのは12月20日の教育委員会

らに、「非公開会議など認められない。ま
た、虚偽の答弁は議員の質疑権を侵害する
ものだ」と教育長に対し、本会議場での訂
正と謝罪を強く要求しました。
　もともと、林議員の質疑は図書館などの
社会教育施設の管理運営は、教育委員会が
主導すべきで、市長がトップダウンで行政
をゆがめて進めようとしている市長自身の
態度を質すものでした。教育長の虚偽答
弁、さらに文教こども委員会での不誠実な
態度はこれまでの教育委員会の隠ぺい体質
が何も変わっていないことの現れです。

　岡口副市長：本
市の指定管理指針
による考え方にか

答弁
ダイジ
ェスト
わりはない。指定期間が短
くなっているのは施設のあり
方の検証のための配慮だ。検
証が終わってからも原則公募

　日本共産党神戸市会議員団は２月13日、予
算懇談会を開催しました。今回初めて懇談会
に参加された方や各分野で活動されている方
などから様々な意見や要望が述べられまし
た。
◦自衛隊に情報提供を停止させる請求書を神
戸市に提出した高校生「神戸市が勝手に僕の
情報を自衛隊に提供するのはおかしい。反対
の声をあげていく」
◦気候危機問題で活動されている大学生「大
人たちの経済発展のために、なぜ私たちが犠
牲にならなければいけないのか。神戸市は非
常事態宣言をすべき」
◦六甲病院存続の運動をされている女性職員

「毎日朝昼晩と病院の
前で１人で署名を集め
ている。地域医療を守
るためにがんばる」
◦須磨水族園の運動を
されている男性「市民の意見も聞かず事業を
一方的にすすめることに強い憤りを感じる」
◦須磨多聞線の運動をされている男性「公害
調停で住民らが話し合いを求めているのに神
戸市は全く応じない」
◦借上げ問題弁護士「裁判５年というのは心
身の疲労、ストレスがピーク、これ以上続け
るのは困難だ。最後のセーフティネットを行
政が破壊している」、また別の弁護士の方は

「国の政策によって格差がうまれ、生存権が
おびやかされている」等々、市民の声を聞か
ずトップダウンで進める久元市政の実態が浮
き彫りになりました。
　森本団長は「立ち上がった市民のみなさん
と手を取り合い、いま神戸で働き暮らす人た
ちを一番に大切にする市政への転換をめざし
て頑張ります」と挨拶し閉会しました。

日本共産党市議団が予算懇談会

長田教育長が虚偽答弁!!

月 日 曜日 審査
順位

質問予定
時間 分科会 担当議員

会計室・市長室
行財政局

２
27 木

４ 13：50 １ 松本　のり子
味口としゆき

水道局 ５ 14：10 ２ 大かわら鈴子
企画調整局

28 金
３ 12：45 １ 味口としゆき

港湾局 ６ 14：45 ３ 西　　ただす
交通局 ３

２ 月
４ 13：50 ２ 朝倉　えつ子

経済観光局 ５ 14：10 ３ 森本　　　真
市民参画推進局

３ 火
２ 11：00 １ 今井　まさこ

保健福祉局 ３ 12：45 ２ 大かわら鈴子

20年度２月議会・予算特別委員会日程と共産党議員の質問予定

月 日 曜日 審査
順位

質問予定
時間 分科会 担当議員

選挙管理委員会・人事委員会
監査委員会・こども家庭局 ４ 水 １ 10：20 １ 今井　まさこ

建築住宅局

３

４ 水 ４ 13：50 ３ 西　　ただす
環境局

５ 木
２ 11：00 ２ 朝倉　えつ子

都市局 ３ 12：45 ３ 森本　　　真
林　まさひと

教育委員会
６ 金

６ 14：45 １ 松本　のり子
建設局 １ 10：20 ２ 山本じゅんじ

危機管理室・消防局 ９ 月 ２ 11：00 ３ 森本　　　真
林　まさひと

＊�時間が前後する場合がございます。お問合わせいただくか、余裕をもってお越しください。

会議であった」と回答。本会議
での長田教育長の答弁が虚偽であったこと
が発覚しました。
　長田教育長は「昨日の答弁が誤解をまね
いているのはお詫びいたします」と答弁の
誤りは認めたものの、その場での謝罪にと
どめ、さらに「法に基づく教育委員会会議
と任意の会議をはっきり区別しなかった」
などと、公開が義務である教育委員会会議
以外の任意で非公開の会議があり、そこで
既成事実をつくり、施策を進めるのが当然
かの様な態度をとりました。味口議員はさ

また教育委員会の隠ぺいか

広範な市民との共同で市政をかえよう


