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王子公園再整備計画  市民の意見に寄りそわず、
秘密裏に大学誘致進める計画は白紙撤回を!!
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　３月14日に神戸市予算特別委員会がひらかれ、日本
共産党神戸市会議員団を代表して朝倉えつ子議員が総
括質疑をおこないました。

　神戸市が昨年公表した王子
公園の再整備計画について、
久元市長は本会議で「去年１
月に記者会見を開き、詳しく
この再整備について説明をし
ている。選挙の公約にも、一
番最初に掲げている」などと
述べ「これを実現させるのは
私の責務」と、あくまでも大学

誘致の方針は変えない姿勢を
示しました。しかしパブリッ
クコメントでは5632件もの意
見が寄せられ、その大半が不
安や疑問の声でした。朝倉議
員は「これだけ多くの市民が
異論の声をあげているのだか
ら大学誘致は白紙撤回するべ
きだ」と厳しく追及しました。

　神戸市は、2020年４月から
会計年度任用職員の雇用を始
め、現在5880人となっていま
す。市は「多様な働き方、ニ
ーズに合わせて働いていただ
く」「期末手当など、一定の
改善をしている」としていま
すが、2197人以上の方は、週
30時間以上、フルタイムと同
じように働いています。 ま

た、市の募集要項を見ると、
週５日で30時間勤務の事務職
の年収は約180万円とあり、
正規職員の３分の１ほどで
す。朝倉議員は「コロナ禍で
市民を支援する職員が、こん
な低賃金ではだめだ。公務労
働の現場から非正規のワーキ
ングプアをうみだすのはやめ
るべき」と質しました。

まっていないのに、すでに大
学と話し合いを進めているの
か。これが本当なら出来レー
スだ。
　今西副市長：個人的に関心
があるとの報道があったが、
基本的には公募で決定する。
　朝倉議員：動物に全く関心
がないからと、市長の独断で
動物園の縮小や大学誘致を決
めるのは、市民を欺いている
のと同じだ。

　久元市長：動物園に立ち寄
った時に、目的が再整備であ
ったということで、動物に関
心がないということは事実に
反する。
　朝倉議員：多くの皆さんが
「施設をなくさないで」「な
ぜ大学誘致なのか」と声をあ
げているのに、強行すれば市
民理解は得られない。大学誘
致は白紙撤回するべきだ。

答弁ダイジェスト

答弁ダイジェスト

　朝倉議員：関西学院大学で
「王子キャンパス構想特別検

　今西副市長：適切に給与改
善等もおこなっている。 

を少し改善しても見つからな
いのが実態だ。（会計年度職
員の）女性職員の比率は、教
育委員会64.8％、こども家庭
局では98.2％が女性となって
いる。安上がりの不安定な会
計年度職員の多くが女性に頼
っているではないか。
　今西副市長：それぞれの希
望に応じた働き方を選択して
いただく過程で、正規職員に
結び付けていくことも必要
だ。できるだけ正規を希望さ
れる方が就職できる対応をお
こなっていきたい。
　朝倉議員：「到底暮らして
いけない」「先が見通せな
い」という声が大半だ。市役
所が大量のワーキングプアを
作り出し、そのしわ寄せを女
性に押しつけている。これで

討委員会」が正式にできたと
聞いた。市民には丁寧に説明
すると言いながら、公募も始

　朝倉議員：今保育の現場で
は、フルタイムの職員が見つ
からず欠員も出ている。処遇

どうやって、持続可能な神戸
をつくるのか。
　小原副市長：今後神戸の人
口流出を抑え、人々を引き付
けていく街にしていくために
も女性が活躍できる施策を取
り入れながら魅力的な行政サ
ービスに努めたい。
　朝倉議員：人口減少社会に
歯止めをかけていくために
も、やはり安定・安心の雇用
が必要だ。労働法制の改悪に
より、 非正規雇用の人が増
え、格差と貧困が広がった。
その結果、神戸でも成長が止
まっているのが実態だ。この
是正なしに、持続的な神戸の
発展などありえない。正規職
員があたりまえの職場にすべ
きだ。

１．王子公園再整備について
２．�行財政改革に伴う職員削減に
ついて

３．学校施設の統廃合について
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男女の格差と女性の貧困うみだす
官製ワーキングプアの是正を

SDGs  ジェンダー平等  掲げるなら



　神戸市は、港島学園の建て
替えに伴い、中学校のプール
と小学校の給食室を廃止しよ
うとしています。長谷川教育
委員会事務局長は「多額の経
費がかかる」と理由を述べま
したが、お金がかかるからと
いう理由だけで廃止を決めて
しまうのは、本末転倒です。

老朽化による校舎の建て替え
を計画する垂水小学校と春日
野小学校についても給食室を
廃止する計画です。朝倉議員
は、新しくする学校に対して
教育に必要なプールや給食室
を無くすべきではないと質し
ました。

　久元市長は、市場原理に委
ねて、公的な役割を大きく後
退させる「新自由主義的な政
策」を推進しながら、そのこ
とへの自覚も反省もありませ
ん。基礎自治体の役割は「住
民福祉の増進」です。国の言
いなりではなく、国の悪政の
防波堤の役割を果たすことが
求められています。
　日本共産党神戸市会議員団
は、予算の編成替えを求める
動議を提案しました。市長提

案の予算から三宮再整備や、
大阪湾岸道路西伸事業などの
大型開発等、不要不急の施策
を削減するとともに、財政調
整基金を活用することで財源
対策をおこなっています。そ
れによりコロナの影響で苦闘
する中小企業、医療機関への
支援や市民の暮らし応援、35
人学級の小中学校での実施
や、子どもの医療費の無料化
など市民の願いに応える提案
となっています。

じている状況で、適切な給食
の提供方法の検討をおこなっ
ている。
　朝倉議員：昨年12月の委
員会で、垂水小学校の建替え
についての与党議員の質問
で、初めて小学校給食提供方
式の変更を検討していると言
われた。しかし、その後の委
員会でも何ら報告などされな
いまま、本会議場で「具体的
には港島学園、垂水小学校、
春日野小学校で給食提供方法
の変更を検討している」と答
弁した。あまりにも唐突だ。
（垂水小学校は）保護者宛に
プリントが１枚配布されただ
けと聞いている。まったく説
明にもなっていない。
　長田教育長：特に問い合わ

せはなかったので、保護者の
皆さんには概ね理解いただい
ていると思っている。
　朝倉議員：長谷川局長は、
「お金がないからできない」
と言った。子どもたちの環境
を良くしていくための予算だ
から市長の判断ですべきだ。
　久元市長：教育委員会から
必要な予算を要求していただ
き計上しているつもりだ。
　朝倉議員：コスト削減を優
先するあまり、市民や保護者
の合意、説明もないまま、子
どもたちの教育に必要な施設
まで廃止させ、さらなる民間
任せを進めようとするやり方
は認められない。答弁ダイジェスト

　長田教育長：プールはポー
トアイランドスポーツセンタ

ーの利用を予定している。給
食室は市内に２か所の共同調
理場の能力に一定の余力が生

「経費がかかるから」という理由で
大事な学校施設なくすな

新しい学校ができるのにプールも給食室もないの?!

❶�コロナ禍のもとで市民の命と暮らしを守るものにな
っていないから

❷�社会保障を拡充し、子育て・教育の負担を軽減する
ものになっていないから

❸�公共の施設を統廃合し、公務労働を低賃金と非正規・
民間委託に置き換え、公的責任を後退させているから

❹�大型開発・呼び込み施策に偏重し、いま神戸で住み
働いている市民や事業者の願いに応えていないから

❺�気候危機打開やジェンダー平等の実現に積極的に
取り組む姿勢が無いから

西議員が意見表明
　神戸市予算特別委員会が３月16日にひらかれました。
西ただす議員が登壇し、2022年度神戸市各会計予算案並
びに予算関連議案について反対の理由を述べました。

コロナ禍のもとで市民の命と暮らしを守るための予算を

神戸っ子から
王子動物園を
うばわないで

！

　昨年12月神戸市が突如公表した「王子公
園再整備基本計画（素案）」に対し、市内
だけでなく市外からも「大学はいらない」
「遊園地やプール、テニスコートをなくさ
ないでほしい」といった多くの声が上がり
ました。そこで立ち上がった「みんなの王
子公園＆動物園の会」が署名活動をスター
トし、３月22日に全国から集まった３万90
筆もの計画の撤回を求める署名を神戸市に
提出しました。
　対応した山田大輔企画調整局副局長は、
「３万の署名、市民意見募集でも厳しい批

署名を提出する「みん
なの王子公園＆動物園
の会」の皆さんと日本
共産党神戸市会議員団
の味口としゆき議員

３万90筆もの計画撤回を求める
請願署名を提出しました

判の声は真摯に受け止めてい
る」としながら「王子公園のも
つポテンシャルは生かして、よ
り良い再整備の案を出したい」
と、市長が強行しようとしてい
る大学誘致は否定しませんでした。
　日本共産党神戸市会議員団は先日の代表
質疑や総括質疑でも、市民の声に背を向け、
大学誘致ありきの方針を変えようとしない
神戸市の姿勢を改めるよう追及しました。
　引き続き署名活動を続けます。皆さんの
声で計画を撤回させましょう!!

※�意見表明の全文は「日本共産党神戸市会
議員団」のホームページをご覧下さい。�➡


