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保健所
強　化

　新型コロナウイルス感染症
によって全国で保健所体制の
脆弱さが明らかになりまし
た。1994年に地域保健法が改
悪されたことにより保健所の
統廃合がすすみ、神戸市でも
保健センターが各区に配備さ
れ、保健所は中央区に１か所
だけとなりました。保健師の
仕事はコロナ対策に加え地域

の疾病予防と健康維持・増進
や母子保健など公衆衛生の強
化です。コロナ禍で保健師は
増員されましたが、ピーク時
には残業100時間を超えてい
たとのことです。松本議員は、
一過性の体制強化で終わらせ
ず感染症対策と通常業務がで
きるように体制を維持・増加
させるよう追及しました。

　松本議員：コロナの自宅療
養では医師の判断が必要な治
療があるが、現在医師は５名
しかいない。保健師の増員と
ともに医師の配置も必要では
ないか。
　恩田副市長：全国的に公衆
衛生の医師の確保が難しい。
応急的対策として非常勤を採
用している。過去に配置して
いた９名をまず目安に引き続
き医師確保に努力したい。
　松本議員：一定の人数が確

保できたら東灘区役所と灘区
役所を巡回して常時保健師と
話しができるような関係づく
りをすべきだ。
　恩田副市長：引き続き関係
部局と健康局の中で議論しな
がら一番よい形で配置してい
く。
　松本議員：これまでは人数
が限られていたために問題が
起きてから出ていくしかなか
った。本来は問題が起きる前
の予防の観点で考えるべきだ。

　神戸市の中学校の校則が子
どもの髪形や服装などのライ
フスタイルを規制しています
が、ライフスタイルは子ども
達一人ひとりの基本的人権の
問題です。「下着や靴下・ 靴
は白でなければならない」
「髪を結ぶゴムは黒で耳から
下でないといけない」など細
かな校則を子ども達に押し付

けています。先の常任委員会
で教育長は「子どもが権利を
理解したうえで取り組む」と
答弁しました。松本議員は、
大人が享受している自由と同
じ自由が規定されている子ど
もの権利条約を、教師・子ど
も達がしっかり学び、校則の
見直しに取り組むよう求めま
した。

が、中学生らしい服装や髪形
として当時の時代背景のもと
で定められたものではないか
と思っている。
　松本議員：身に着けている
ものは人権で、憲法で保障さ
れるべきもの。教育委員会に
問題があったのではないか。
校長がすべて仕切り意見表明
権が教師にないと言われてい
る。意見表明権のない教師が
子どもたちに子どもの権利条
約を教えられるわけがない。
校長を筆頭にした教育改革が
必要だ。きちんと意見が自由
に言えるような学校現場をつ
くるべきだ。

　長田教育長：風通しのよい
職場、学校風土をつくる取り
組みをすすめている。すでに
子どもの権利条約や子どもの
権利について学校で研修する
よう通知をしている。
　松本議員：今年度で方向性
を見出すようだが、子ども達
から聞かれた時に、根拠を教
えることができるように知識
と思考を身に着けない限り、
子どもは教師や学校に対して
信頼関係が持てない。教師が
子どもの権利条約や憲法を学
べるように時間をとっていた
だきたい。
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　久元市長：2022年４月には

約300名になる予定。これは
一過性の対応ではない。

考えている。 
　松本議員：教育長は長年そ
の場所に座っているが、下着
や靴の色や髪形などを指導し
てきた根拠は何か。
　長田教育長：学校ごとに経
緯や理由があると思っている

　長田教育長：まずは教職員
が子どもの権利条約や子ども
の権利に関する理解を深め、
児童生徒が条約や権利を学
び、自らが意見を述べる過程
を大切にしてすすめるべきと

　６月28日に神戸市会本会議がひらかれ、日本共産党
神戸市議団の松本のり子議員と朝倉えつ子議員が登壇
し一般質問をおこないました。

子どもの権利条約を
生徒と教師が学び定着させてこそ

ブラック校則見直し

一過性でなく恒常的な体制強化を
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の規模で足りなくなることは
ない。
　松本議員：象やキリンだけ
が狭いのではない。フクロウ
や鷲も鳩小屋のようで、少し
しか飛べない。今整備すると
50年100年と続く。もう少し
一つ一つ動物を見て考えるべ
きだ。また、再整備に関する
会議資料を見ると今の王子公
園スペースに大学が入ってく
ることになっている。今の限
られたスペースで完成させる
ことになれば縦に高い檻ばか
りができるのではないかと心
配だ。

　油井副市長：王子動物園の
特徴が市街地にある都市型の
動物園で、１か所で多くの動
物と触れ合えることが重要と
考えている。まだガイドライ
ンが策定されていないが今の
規模で王子動物園としてやっ
ていけると考えている。
　松本議員：企画調整局は計
画だけで何も言わない。一番
動物のことを理解している飼
育員の声をしっかり聞いてす
すめるべきだ。広げる必要が
ある場合は建設局が中心とな
って意見を出し、取り組んで
いただきたい。

題だ。検討委員会には住民の
代表が１名しか入っていない。
多数の地域のみなさんの声を
反映させ方向性を決めるべき
だ。市長の見解を聞きたい。
　恩田副市長：検討会を踏ま
えて必要な場合には調査・検
討をさせていただこうと思っ

ている。
　朝倉議員：なぜ市長は存続
の立場にたたれないのか。方
向性を決めてしまってからで
は遅い。住民の意見を受けと
め、住民置き去りの計画にな
らないよう、説明会の開催も
早期におこなうべきだ。

は正式に決まっていないが、
平面的ではなく立体的に建て
るようなところもある。現在

　油井副市長：まだ王子動物
園がどれくらいの規模なのか

済生会兵庫県病院「今のまま」「今の場所で」
市民の願いに応え、市の支援で存続を
　北神・三田地域の将来的な
急性期医療の確保のためとし
て、北区の済生会兵庫県病院
（以下：済生会病院）と、三
田市民病院の再編統合も視野
に入れた検討委員会がおこな
われています。この間、身近
な病院がなくなると懸念の声
が広がり、地域住民や患者、

利用者のみなさんから存続を
求める１万筆を超える署名が
寄せられました。 朝倉議員
は、コロナ禍で医療の大切さ
が浮き彫りになったことを強
く指摘し、 市民の願いに応
え、病床を削減するような再
編統合はやめるべきと質しま
した。
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１．地域医療体制の維持・強化について�
２．市有地を活用したまちづくりについて�
３．�神戸に住み続けたいと思える子育て支
援について

誘導する発言をしているが、
北神地域の医療需要は今後も
増え続ける。周産期医療を守
るために市が支援しているの
だから、市長として存続の立
場で臨むべきだ。
　恩田副市長：援助はした
が、今すぐに病院の運営が行
き詰まるという話ではない。
　朝倉議員：他人事のようだ。
市民の命や安全にかかわる問

　久元市長：済生会病院より
単独で将来的に地域の基盤病
院として急性期医療を継続し
て維持していくことが困難だ
と報告があった。この報告を
踏まえ検討委員会を設置し、
再編統合も視野に入れた方策
を検討していくことになった。
　朝倉議員：県の健康福祉部
健康局長が統合や病床削減を

　北区鈴蘭台にある北図書館
は、市内で最も古く、北区文
化センターの２階と３階にあ
り、体育館や学習室と併設さ
れています。入口の３階から
２階へ通じる通路は狭い階段
しかなく、バリアフリーとな
っていません。小さいお子さ
んを連れているお母さんや高

齢の方からは「上り下りが大
変」「もっと使い勝手良く」
と声があがっています。北神
図書館や西区・垂水区でも順
次図書館が整備されていま
す。朝倉議員は、市民の声に
こたえ、旧北区役所跡地に新
たな北図書館を整備すべきと
求めました。

区民の願いに応え新図書館の整備を

机上の空論ではなく、動物の実状見て計画を！

旧北区役所跡地

王子動物園再整備
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　今西副市長：すべてバリア
フリー化することはできな
い。これまでも多くの指摘を
受け、旧北区役所跡地などを
総合的に検討する必要がある
と考えている。今後の整備の
方向性を検討していきたい。
　朝倉議員：応急的な解消で
は限界がある。婦人会などか
らも北図書館の改修の要望が
出されている。いつまでに方
向性を打ち出すのか。

　今西副市長：いつまでにと
いう明確なことは今言えない
が、大変多くの方に要望いた
だいているので、できるだけ
早くと考えている。
　朝倉議員：図書館は親しみ
のある身近な公共施設なの
で、計画の段階から地元の方
たちと協議できるような仕組
みをつくり、誰もが使い勝手
のよい図書館へ改善するよ
う、市民と共同ですすめてい
くべきだ。

　久元市長は１月29日の会見
で、王子動物園の再整備を発
表しました。動物園エリアは
基本的に今のエリアの中でお
こなうとされています。しか
し、今の動物園エリアは決し
てスペースが十分ではなく、

象舎やキリン舎は日本動物園
水族館協会の基準にてらして
も半分程度の広さとなってい
ます。松本議員は、動物園整
備は動物の福祉の観点からも
十分なスペースを確保するべ
きと質しました。


