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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!!
王子公園再整備計画

朝倉 議員が
総括質疑

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



質疑項目

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。
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を無くすべきではないと質し
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長田教育長：特に問い合わ
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われた。しかし、その後の委

うとしています。長谷川教育

廃止する計画です。朝倉議員

いまま、本会議場で「具体的

き計上しているつもりだ。

費がかかる」と理由を述べま

教育に必要なプールや給食室

春日野小学校で給食提供方法

先するあまり、市民や保護者

いう理由だけで廃止を決めて

ました。

弁した。あまりにも唐突だ。

どもたちの教育に必要な施設
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答弁ダイジェスト
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明にもなっていない。

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。

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

➡

※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。
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西議員が意見表明
久元市長は、市場原理に委

案の予算から三宮再整備や、

退させる「新自由主義的な政

大型開発等、不要不急の施策

とへの自覚も反省もありませ

整基金を活用することで財源

民福祉の増進」です。国の言

れによりコロナの影響で苦闘

防波堤の役割を果たすことが

支援や市民の暮らし応援、35
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や、子どもの医療費の無料化

ねて、公的な役割を大きく後

大阪湾岸道路西伸事業などの

策」を推進しながら、そのこ

を削減するとともに、財政調

ん。基礎自治体の役割は「住

対策をおこなっています。そ

いなりではなく、国の悪政の

する中小企業、医療機関への

求められています。

人学級の小中学校での実施

は、予算の編成替えを求める

など市民の願いに応える提案

動議を提案しました。市長提

となっています。

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

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

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!!

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

