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市民アンケートまとめ
日本共産党神戸市会議員団

2013年８月
　日本共産党神戸市会議員団は、5月20日から「市民アンケート」を実施いたしました。

７月 31 日現在、3,423 人の方から返送されています。多くの方のご協力、ありがとうご

ざいました。

　このアンケートでは、安倍政権になって株高、円安などが進んでいますが、市民、国民

は実生活でどう感じているのか、あるいは、今後、消費税増税や年金引き下げがすすめ

られようとしていることに対する賛否を聞きました。また、神戸市経済の活性化策や子育

て支援策などで、神戸市が取り組むべき課題についてたずねました。また、震災後、常に

市民的な議論となっている神戸空港についても、今後のあり方、市税の投入の是非につ

いて聞きました。阪神・淡路大震災から 18 年以上が経過して浮上した民間借上災害公

営住宅の「期限 20年で退去問題」についても、意見を聞きました。

　同時に、国や県、神戸市に対する意見を自由に記入してもらいました。日本共産党議

員団へのアンケートの特徴の一つが、自由意見への記入が多いこと。空欄をびっしり埋め

て書いてくださる方もおられます。

　アンケート結果と寄せられた自由意見は、政治を少しでも前に進めるため、議会内外で

も活用していきたいと思っています。

　今回、アンケートの集計を「政調資料」としてまとめましたので、ぜひお読みいただき

たいと存じます。今後とも、日本共産党議員団へのご支援、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。

１　返送数と回答者の特徴
　５月20日から開始し、７月31日

現在で3，423通の返送となってい

ます。回答者の年代構成は、80代

以上が12％、70代が29％と、高

齢者が多くなっています。それを

反映して、職業別では「年金暮ら

し」の方が42％となっています。

男性が43％、女性が46％となって

います。

    

２　安倍内閣になってからの生活の変化
　「安倍内閣になってから生活は良くなりました

か」の問いに

「悪くなった」27％

「良くなった」5％

「変わらない・その他」67％

となっています。自由意見では「まだわからない」

という声と共に「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽは一部の金持ちの話。株なんて持っていない庶民には関係

ない」との声も多く寄せられました。大企業の幹部など、株を大量に保有している人た

ちは「株高」の恩恵にあずかったものの、一般国民には「諸物価の値上げ」だけが押し

つけられているのが実態です。円安による諸物価の高騰もすすんでいます。どんどん

生活が苦しくなっていく、というのが実態ではないでしょうか。    

３　神戸経済活性化の　　
　ための施策

　神戸経済を活性化させる

ための対策として

「若者の正規雇用を増や

す」65％

「働く人の給料を引き上げ

る」49％

「中小企業に発注する神戸

市の仕事を増やす」(36％）

と続いています。

　株の乱高下に翻弄されることなく、安定雇用と働く人の収入を増やすことが、最大

の経済対策だということが、改めてわかります。また、福島原発の事故によって、原子力

発電の危険性が明らかになった今、「自然エネルギーを活用した対策を強化する」が

33％と高くなっているのも特徴です。太陽光発電だけでなく、風力発電、また、小さな

河川を利用した小水力発電、六甲山の森林資源を利用したバイオ発電など、神戸の自

然エネルギーの可能性は高いといえます。

    
４　子育て支援策について

　少子化対策が叫ばれて久しくなりますが、やはり一番は「保育所を増やす」（47％）

です。「働きたくても保育所にはいることができない」との声も寄せられています。とこ

ろが、神戸市は84年度から30年間、公立保育所を一つも建てていません。それどころ

か、公立保育所の民営化・

縮小（合体など）を進めて

います。待機児解消のため

にも、神戸市は民間任せに

せず、公立保育所の建設も

すすめるべきです。子ども

の医療費助成の拡充も39

％の人が望んでいます。「西

宮市は中学卒業まで無料

なのに、なぜ神戸市は遅れ

ているのか」という厳しい指摘もあります。通院は2歳児まで無料となりましたが、まだ

まだ兵庫県下でも最低レベルにとどまっています。これとも関連しますが、「予防接種

の拡充と負担の軽減」も25％と高くなっています。この間の市民の運動が反映してい

ますが、「中学校給食の実施」を求める声は29％になっています。特徴的なのは、「奨

学金制度の拡充」を求める声が18％となっていること。自由意見でも、大学生への支

援を求める声が目立ちました。

    
５　消費税、年金について
　　消費税の引き上げについては67％の人が「反対」としています。「やむを得ない」は

13％にとどまっています。やはり、消費税が上がると、今でも苦しい生活がどうなるのか

という不安が強く出ています。政府は、来年4月からの増税をねらっていますが「いっそ

うものを買わなくな

り、逆効果」などの

声が寄せられていま

す。消費税増税は、

日本経済に壊滅的

な打撃を与えること

になります。

　年金引き下げも「反対」が76％と圧倒的に多数となっています。「やむを得ない」は

14％にとどまっています。「今でも下がっているのに、これ以上下がるとどうなるのか」

「物価をあげて年金を下げて『死ね』というのか」など不安と怒りの声が、たくさん記入

されています。

  

６　神戸空港について
　神戸空港の今後については

 「すぐに廃止する」29％

 「利用促進策を強化する」33％

 「今後どうするか市民の意見を聞く」30％

が、ほぼ同率となっています。しかし、空港への市

税投入については67％が明確に「投入すべきで

はない」とこたえており、「運営が苦しいなら投入

すべき」(12％)を大きく引き離しています。「利用

促進策を強化する」と答えた人の中にも「できて

しまったんだから…。何とか活用しなくては」とい

う意見が多く見られました。このほか、自由意見で

は「市民があれだけ反対したのにつくった市長ら

の責任」「つくる前から赤字になるのはわかって

いた」などと、市民の声を無視して建設を強行し

た神戸市や、それを認めた議員（与党）への批判

は今も強いものがあります。

    

７　借上災害公営住宅について
　借上公営住宅から入居者を追い出そうとしている神戸市の施策に対しては、「希望

者全員の継続入居を認めるべき」が50％と過半

数となっています。「継続入居は一部にとどめる

べき」は29％です。自由意見では「高齢者は慣れ

たところで生活するのが一番安定するもので

す」「高齢者に引っ越しを強制するのは、生存権

の侵害ともいえます。あまりにも過酷です」など

の声が寄せられています。

８　男女別の特徴
　アンケート結果を男女別にみてみました。「神戸経済を活性化するための対策」で

は、「若者の正規雇用を増やす」が、男性の62％に対し、女性は68％と上回っています。

「自然エネルギーを活用した政策を強化する」も、男性30％に対し、女性は36％と6ポ

イント上回っています。福島の原発事故による環境や健康への影響に対する危機感が

女性のほうが強いのではないかと思えます。また、「医療産業都市など大型プロジェク

トの推進」は、逆に女性の17％に対し、男性は25％と高くなっています。子育て支援策

については、「産休、育休制度の拡充」が、男性29％に対し女性は23％と6ポイントも

低くなっています。これは、自由意見にもありますが「育休など制度があっても自由にと

れる状況ではない」という、職場の状況を反映しているものと思われます。逆に、「学童

保育や児童館の充実」を求める声は、男性より女性が高くなっています。中学校給食

の実施を求める声も、男性より女性が9ポイントも高くなっています。子育ての中心を

女性が担っていることを反映しているといえます。

　特に男女での差が大きいのが消費税問題です。「税率アップはやむを得ない」との

回答が、女性は8％に対し、男性は17％にもなっています。家計をやりくりしている女性

の苦労がうかがえる結果といえます。年金引き下げについても、男性の16％が「やむ

を得ない」としているのに対し、女性は13％にとどまっています。

９　区別の特徴
　安倍内閣になって「生活が良くなった」との回答が一番高いのが中央区の11％。逆

に「悪くなった」との回答が一番高いのは長田区で35％で、一番低い西区（23％）とは

12ポイントの差があります。年金の引き下げに「反対」は、兵庫区の81％がトップです。

神戸空港については、「すぐに廃止する」は垂水区の33％がトップで、最も低い中央区

の24％と9ポイントの違いがあります。「利用促進策を強化する」は、中央区が43％で
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最も高く、一番低いのは長田区の28％となっています。「市民の意見を聞く」は、各区

とも大きな違いはありません。　
10　年代別の特徴

　年代別では、「働く人の給料を引き上げる」が、若い世代のほうが高くなっています。

非正規、派遣などで低賃金で働いている実態を反映しているとみられます。子育て支

援では、若い世代ほど「子どもの医療費助成の拡充」「予防接種の拡充と負担の軽

減」などが高くなっています。自由意見では、周辺自治体と比べて神戸市が遅れている

ことを指摘する声が多く出ているとともに、「病院に行くのにお金がかかりすぎて仕方

がないので、市販薬を飲ませたら肺炎になって入院する羽目に」など切実な声が寄せ

られています。中学校給食を求める声は30代、40代が高くなっており、毎日のお弁当

作りの大変さが反映されています。自由意見でも「小学校でつんだ食育の継続という

点からも、家庭の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良

いことだと思います」などの声が寄せられています。

　年金問題では、年代が上がるにつれて「引き下げ反対」が多くなっています。多数の

高齢者が、少ない年金で細々と暮らしている実態を浮き彫りにするとともに「年金で最

低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生活すれば良いの

か。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい」という声にあるように、こ

れ以上下げられたら生活できない、という切実な生活実態が反映されています。若い

世代の人は「老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思いま

す」という声があるように、将来どうなるのかわからない、という不安も反映していると

みられます。
　

11　職業別の特徴
　　職業別で特徴的なのは、安倍内閣になってからの生活の変化です。「悪くなった」と

いう回答が多いのが、求職中、年金生活者、自営業の人たち。神戸経済の活性化策とし

て、「働く人の給料を引き上げる」という回答が多いのが、正規職員と臨時・派遣・パート

の人たちです。また、「若者の正規雇用を増やす」は、年金生活者が最も高くなっていま

す。これは、孫の世代まで広がっている、就職難に対する不安の反映といえます。「市場

商店街への支援強化」「自然エネルギーの活用」を求める声は、自営業の人が高くなっ

ています。市場商店街への支援を求めるのは当然と言えますが、自然エネルギーの活

用については、神戸市の中小企業が持っている技術の高さに対する自負心が感じられ

ます。

－　１　－
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の拡充と負担の軽減」も25％と高くなっています。この間の市民の運動が反映してい

ますが、「中学校給食の実施」を求める声は29％になっています。特徴的なのは、「奨

学金制度の拡充」を求める声が18％となっていること。自由意見でも、大学生への支

援を求める声が目立ちました。

    
５　消費税、年金について
　　消費税の引き上げについては67％の人が「反対」としています。「やむを得ない」は

13％にとどまっています。やはり、消費税が上がると、今でも苦しい生活がどうなるのか

という不安が強く出ています。政府は、来年4月からの増税をねらっていますが「いっそ

うものを買わなくな

り、逆効果」などの

声が寄せられていま

す。消費税増税は、

日本経済に壊滅的

な打撃を与えること

になります。

　年金引き下げも「反対」が76％と圧倒的に多数となっています。「やむを得ない」は

14％にとどまっています。「今でも下がっているのに、これ以上下がるとどうなるのか」

「物価をあげて年金を下げて『死ね』というのか」など不安と怒りの声が、たくさん記入

されています。

  

６　神戸空港について
　神戸空港の今後については

 「すぐに廃止する」29％

 「利用促進策を強化する」33％

 「今後どうするか市民の意見を聞く」30％

が、ほぼ同率となっています。しかし、空港への市

税投入については67％が明確に「投入すべきで

はない」とこたえており、「運営が苦しいなら投入

すべき」(12％)を大きく引き離しています。「利用

促進策を強化する」と答えた人の中にも「できて

しまったんだから…。何とか活用しなくては」とい

う意見が多く見られました。このほか、自由意見で

は「市民があれだけ反対したのにつくった市長ら

の責任」「つくる前から赤字になるのはわかって

いた」などと、市民の声を無視して建設を強行し

た神戸市や、それを認めた議員（与党）への批判

は今も強いものがあります。

    

７　借上災害公営住宅について
　借上公営住宅から入居者を追い出そうとしている神戸市の施策に対しては、「希望

者全員の継続入居を認めるべき」が50％と過半

数となっています。「継続入居は一部にとどめる

べき」は29％です。自由意見では「高齢者は慣れ

たところで生活するのが一番安定するもので

す」「高齢者に引っ越しを強制するのは、生存権

の侵害ともいえます。あまりにも過酷です」など

の声が寄せられています。

８　男女別の特徴
　アンケート結果を男女別にみてみました。「神戸経済を活性化するための対策」で

は、「若者の正規雇用を増やす」が、男性の62％に対し、女性は68％と上回っています。

「自然エネルギーを活用した政策を強化する」も、男性30％に対し、女性は36％と6ポ

イント上回っています。福島の原発事故による環境や健康への影響に対する危機感が

女性のほうが強いのではないかと思えます。また、「医療産業都市など大型プロジェク

トの推進」は、逆に女性の17％に対し、男性は25％と高くなっています。子育て支援策

については、「産休、育休制度の拡充」が、男性29％に対し女性は23％と6ポイントも

低くなっています。これは、自由意見にもありますが「育休など制度があっても自由にと

れる状況ではない」という、職場の状況を反映しているものと思われます。逆に、「学童

保育や児童館の充実」を求める声は、男性より女性が高くなっています。中学校給食

の実施を求める声も、男性より女性が9ポイントも高くなっています。子育ての中心を

女性が担っていることを反映しているといえます。

　特に男女での差が大きいのが消費税問題です。「税率アップはやむを得ない」との

回答が、女性は8％に対し、男性は17％にもなっています。家計をやりくりしている女性

の苦労がうかがえる結果といえます。年金引き下げについても、男性の16％が「やむ

を得ない」としているのに対し、女性は13％にとどまっています。

９　区別の特徴
　安倍内閣になって「生活が良くなった」との回答が一番高いのが中央区の11％。逆

に「悪くなった」との回答が一番高いのは長田区で35％で、一番低い西区（23％）とは

12ポイントの差があります。年金の引き下げに「反対」は、兵庫区の81％がトップです。

神戸空港については、「すぐに廃止する」は垂水区の33％がトップで、最も低い中央区

の24％と9ポイントの違いがあります。「利用促進策を強化する」は、中央区が43％で
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最も高く、一番低いのは長田区の28％となっています。「市民の意見を聞く」は、各区

とも大きな違いはありません。　
10　年代別の特徴

　年代別では、「働く人の給料を引き上げる」が、若い世代のほうが高くなっています。

非正規、派遣などで低賃金で働いている実態を反映しているとみられます。子育て支

援では、若い世代ほど「子どもの医療費助成の拡充」「予防接種の拡充と負担の軽

減」などが高くなっています。自由意見では、周辺自治体と比べて神戸市が遅れている

ことを指摘する声が多く出ているとともに、「病院に行くのにお金がかかりすぎて仕方

がないので、市販薬を飲ませたら肺炎になって入院する羽目に」など切実な声が寄せ

られています。中学校給食を求める声は30代、40代が高くなっており、毎日のお弁当

作りの大変さが反映されています。自由意見でも「小学校でつんだ食育の継続という

点からも、家庭の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良

いことだと思います」などの声が寄せられています。

　年金問題では、年代が上がるにつれて「引き下げ反対」が多くなっています。多数の

高齢者が、少ない年金で細々と暮らしている実態を浮き彫りにするとともに「年金で最

低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生活すれば良いの

か。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい」という声にあるように、こ

れ以上下げられたら生活できない、という切実な生活実態が反映されています。若い

世代の人は「老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思いま

す」という声があるように、将来どうなるのかわからない、という不安も反映していると

みられます。
　

11　職業別の特徴
　　職業別で特徴的なのは、安倍内閣になってからの生活の変化です。「悪くなった」と

いう回答が多いのが、求職中、年金生活者、自営業の人たち。神戸経済の活性化策とし

て、「働く人の給料を引き上げる」という回答が多いのが、正規職員と臨時・派遣・パート

の人たちです。また、「若者の正規雇用を増やす」は、年金生活者が最も高くなっていま

す。これは、孫の世代まで広がっている、就職難に対する不安の反映といえます。「市場

商店街への支援強化」「自然エネルギーの活用」を求める声は、自営業の人が高くなっ

ています。市場商店街への支援を求めるのは当然と言えますが、自然エネルギーの活

用については、神戸市の中小企業が持っている技術の高さに対する自負心が感じられ

ます。
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市民アンケートまとめ
日本共産党神戸市会議員団

2013年８月
　日本共産党神戸市会議員団は、5月20日から「市民アンケート」を実施いたしました。

７月 31 日現在、3,423 人の方から返送されています。多くの方のご協力、ありがとうご

ざいました。

　このアンケートでは、安倍政権になって株高、円安などが進んでいますが、市民、国民

は実生活でどう感じているのか、あるいは、今後、消費税増税や年金引き下げがすすめ

られようとしていることに対する賛否を聞きました。また、神戸市経済の活性化策や子育

て支援策などで、神戸市が取り組むべき課題についてたずねました。また、震災後、常に

市民的な議論となっている神戸空港についても、今後のあり方、市税の投入の是非につ

いて聞きました。阪神・淡路大震災から 18 年以上が経過して浮上した民間借上災害公

営住宅の「期限 20年で退去問題」についても、意見を聞きました。

　同時に、国や県、神戸市に対する意見を自由に記入してもらいました。日本共産党議

員団へのアンケートの特徴の一つが、自由意見への記入が多いこと。空欄をびっしり埋め

て書いてくださる方もおられます。

　アンケート結果と寄せられた自由意見は、政治を少しでも前に進めるため、議会内外で

も活用していきたいと思っています。

　今回、アンケートの集計を「政調資料」としてまとめましたので、ぜひお読みいただき

たいと存じます。今後とも、日本共産党議員団へのご支援、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。

１　返送数と回答者の特徴
　５月20日から開始し、７月31日

現在で3，423通の返送となってい

ます。回答者の年代構成は、80代

以上が12％、70代が29％と、高

齢者が多くなっています。それを

反映して、職業別では「年金暮ら

し」の方が42％となっています。

男性が43％、女性が46％となって

います。

    

２　安倍内閣になってからの生活の変化
　「安倍内閣になってから生活は良くなりました

か」の問いに

「悪くなった」27％

「良くなった」5％

「変わらない・その他」67％

となっています。自由意見では「まだわからない」

という声と共に「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽは一部の金持ちの話。株なんて持っていない庶民には関係

ない」との声も多く寄せられました。大企業の幹部など、株を大量に保有している人た

ちは「株高」の恩恵にあずかったものの、一般国民には「諸物価の値上げ」だけが押し

つけられているのが実態です。円安による諸物価の高騰もすすんでいます。どんどん

生活が苦しくなっていく、というのが実態ではないでしょうか。    

３　神戸経済活性化の　　
　ための施策

　神戸経済を活性化させる

ための対策として

「若者の正規雇用を増や

す」65％

「働く人の給料を引き上げ

る」49％

「中小企業に発注する神戸

市の仕事を増やす」(36％）

と続いています。

　株の乱高下に翻弄されることなく、安定雇用と働く人の収入を増やすことが、最大

の経済対策だということが、改めてわかります。また、福島原発の事故によって、原子力

発電の危険性が明らかになった今、「自然エネルギーを活用した対策を強化する」が

33％と高くなっているのも特徴です。太陽光発電だけでなく、風力発電、また、小さな

河川を利用した小水力発電、六甲山の森林資源を利用したバイオ発電など、神戸の自

然エネルギーの可能性は高いといえます。

    
４　子育て支援策について

　少子化対策が叫ばれて久しくなりますが、やはり一番は「保育所を増やす」（47％）

です。「働きたくても保育所にはいることができない」との声も寄せられています。とこ

ろが、神戸市は84年度から30年間、公立保育所を一つも建てていません。それどころ

か、公立保育所の民営化・

縮小（合体など）を進めて

います。待機児解消のため

にも、神戸市は民間任せに

せず、公立保育所の建設も

すすめるべきです。子ども

の医療費助成の拡充も39

％の人が望んでいます。「西

宮市は中学卒業まで無料

なのに、なぜ神戸市は遅れ

ているのか」という厳しい指摘もあります。通院は2歳児まで無料となりましたが、まだ

まだ兵庫県下でも最低レベルにとどまっています。これとも関連しますが、「予防接種

の拡充と負担の軽減」も25％と高くなっています。この間の市民の運動が反映してい

ますが、「中学校給食の実施」を求める声は29％になっています。特徴的なのは、「奨

学金制度の拡充」を求める声が18％となっていること。自由意見でも、大学生への支

援を求める声が目立ちました。

    
５　消費税、年金について
　　消費税の引き上げについては67％の人が「反対」としています。「やむを得ない」は

13％にとどまっています。やはり、消費税が上がると、今でも苦しい生活がどうなるのか

という不安が強く出ています。政府は、来年4月からの増税をねらっていますが「いっそ

うものを買わなくな

り、逆効果」などの

声が寄せられていま

す。消費税増税は、

日本経済に壊滅的

な打撃を与えること

になります。

　年金引き下げも「反対」が76％と圧倒的に多数となっています。「やむを得ない」は

14％にとどまっています。「今でも下がっているのに、これ以上下がるとどうなるのか」

「物価をあげて年金を下げて『死ね』というのか」など不安と怒りの声が、たくさん記入

されています。

  

６　神戸空港について
　神戸空港の今後については

 「すぐに廃止する」29％

 「利用促進策を強化する」33％

 「今後どうするか市民の意見を聞く」30％

が、ほぼ同率となっています。しかし、空港への市

税投入については67％が明確に「投入すべきで

はない」とこたえており、「運営が苦しいなら投入

すべき」(12％)を大きく引き離しています。「利用

促進策を強化する」と答えた人の中にも「できて

しまったんだから…。何とか活用しなくては」とい

う意見が多く見られました。このほか、自由意見で

は「市民があれだけ反対したのにつくった市長ら

の責任」「つくる前から赤字になるのはわかって

いた」などと、市民の声を無視して建設を強行し

た神戸市や、それを認めた議員（与党）への批判

は今も強いものがあります。

    

７　借上災害公営住宅について
　借上公営住宅から入居者を追い出そうとしている神戸市の施策に対しては、「希望

者全員の継続入居を認めるべき」が50％と過半

数となっています。「継続入居は一部にとどめる

べき」は29％です。自由意見では「高齢者は慣れ

たところで生活するのが一番安定するもので

す」「高齢者に引っ越しを強制するのは、生存権

の侵害ともいえます。あまりにも過酷です」など

の声が寄せられています。

８　男女別の特徴
　アンケート結果を男女別にみてみました。「神戸経済を活性化するための対策」で

は、「若者の正規雇用を増やす」が、男性の62％に対し、女性は68％と上回っています。

「自然エネルギーを活用した政策を強化する」も、男性30％に対し、女性は36％と6ポ

イント上回っています。福島の原発事故による環境や健康への影響に対する危機感が

女性のほうが強いのではないかと思えます。また、「医療産業都市など大型プロジェク

トの推進」は、逆に女性の17％に対し、男性は25％と高くなっています。子育て支援策

については、「産休、育休制度の拡充」が、男性29％に対し女性は23％と6ポイントも

低くなっています。これは、自由意見にもありますが「育休など制度があっても自由にと

れる状況ではない」という、職場の状況を反映しているものと思われます。逆に、「学童

保育や児童館の充実」を求める声は、男性より女性が高くなっています。中学校給食

の実施を求める声も、男性より女性が9ポイントも高くなっています。子育ての中心を

女性が担っていることを反映しているといえます。

　特に男女での差が大きいのが消費税問題です。「税率アップはやむを得ない」との

回答が、女性は8％に対し、男性は17％にもなっています。家計をやりくりしている女性

の苦労がうかがえる結果といえます。年金引き下げについても、男性の16％が「やむ

を得ない」としているのに対し、女性は13％にとどまっています。

９　区別の特徴
　安倍内閣になって「生活が良くなった」との回答が一番高いのが中央区の11％。逆

に「悪くなった」との回答が一番高いのは長田区で35％で、一番低い西区（23％）とは

12ポイントの差があります。年金の引き下げに「反対」は、兵庫区の81％がトップです。

神戸空港については、「すぐに廃止する」は垂水区の33％がトップで、最も低い中央区

の24％と9ポイントの違いがあります。「利用促進策を強化する」は、中央区が43％で
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最も高く、一番低いのは長田区の28％となっています。「市民の意見を聞く」は、各区

とも大きな違いはありません。　
10　年代別の特徴

　年代別では、「働く人の給料を引き上げる」が、若い世代のほうが高くなっています。

非正規、派遣などで低賃金で働いている実態を反映しているとみられます。子育て支

援では、若い世代ほど「子どもの医療費助成の拡充」「予防接種の拡充と負担の軽

減」などが高くなっています。自由意見では、周辺自治体と比べて神戸市が遅れている

ことを指摘する声が多く出ているとともに、「病院に行くのにお金がかかりすぎて仕方

がないので、市販薬を飲ませたら肺炎になって入院する羽目に」など切実な声が寄せ

られています。中学校給食を求める声は30代、40代が高くなっており、毎日のお弁当

作りの大変さが反映されています。自由意見でも「小学校でつんだ食育の継続という

点からも、家庭の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良

いことだと思います」などの声が寄せられています。

　年金問題では、年代が上がるにつれて「引き下げ反対」が多くなっています。多数の

高齢者が、少ない年金で細々と暮らしている実態を浮き彫りにするとともに「年金で最

低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生活すれば良いの

か。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい」という声にあるように、こ

れ以上下げられたら生活できない、という切実な生活実態が反映されています。若い

世代の人は「老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思いま

す」という声があるように、将来どうなるのかわからない、という不安も反映していると

みられます。
　

11　職業別の特徴
　　職業別で特徴的なのは、安倍内閣になってからの生活の変化です。「悪くなった」と

いう回答が多いのが、求職中、年金生活者、自営業の人たち。神戸経済の活性化策とし

て、「働く人の給料を引き上げる」という回答が多いのが、正規職員と臨時・派遣・パート

の人たちです。また、「若者の正規雇用を増やす」は、年金生活者が最も高くなっていま

す。これは、孫の世代まで広がっている、就職難に対する不安の反映といえます。「市場

商店街への支援強化」「自然エネルギーの活用」を求める声は、自営業の人が高くなっ

ています。市場商店街への支援を求めるのは当然と言えますが、自然エネルギーの活

用については、神戸市の中小企業が持っている技術の高さに対する自負心が感じられ

ます。

－　３　－



市民アンケートまとめ
日本共産党神戸市会議員団

2013年８月
　日本共産党神戸市会議員団は、5月20日から「市民アンケート」を実施いたしました。

７月 31 日現在、3,423 人の方から返送されています。多くの方のご協力、ありがとうご

ざいました。

　このアンケートでは、安倍政権になって株高、円安などが進んでいますが、市民、国民

は実生活でどう感じているのか、あるいは、今後、消費税増税や年金引き下げがすすめ

られようとしていることに対する賛否を聞きました。また、神戸市経済の活性化策や子育

て支援策などで、神戸市が取り組むべき課題についてたずねました。また、震災後、常に

市民的な議論となっている神戸空港についても、今後のあり方、市税の投入の是非につ

いて聞きました。阪神・淡路大震災から 18 年以上が経過して浮上した民間借上災害公

営住宅の「期限 20年で退去問題」についても、意見を聞きました。

　同時に、国や県、神戸市に対する意見を自由に記入してもらいました。日本共産党議

員団へのアンケートの特徴の一つが、自由意見への記入が多いこと。空欄をびっしり埋め

て書いてくださる方もおられます。

　アンケート結果と寄せられた自由意見は、政治を少しでも前に進めるため、議会内外で

も活用していきたいと思っています。

　今回、アンケートの集計を「政調資料」としてまとめましたので、ぜひお読みいただき

たいと存じます。今後とも、日本共産党議員団へのご支援、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。

１　返送数と回答者の特徴
　５月20日から開始し、７月31日

現在で3，423通の返送となってい

ます。回答者の年代構成は、80代

以上が12％、70代が29％と、高

齢者が多くなっています。それを

反映して、職業別では「年金暮ら

し」の方が42％となっています。

男性が43％、女性が46％となって

います。

    

２　安倍内閣になってからの生活の変化
　「安倍内閣になってから生活は良くなりました

か」の問いに

「悪くなった」27％

「良くなった」5％

「変わらない・その他」67％

となっています。自由意見では「まだわからない」

という声と共に「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽは一部の金持ちの話。株なんて持っていない庶民には関係

ない」との声も多く寄せられました。大企業の幹部など、株を大量に保有している人た

ちは「株高」の恩恵にあずかったものの、一般国民には「諸物価の値上げ」だけが押し

つけられているのが実態です。円安による諸物価の高騰もすすんでいます。どんどん

生活が苦しくなっていく、というのが実態ではないでしょうか。    

３　神戸経済活性化の　　
　ための施策

　神戸経済を活性化させる

ための対策として

「若者の正規雇用を増や

す」65％

「働く人の給料を引き上げ

る」49％

「中小企業に発注する神戸

市の仕事を増やす」(36％）

と続いています。

　株の乱高下に翻弄されることなく、安定雇用と働く人の収入を増やすことが、最大

の経済対策だということが、改めてわかります。また、福島原発の事故によって、原子力

発電の危険性が明らかになった今、「自然エネルギーを活用した対策を強化する」が

33％と高くなっているのも特徴です。太陽光発電だけでなく、風力発電、また、小さな

河川を利用した小水力発電、六甲山の森林資源を利用したバイオ発電など、神戸の自

然エネルギーの可能性は高いといえます。

    
４　子育て支援策について

　少子化対策が叫ばれて久しくなりますが、やはり一番は「保育所を増やす」（47％）

です。「働きたくても保育所にはいることができない」との声も寄せられています。とこ

ろが、神戸市は84年度から30年間、公立保育所を一つも建てていません。それどころ

か、公立保育所の民営化・

縮小（合体など）を進めて

います。待機児解消のため

にも、神戸市は民間任せに

せず、公立保育所の建設も

すすめるべきです。子ども

の医療費助成の拡充も39

％の人が望んでいます。「西

宮市は中学卒業まで無料

なのに、なぜ神戸市は遅れ

ているのか」という厳しい指摘もあります。通院は2歳児まで無料となりましたが、まだ

まだ兵庫県下でも最低レベルにとどまっています。これとも関連しますが、「予防接種

の拡充と負担の軽減」も25％と高くなっています。この間の市民の運動が反映してい

ますが、「中学校給食の実施」を求める声は29％になっています。特徴的なのは、「奨

学金制度の拡充」を求める声が18％となっていること。自由意見でも、大学生への支

援を求める声が目立ちました。

    
５　消費税、年金について
　　消費税の引き上げについては67％の人が「反対」としています。「やむを得ない」は

13％にとどまっています。やはり、消費税が上がると、今でも苦しい生活がどうなるのか

という不安が強く出ています。政府は、来年4月からの増税をねらっていますが「いっそ

うものを買わなくな

り、逆効果」などの

声が寄せられていま

す。消費税増税は、

日本経済に壊滅的

な打撃を与えること

になります。

　年金引き下げも「反対」が76％と圧倒的に多数となっています。「やむを得ない」は

14％にとどまっています。「今でも下がっているのに、これ以上下がるとどうなるのか」

「物価をあげて年金を下げて『死ね』というのか」など不安と怒りの声が、たくさん記入

されています。

  

６　神戸空港について
　神戸空港の今後については

 「すぐに廃止する」29％

 「利用促進策を強化する」33％

 「今後どうするか市民の意見を聞く」30％

が、ほぼ同率となっています。しかし、空港への市

税投入については67％が明確に「投入すべきで

はない」とこたえており、「運営が苦しいなら投入

すべき」(12％)を大きく引き離しています。「利用

促進策を強化する」と答えた人の中にも「できて

しまったんだから…。何とか活用しなくては」とい

う意見が多く見られました。このほか、自由意見で

は「市民があれだけ反対したのにつくった市長ら

の責任」「つくる前から赤字になるのはわかって

いた」などと、市民の声を無視して建設を強行し

た神戸市や、それを認めた議員（与党）への批判

は今も強いものがあります。

    

７　借上災害公営住宅について
　借上公営住宅から入居者を追い出そうとしている神戸市の施策に対しては、「希望

者全員の継続入居を認めるべき」が50％と過半

数となっています。「継続入居は一部にとどめる

べき」は29％です。自由意見では「高齢者は慣れ

たところで生活するのが一番安定するもので

す」「高齢者に引っ越しを強制するのは、生存権

の侵害ともいえます。あまりにも過酷です」など

の声が寄せられています。

８　男女別の特徴
　アンケート結果を男女別にみてみました。「神戸経済を活性化するための対策」で

は、「若者の正規雇用を増やす」が、男性の62％に対し、女性は68％と上回っています。

「自然エネルギーを活用した政策を強化する」も、男性30％に対し、女性は36％と6ポ

イント上回っています。福島の原発事故による環境や健康への影響に対する危機感が

女性のほうが強いのではないかと思えます。また、「医療産業都市など大型プロジェク

トの推進」は、逆に女性の17％に対し、男性は25％と高くなっています。子育て支援策

については、「産休、育休制度の拡充」が、男性29％に対し女性は23％と6ポイントも

低くなっています。これは、自由意見にもありますが「育休など制度があっても自由にと

れる状況ではない」という、職場の状況を反映しているものと思われます。逆に、「学童

保育や児童館の充実」を求める声は、男性より女性が高くなっています。中学校給食

の実施を求める声も、男性より女性が9ポイントも高くなっています。子育ての中心を

女性が担っていることを反映しているといえます。

　特に男女での差が大きいのが消費税問題です。「税率アップはやむを得ない」との

回答が、女性は8％に対し、男性は17％にもなっています。家計をやりくりしている女性

の苦労がうかがえる結果といえます。年金引き下げについても、男性の16％が「やむ

を得ない」としているのに対し、女性は13％にとどまっています。

９　区別の特徴
　安倍内閣になって「生活が良くなった」との回答が一番高いのが中央区の11％。逆

に「悪くなった」との回答が一番高いのは長田区で35％で、一番低い西区（23％）とは

12ポイントの差があります。年金の引き下げに「反対」は、兵庫区の81％がトップです。

神戸空港については、「すぐに廃止する」は垂水区の33％がトップで、最も低い中央区

の24％と9ポイントの違いがあります。「利用促進策を強化する」は、中央区が43％で
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最も高く、一番低いのは長田区の28％となっています。「市民の意見を聞く」は、各区

とも大きな違いはありません。　
10　年代別の特徴

　年代別では、「働く人の給料を引き上げる」が、若い世代のほうが高くなっています。

非正規、派遣などで低賃金で働いている実態を反映しているとみられます。子育て支

援では、若い世代ほど「子どもの医療費助成の拡充」「予防接種の拡充と負担の軽

減」などが高くなっています。自由意見では、周辺自治体と比べて神戸市が遅れている

ことを指摘する声が多く出ているとともに、「病院に行くのにお金がかかりすぎて仕方

がないので、市販薬を飲ませたら肺炎になって入院する羽目に」など切実な声が寄せ

られています。中学校給食を求める声は30代、40代が高くなっており、毎日のお弁当

作りの大変さが反映されています。自由意見でも「小学校でつんだ食育の継続という

点からも、家庭の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良

いことだと思います」などの声が寄せられています。

　年金問題では、年代が上がるにつれて「引き下げ反対」が多くなっています。多数の

高齢者が、少ない年金で細々と暮らしている実態を浮き彫りにするとともに「年金で最

低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生活すれば良いの

か。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい」という声にあるように、こ

れ以上下げられたら生活できない、という切実な生活実態が反映されています。若い

世代の人は「老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思いま

す」という声があるように、将来どうなるのかわからない、という不安も反映していると

みられます。
　

11　職業別の特徴
　　職業別で特徴的なのは、安倍内閣になってからの生活の変化です。「悪くなった」と

いう回答が多いのが、求職中、年金生活者、自営業の人たち。神戸経済の活性化策とし

て、「働く人の給料を引き上げる」という回答が多いのが、正規職員と臨時・派遣・パート

の人たちです。また、「若者の正規雇用を増やす」は、年金生活者が最も高くなっていま

す。これは、孫の世代まで広がっている、就職難に対する不安の反映といえます。「市場

商店街への支援強化」「自然エネルギーの活用」を求める声は、自営業の人が高くなっ

ています。市場商店街への支援を求めるのは当然と言えますが、自然エネルギーの活

用については、神戸市の中小企業が持っている技術の高さに対する自負心が感じられ

ます。
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　日本共産党神戸市会議員団は、5月20日から「市民アンケート」を実施いたしました。

７月 31 日現在、3,423 人の方から返送されています。多くの方のご協力、ありがとうご

ざいました。

　このアンケートでは、安倍政権になって株高、円安などが進んでいますが、市民、国民

は実生活でどう感じているのか、あるいは、今後、消費税増税や年金引き下げがすすめ

られようとしていることに対する賛否を聞きました。また、神戸市経済の活性化策や子育

て支援策などで、神戸市が取り組むべき課題についてたずねました。また、震災後、常に

市民的な議論となっている神戸空港についても、今後のあり方、市税の投入の是非につ

いて聞きました。阪神・淡路大震災から 18 年以上が経過して浮上した民間借上災害公

営住宅の「期限 20年で退去問題」についても、意見を聞きました。

　同時に、国や県、神戸市に対する意見を自由に記入してもらいました。日本共産党議

員団へのアンケートの特徴の一つが、自由意見への記入が多いこと。空欄をびっしり埋め

て書いてくださる方もおられます。

　アンケート結果と寄せられた自由意見は、政治を少しでも前に進めるため、議会内外で

も活用していきたいと思っています。

　今回、アンケートの集計を「政調資料」としてまとめましたので、ぜひお読みいただき

たいと存じます。今後とも、日本共産党議員団へのご支援、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。

１　返送数と回答者の特徴
　５月20日から開始し、７月31日

現在で3，423通の返送となってい

ます。回答者の年代構成は、80代

以上が12％、70代が29％と、高

齢者が多くなっています。それを

反映して、職業別では「年金暮ら

し」の方が42％となっています。

男性が43％、女性が46％となって

います。

    

２　安倍内閣になってからの生活の変化
　「安倍内閣になってから生活は良くなりました

か」の問いに

「悪くなった」27％

「良くなった」5％

「変わらない・その他」67％

となっています。自由意見では「まだわからない」

という声と共に「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽは一部の金持ちの話。株なんて持っていない庶民には関係

ない」との声も多く寄せられました。大企業の幹部など、株を大量に保有している人た

ちは「株高」の恩恵にあずかったものの、一般国民には「諸物価の値上げ」だけが押し

つけられているのが実態です。円安による諸物価の高騰もすすんでいます。どんどん

生活が苦しくなっていく、というのが実態ではないでしょうか。    

３　神戸経済活性化の　　
　ための施策

　神戸経済を活性化させる

ための対策として

「若者の正規雇用を増や

す」65％

「働く人の給料を引き上げ

る」49％

「中小企業に発注する神戸

市の仕事を増やす」(36％）

と続いています。

　株の乱高下に翻弄されることなく、安定雇用と働く人の収入を増やすことが、最大

の経済対策だということが、改めてわかります。また、福島原発の事故によって、原子力

発電の危険性が明らかになった今、「自然エネルギーを活用した対策を強化する」が

33％と高くなっているのも特徴です。太陽光発電だけでなく、風力発電、また、小さな

河川を利用した小水力発電、六甲山の森林資源を利用したバイオ発電など、神戸の自

然エネルギーの可能性は高いといえます。

    
４　子育て支援策について

　少子化対策が叫ばれて久しくなりますが、やはり一番は「保育所を増やす」（47％）

です。「働きたくても保育所にはいることができない」との声も寄せられています。とこ

ろが、神戸市は84年度から30年間、公立保育所を一つも建てていません。それどころ

か、公立保育所の民営化・

縮小（合体など）を進めて

います。待機児解消のため

にも、神戸市は民間任せに

せず、公立保育所の建設も

すすめるべきです。子ども

の医療費助成の拡充も39

％の人が望んでいます。「西

宮市は中学卒業まで無料

なのに、なぜ神戸市は遅れ

ているのか」という厳しい指摘もあります。通院は2歳児まで無料となりましたが、まだ

まだ兵庫県下でも最低レベルにとどまっています。これとも関連しますが、「予防接種

の拡充と負担の軽減」も25％と高くなっています。この間の市民の運動が反映してい

ますが、「中学校給食の実施」を求める声は29％になっています。特徴的なのは、「奨

学金制度の拡充」を求める声が18％となっていること。自由意見でも、大学生への支

援を求める声が目立ちました。

    
５　消費税、年金について
　　消費税の引き上げについては67％の人が「反対」としています。「やむを得ない」は

13％にとどまっています。やはり、消費税が上がると、今でも苦しい生活がどうなるのか

という不安が強く出ています。政府は、来年4月からの増税をねらっていますが「いっそ

うものを買わなくな

り、逆効果」などの

声が寄せられていま

す。消費税増税は、

日本経済に壊滅的

な打撃を与えること

になります。

　年金引き下げも「反対」が76％と圧倒的に多数となっています。「やむを得ない」は

14％にとどまっています。「今でも下がっているのに、これ以上下がるとどうなるのか」

「物価をあげて年金を下げて『死ね』というのか」など不安と怒りの声が、たくさん記入

されています。

  

６　神戸空港について
　神戸空港の今後については

 「すぐに廃止する」29％

 「利用促進策を強化する」33％

 「今後どうするか市民の意見を聞く」30％

が、ほぼ同率となっています。しかし、空港への市

税投入については67％が明確に「投入すべきで

はない」とこたえており、「運営が苦しいなら投入

すべき」(12％)を大きく引き離しています。「利用

促進策を強化する」と答えた人の中にも「できて

しまったんだから…。何とか活用しなくては」とい

う意見が多く見られました。このほか、自由意見で

は「市民があれだけ反対したのにつくった市長ら

の責任」「つくる前から赤字になるのはわかって

いた」などと、市民の声を無視して建設を強行し

た神戸市や、それを認めた議員（与党）への批判

は今も強いものがあります。

    

７　借上災害公営住宅について
　借上公営住宅から入居者を追い出そうとしている神戸市の施策に対しては、「希望

者全員の継続入居を認めるべき」が50％と過半

数となっています。「継続入居は一部にとどめる

べき」は29％です。自由意見では「高齢者は慣れ

たところで生活するのが一番安定するもので

す」「高齢者に引っ越しを強制するのは、生存権

の侵害ともいえます。あまりにも過酷です」など

の声が寄せられています。

８　男女別の特徴
　アンケート結果を男女別にみてみました。「神戸経済を活性化するための対策」で

は、「若者の正規雇用を増やす」が、男性の62％に対し、女性は68％と上回っています。

「自然エネルギーを活用した政策を強化する」も、男性30％に対し、女性は36％と6ポ

イント上回っています。福島の原発事故による環境や健康への影響に対する危機感が

女性のほうが強いのではないかと思えます。また、「医療産業都市など大型プロジェク

トの推進」は、逆に女性の17％に対し、男性は25％と高くなっています。子育て支援策

については、「産休、育休制度の拡充」が、男性29％に対し女性は23％と6ポイントも

低くなっています。これは、自由意見にもありますが「育休など制度があっても自由にと

れる状況ではない」という、職場の状況を反映しているものと思われます。逆に、「学童

保育や児童館の充実」を求める声は、男性より女性が高くなっています。中学校給食

の実施を求める声も、男性より女性が9ポイントも高くなっています。子育ての中心を

女性が担っていることを反映しているといえます。

　特に男女での差が大きいのが消費税問題です。「税率アップはやむを得ない」との

回答が、女性は8％に対し、男性は17％にもなっています。家計をやりくりしている女性

の苦労がうかがえる結果といえます。年金引き下げについても、男性の16％が「やむ

を得ない」としているのに対し、女性は13％にとどまっています。

９　区別の特徴
　安倍内閣になって「生活が良くなった」との回答が一番高いのが中央区の11％。逆

に「悪くなった」との回答が一番高いのは長田区で35％で、一番低い西区（23％）とは

12ポイントの差があります。年金の引き下げに「反対」は、兵庫区の81％がトップです。

神戸空港については、「すぐに廃止する」は垂水区の33％がトップで、最も低い中央区

の24％と9ポイントの違いがあります。「利用促進策を強化する」は、中央区が43％で

借上
住宅に
ついて

全員
継続入居を
認めるべき,
49.9

無回答, 2.6
その他, 9.5

わからない,
9.6 

継続入居
は一部に
とどめる
べき,
29.0

最も高く、一番低いのは長田区の28％となっています。「市民の意見を聞く」は、各区

とも大きな違いはありません。　
10　年代別の特徴

　年代別では、「働く人の給料を引き上げる」が、若い世代のほうが高くなっています。

非正規、派遣などで低賃金で働いている実態を反映しているとみられます。子育て支

援では、若い世代ほど「子どもの医療費助成の拡充」「予防接種の拡充と負担の軽

減」などが高くなっています。自由意見では、周辺自治体と比べて神戸市が遅れている

ことを指摘する声が多く出ているとともに、「病院に行くのにお金がかかりすぎて仕方

がないので、市販薬を飲ませたら肺炎になって入院する羽目に」など切実な声が寄せ

られています。中学校給食を求める声は30代、40代が高くなっており、毎日のお弁当

作りの大変さが反映されています。自由意見でも「小学校でつんだ食育の継続という

点からも、家庭の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良

いことだと思います」などの声が寄せられています。

　年金問題では、年代が上がるにつれて「引き下げ反対」が多くなっています。多数の

高齢者が、少ない年金で細々と暮らしている実態を浮き彫りにするとともに「年金で最

低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生活すれば良いの

か。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい」という声にあるように、こ

れ以上下げられたら生活できない、という切実な生活実態が反映されています。若い

世代の人は「老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思いま

す」という声があるように、将来どうなるのかわからない、という不安も反映していると

みられます。
　

11　職業別の特徴
　　職業別で特徴的なのは、安倍内閣になってからの生活の変化です。「悪くなった」と

いう回答が多いのが、求職中、年金生活者、自営業の人たち。神戸経済の活性化策とし

て、「働く人の給料を引き上げる」という回答が多いのが、正規職員と臨時・派遣・パート

の人たちです。また、「若者の正規雇用を増やす」は、年金生活者が最も高くなっていま

す。これは、孫の世代まで広がっている、就職難に対する不安の反映といえます。「市場

商店街への支援強化」「自然エネルギーの活用」を求める声は、自営業の人が高くなっ

ています。市場商店街への支援を求めるのは当然と言えますが、自然エネルギーの活

用については、神戸市の中小企業が持っている技術の高さに対する自負心が感じられ

ます。

－　５　－



市民アンケートまとめ
日本共産党神戸市会議員団

2013年８月
　日本共産党神戸市会議員団は、5月20日から「市民アンケート」を実施いたしました。

７月 31 日現在、3,423 人の方から返送されています。多くの方のご協力、ありがとうご

ざいました。

　このアンケートでは、安倍政権になって株高、円安などが進んでいますが、市民、国民

は実生活でどう感じているのか、あるいは、今後、消費税増税や年金引き下げがすすめ

られようとしていることに対する賛否を聞きました。また、神戸市経済の活性化策や子育

て支援策などで、神戸市が取り組むべき課題についてたずねました。また、震災後、常に

市民的な議論となっている神戸空港についても、今後のあり方、市税の投入の是非につ

いて聞きました。阪神・淡路大震災から 18 年以上が経過して浮上した民間借上災害公

営住宅の「期限 20年で退去問題」についても、意見を聞きました。

　同時に、国や県、神戸市に対する意見を自由に記入してもらいました。日本共産党議

員団へのアンケートの特徴の一つが、自由意見への記入が多いこと。空欄をびっしり埋め

て書いてくださる方もおられます。

　アンケート結果と寄せられた自由意見は、政治を少しでも前に進めるため、議会内外で

も活用していきたいと思っています。

　今回、アンケートの集計を「政調資料」としてまとめましたので、ぜひお読みいただき

たいと存じます。今後とも、日本共産党議員団へのご支援、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。

１　返送数と回答者の特徴
　５月20日から開始し、７月31日

現在で3，423通の返送となってい

ます。回答者の年代構成は、80代

以上が12％、70代が29％と、高

齢者が多くなっています。それを

反映して、職業別では「年金暮ら

し」の方が42％となっています。

男性が43％、女性が46％となって

います。

    

２　安倍内閣になってからの生活の変化
　「安倍内閣になってから生活は良くなりました

か」の問いに

「悪くなった」27％

「良くなった」5％

「変わらない・その他」67％

となっています。自由意見では「まだわからない」

という声と共に「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽは一部の金持ちの話。株なんて持っていない庶民には関係

ない」との声も多く寄せられました。大企業の幹部など、株を大量に保有している人た

ちは「株高」の恩恵にあずかったものの、一般国民には「諸物価の値上げ」だけが押し

つけられているのが実態です。円安による諸物価の高騰もすすんでいます。どんどん

生活が苦しくなっていく、というのが実態ではないでしょうか。    

３　神戸経済活性化の　　
　ための施策

　神戸経済を活性化させる

ための対策として

「若者の正規雇用を増や

す」65％

「働く人の給料を引き上げ

る」49％

「中小企業に発注する神戸

市の仕事を増やす」(36％）

と続いています。

　株の乱高下に翻弄されることなく、安定雇用と働く人の収入を増やすことが、最大

の経済対策だということが、改めてわかります。また、福島原発の事故によって、原子力

発電の危険性が明らかになった今、「自然エネルギーを活用した対策を強化する」が

33％と高くなっているのも特徴です。太陽光発電だけでなく、風力発電、また、小さな

河川を利用した小水力発電、六甲山の森林資源を利用したバイオ発電など、神戸の自

然エネルギーの可能性は高いといえます。

    
４　子育て支援策について

　少子化対策が叫ばれて久しくなりますが、やはり一番は「保育所を増やす」（47％）

です。「働きたくても保育所にはいることができない」との声も寄せられています。とこ

ろが、神戸市は84年度から30年間、公立保育所を一つも建てていません。それどころ

か、公立保育所の民営化・

縮小（合体など）を進めて

います。待機児解消のため

にも、神戸市は民間任せに

せず、公立保育所の建設も

すすめるべきです。子ども

の医療費助成の拡充も39

％の人が望んでいます。「西

宮市は中学卒業まで無料

なのに、なぜ神戸市は遅れ

ているのか」という厳しい指摘もあります。通院は2歳児まで無料となりましたが、まだ

まだ兵庫県下でも最低レベルにとどまっています。これとも関連しますが、「予防接種

の拡充と負担の軽減」も25％と高くなっています。この間の市民の運動が反映してい

ますが、「中学校給食の実施」を求める声は29％になっています。特徴的なのは、「奨

学金制度の拡充」を求める声が18％となっていること。自由意見でも、大学生への支

援を求める声が目立ちました。

    
５　消費税、年金について
　　消費税の引き上げについては67％の人が「反対」としています。「やむを得ない」は

13％にとどまっています。やはり、消費税が上がると、今でも苦しい生活がどうなるのか

という不安が強く出ています。政府は、来年4月からの増税をねらっていますが「いっそ

うものを買わなくな

り、逆効果」などの

声が寄せられていま

す。消費税増税は、

日本経済に壊滅的

な打撃を与えること

になります。

　年金引き下げも「反対」が76％と圧倒的に多数となっています。「やむを得ない」は

14％にとどまっています。「今でも下がっているのに、これ以上下がるとどうなるのか」

「物価をあげて年金を下げて『死ね』というのか」など不安と怒りの声が、たくさん記入

されています。

  

６　神戸空港について
　神戸空港の今後については

 「すぐに廃止する」29％

 「利用促進策を強化する」33％

 「今後どうするか市民の意見を聞く」30％

が、ほぼ同率となっています。しかし、空港への市

税投入については67％が明確に「投入すべきで

はない」とこたえており、「運営が苦しいなら投入

すべき」(12％)を大きく引き離しています。「利用

促進策を強化する」と答えた人の中にも「できて

しまったんだから…。何とか活用しなくては」とい

う意見が多く見られました。このほか、自由意見で

は「市民があれだけ反対したのにつくった市長ら

の責任」「つくる前から赤字になるのはわかって

いた」などと、市民の声を無視して建設を強行し

た神戸市や、それを認めた議員（与党）への批判

は今も強いものがあります。

    

７　借上災害公営住宅について
　借上公営住宅から入居者を追い出そうとしている神戸市の施策に対しては、「希望

者全員の継続入居を認めるべき」が50％と過半

数となっています。「継続入居は一部にとどめる

べき」は29％です。自由意見では「高齢者は慣れ

たところで生活するのが一番安定するもので

す」「高齢者に引っ越しを強制するのは、生存権

の侵害ともいえます。あまりにも過酷です」など

の声が寄せられています。

８　男女別の特徴
　アンケート結果を男女別にみてみました。「神戸経済を活性化するための対策」で

は、「若者の正規雇用を増やす」が、男性の62％に対し、女性は68％と上回っています。

「自然エネルギーを活用した政策を強化する」も、男性30％に対し、女性は36％と6ポ

イント上回っています。福島の原発事故による環境や健康への影響に対する危機感が

女性のほうが強いのではないかと思えます。また、「医療産業都市など大型プロジェク

トの推進」は、逆に女性の17％に対し、男性は25％と高くなっています。子育て支援策

については、「産休、育休制度の拡充」が、男性29％に対し女性は23％と6ポイントも

低くなっています。これは、自由意見にもありますが「育休など制度があっても自由にと

れる状況ではない」という、職場の状況を反映しているものと思われます。逆に、「学童

保育や児童館の充実」を求める声は、男性より女性が高くなっています。中学校給食

の実施を求める声も、男性より女性が9ポイントも高くなっています。子育ての中心を

女性が担っていることを反映しているといえます。

　特に男女での差が大きいのが消費税問題です。「税率アップはやむを得ない」との

回答が、女性は8％に対し、男性は17％にもなっています。家計をやりくりしている女性

の苦労がうかがえる結果といえます。年金引き下げについても、男性の16％が「やむ

を得ない」としているのに対し、女性は13％にとどまっています。

９　区別の特徴
　安倍内閣になって「生活が良くなった」との回答が一番高いのが中央区の11％。逆

に「悪くなった」との回答が一番高いのは長田区で35％で、一番低い西区（23％）とは

12ポイントの差があります。年金の引き下げに「反対」は、兵庫区の81％がトップです。

神戸空港については、「すぐに廃止する」は垂水区の33％がトップで、最も低い中央区

の24％と9ポイントの違いがあります。「利用促進策を強化する」は、中央区が43％で

最も高く、一番低いのは長田区の28％となっています。「市民の意見を聞く」は、各区

とも大きな違いはありません。　
10　年代別の特徴

　年代別では、「働く人の給料を引き上げる」が、若い世代のほうが高くなっています。

非正規、派遣などで低賃金で働いている実態を反映しているとみられます。子育て支

援では、若い世代ほど「子どもの医療費助成の拡充」「予防接種の拡充と負担の軽

減」などが高くなっています。自由意見では、周辺自治体と比べて神戸市が遅れている

ことを指摘する声が多く出ているとともに、「病院に行くのにお金がかかりすぎて仕方

がないので、市販薬を飲ませたら肺炎になって入院する羽目に」など切実な声が寄せ

られています。中学校給食を求める声は30代、40代が高くなっており、毎日のお弁当

作りの大変さが反映されています。自由意見でも「小学校でつんだ食育の継続という

点からも、家庭の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良

いことだと思います」などの声が寄せられています。

　年金問題では、年代が上がるにつれて「引き下げ反対」が多くなっています。多数の

高齢者が、少ない年金で細々と暮らしている実態を浮き彫りにするとともに「年金で最

低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生活すれば良いの

か。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい」という声にあるように、こ

れ以上下げられたら生活できない、という切実な生活実態が反映されています。若い

世代の人は「老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思いま

す」という声があるように、将来どうなるのかわからない、という不安も反映していると

みられます。
　

11　職業別の特徴
　　職業別で特徴的なのは、安倍内閣になってからの生活の変化です。「悪くなった」と

いう回答が多いのが、求職中、年金生活者、自営業の人たち。神戸経済の活性化策とし

て、「働く人の給料を引き上げる」という回答が多いのが、正規職員と臨時・派遣・パート

の人たちです。また、「若者の正規雇用を増やす」は、年金生活者が最も高くなっていま

す。これは、孫の世代まで広がっている、就職難に対する不安の反映といえます。「市場

商店街への支援強化」「自然エネルギーの活用」を求める声は、自営業の人が高くなっ

ています。市場商店街への支援を求めるのは当然と言えますが、自然エネルギーの活

用については、神戸市の中小企業が持っている技術の高さに対する自負心が感じられ

ます。

－　６　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

12　自由意見について
　日本共産党議員団は、これまでも何度か「市民アンケート」に取り組みましたが、い

つも、たくさんの意見を記入していただきました。今回も、憲法、社会保障、消費税、神

戸空港、子育て、県立こども病院の移転、原発問題等々、多岐にわたる内容が書き込

まれています。寄せられた貴重なご意見は、必ず市政に届け、反映するよう、求めてい

きます。また、生活道路の改修等、地域の住環境整備に関する要望もたくさん頂きま

した。それぞれ、議員が、電話、もしくは訪問するなどして対応させていただくととも

に適宜、担当部局にも伝え、改善策を講じるよう求めております。

　寄せられたおもな意見をご紹介します。

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　７　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　８　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　９　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　13　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　22　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　25　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

－　31　－



記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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記入された自由意見より
　憲法改悪許すな
●憲法９条改正には絶対反対の根本精神で何事もすすめていただきたい。今の政治

家に戦争の本当の悲惨さを知っている人がどれだけいるのでしょう

（北区・80代・女性）

●憲法改正に反対です。今の憲法を守ってほしい。多くの人の命を奪った第二次世

界大戦の反省がないと思います。この21世紀の世の中で世界から取り残されま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●改憲手続きのハードルを低くして、憲法を変更しようとは何事ぞ！堂々と手続き

を踏んでやるべし！絶対に平和主義に徹し、世界に冠たる平和憲法を高く掲げ、

世界をリードしていく責任が日本国民にはあると思う　  （北区・70代・男性）

●戦争を体験していない者が、憲法を自分の欲望で変えようとするなど、恐ろしい

政治屋と化したものだ。不安が大きすぎる　　　　　　  （北区・70代・男性）

●憲法を改めるとの事ですが、絶対反対です。政治家の行動をおさえるための憲法

を、自分たちが勝手に変え、自分たちの思うようにしようという思いが見え見え

です。人（他国）に作られた憲法といわれるが、いい憲法だったから、今まで変

えられなかったと思うんです。政治を自分たちの思うように動かそうとしないで

ください。この頃、日本が怖い国になっていくように思います。私は息子や孫を

戦争に行かせたくないし、あの物がなく貧しい生活には戻りたくない

（北区・70代・不明）

●憲法改悪は絶対にしてはならない。戦争は絶対にしてはならない。“国防軍”な

どもっての外。自衛隊は国内外の災害時で大いに活躍してほしいが、海外の戦地

にはいくべきではない　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●憲法改悪は非核「神戸方式」を壊すことにもつながる  （須磨区・60代・男性）

●戦争経験者として憲法96条改正に断固反対します　    （須磨区・70代・女性）

●今の安倍内閣にはとても不安を感じます。特に憲法の問題（第９条）等について

は、改正する等とんでもないことだと思う　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●「維新の会」の両代表はタカ派で、石原は東京都では学校で、教師や生徒に起立

して「君が代」を歌えと言っています。自民党は憲法96条を変えたうえで９条

を変えようとしています。戦争を放棄した9条は絶対に変えてはいけないと思っ

ています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法を改悪しようとしているが、この憲法のどこが気に入らないのか「押しつけ

られた」というが、そんな思いは全くなく諸手をあげて受け入れた。世界に誇る

憲法です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●憲法改正元年といわれて不安感じる。自公両党の走り抜けには、戦前に戻りそう

で不安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 （垂水区・60代・男性）

●憲法改悪は絶対にしてはなりません。戦後生まれの議員たちの多い中で簡単に考

えることではない　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●憲法議論は構わないが、改正ありきで進めるべきではない。本来、憲法は国民を

縛るものではなく国家を縛るものだと認識すべき　　  （垂水区・40代・男性）

●自民党の憲法改正案は恐ろしい　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●憲法96条は死守すべき。96条を改定すればすぐに９条改定されます。戦争は絶

対避けるべし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・男性）

●未来の子どものため、ぜったい９条は守らなければいけない。その時々の政権を

取った者たちが安易に憲法を変える仕組みをつくってはならない！

（灘区・50代・女性）

●９条はぜったいに変えてはダメ！息子は渡さないよ（命にかえても） 

（西区・50代・女性）

●憲法９条改正など反憲法の方針をやめ、平和に徹すべきである

（西区・70代・男性）

●憲法９条改正反対。今の平和は９条があるから。どこの国にも攻めてこられない

のも、テロがないのも、９条のおかげと思ってます　　  （西区・60代・女性）

●素晴らしい憲法を守ってください　　　　　　　　　　  （西区・60代・女性）

●憲法改正や自衛隊の国防軍化など未来の平和と安全に不安を覚えるようになって

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・男性）

●強い日本を取り戻すという名において、戦前戦中の天皇の政治利用で軍政ファシ

ズム化を目指し、現憲法で根付いている民主主義の破壊をもくろんでいるようで

非常に危惧している。戦争を知らない世代がおおくなり、軍事力にあこがれて火

遊びをしたがる連中が声を大きくしてきた　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法上の理念に沿った政治を実施せよ　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●憲法９条の改定は絶対反対。過去の戦争を忘れたのか、戦争は勝っても地獄、負

けても地獄。国益にはならない。国を滅ぼす　　　　  （東灘区・70代・男性）

●憲法改正の動きには絶対反対です。子・孫の世代に平和な日本を残してあげる義

務が私達にはあります　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●憲法改正で戦争への道へ一歩踏み出しそうな気がします  （不明・60代・女性）

　消費税増税にストップを
●ますますものを買わなくなり逆効果　　　　　　　　　  （北区・20代・男性）

●税を払わなければ食べられないのはおかしなこと　　　  （北区・60代・男性）

●絶対に無くしてください。お願いします　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●景気が回復したと声高らかに発表しているけど、それはお金のある人達の事。た

とえ、消費税が何十％上がろうと、そういう人達は痛くもかゆくもないというこ

と。わかっているのに知らないふりをしてきたんじゃないでしょうか　

（北区・不明・不明）

●政権を勝ち取ったとたんに、弱者いじめの消費税増税に目をつけています。許せ

ません。みんながみんな、自民党を応援しているのでありません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須磨区・70代・不明）

●いまのままでは反対。するならば増税は東北の人たちのために

（須磨区・50代・女性）

●消費税増税よりも不公平税制の改善を　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●人間食べなければいけないので、消費税は食品非課税  （垂水区・60代・不明）

●個人的には反対だが、現実的な財源確保には不可欠？  （垂水区・50代・女性）

●増税されると思いますが、何百万のベンツとコンビニのおにぎりが同じ税率はあ

り得ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・男性）

●物価と収入のバランスがもっと悪くなる　　　　　　  （長田区・80代・男性）

●1980年代にあった高級品などの物品税を復活させて　（長田区・60代・男性）

●消費税は仕方ないけど、交通費が高く、加算されますので困ります。IC（パ

ス）になってから　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・80代・女性）

●復興資金はそれ以外に使われ、年金もどこに行ったか不明だらけ。要はきちんと

使われているのかどうかで、信頼できない　　　　　　  （灘区・50代・女性）

●国の財政が苦しいのでなんでも反対はしないが、低所得者対策を先にしっかり行

い、高所得者には応分の負担を求めた上で増税してもいいのでは？財政が苦しい

間、ぜいたく品には物品税を復活したらいい　　　　　  （西区・70代・男性）

●５%の消費税が８％、10％に増税されたら、現在より10％消費をおさえると思

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●昔のように物品税にすべき。消費税のように一律でなく高額品には高率を、生活

必要品は低率に　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●負担能力のある金持ち優遇をやめる　　　　　　　　  （東灘区・60代・男性）

●増税の上げ幅が乱暴すぎ、根拠もあいまい。経済学の専門家も逆効果と言ってい

る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●国の借金減らない、と市民に慣れさせて、増税は許されない

（兵庫区・50代・女性）

●そもそも廃止を要求する　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・男性）

　年金引き下げは生活破壊
●物価を上げて年金を下げて「死ね」というのか　　　　  （北区・70代・男性）

●年金生活世帯では消費税増税も重なり、生活困窮する。共働きですが、生活に余

裕がない状態です　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●年金で最低生活をしている者にとって、命を絶たれるように思う。どうやって生

活すれば良いのか。年寄りも何か喜びを持って生活できるようにしてほしい

 （北区・70代・不明）

●これ以上年金を下げないでください。私は15歳から仕事について一生懸命厚生

年金をかけてきました。60歳になったら働かなくても食べていけるよといわれ

ていた時代でした。ところが、時代とともに今ではパートでかせがなくては食べ

れません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●ゆりかごからベッドまで看ていただけるならやむを得ない

   （須磨区・50代・女性）

●引下げするなら徴収額も減らしてほしいと思います　  （須磨区・30代・女性）

●消費税は増税するのに年金が下げられたらますます生活が苦しくなる 

（須磨区・70代・男性）

●生活関連産業への直接影響が大きく、地域の衰退につながる

（垂水区・80代・男性）

●食品の物価が上がってるのに下げられたら生活できない

（垂水区・60代・女性）

●年寄は早く死ねということなのか？　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●これ以上下げられることには大反対。生きられません  （中央区・70代・女性）

●今でも食べていけない。病気になったら早く死にたい。１人なので急に何かあっ

た時に大変心配です　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●何のために約40年間、天引きや能動的納付をしてきたのか！今までの年金の無

駄遣いが原因！　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・男性）

●そもそもなぜ引き下げなくてはいけなくなったのか。誰が最後まで責任を取るの

か。国民の大切なお金を自分のお金のように大切にできる人が日本で一体何人い

るか。なぜ若い人が安心して年金も支払えないのか、年金の取り扱いに関わった

人は死ぬまで責任取るべし！　　　　　　　　　　　  （長田区・50代・女性）

●受給金が少ない者からは絶対引き下げないように。生活が出来なくなり生活保護

に頼ることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●これからの日本経済は年金生活者の消費意欲を増加させるしかない。エネルギー、

日用品雑貨が値上がり、生活が苦しくなっている　　  （東灘区・70代・男性）

●たくさん払っていた年金は何処に消えたの？バブルの時、つまらぬ建物やその運

営をまちがった。責任者を追及すべきだ　　　　　　  （東灘区・70代・女性）

●老後の生活のためにかけているのに、引き下げるのはおかしいと思います

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東灘区・50代・女性）

●自分の年金の時が心配　　　　　　　　　　　　　　　（東灘区・不明・不明）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは、首相などお金持ちにはわからない　  （兵庫区・50代・女性）

●75歳以上の年金を平等にお願いしたい。年金は国会議員もすべて平等でなけれ

ばならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・60代・男性）

　借上住宅・希望者全員の継続入居を
●好き好んで災害にあったのではない。もっと高齢者を大事にすることだ。高齢者

の人たちも働き、定年になるまで頑張り、今がある！　  （北区・70代・男性）

●本当は20年の間に自らの身の振り方を自分で決めることができるようになった

らよかったと思うのだけれど、そうできなかったのだと思います。弱い立場の人

たちの事を考えてこそ政治です　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●今さら高齢者が地方に行っても何もできなく、最悪、孤独死してしまうのでは？

 （北区・30代・男性）

●借上期間を前にして行き先が決まらない高齢者は、先を案じて自殺する人が増え

ているかもしれない。そういうことを念頭においてもらいたい

 （須磨区・70代・不明）

●現在は借上住宅に住み続けられることを願い続けています。このことが一番の心

配ごとなのです。何とか住み続けられるよう、ご配慮いただけますようお願いい

たします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・女性）

●高齢者の人は今から家を探すのは難しいです。どうしてそれがわからないのか。

そこでくらす人の気持ちをもっとわかってあげてほしい

  （須磨区・50代・女性）

●各個人の事情があるので期日を区切るのは酷であり、高齢者は特に継続して住ま

せてあげたい。その後の高齢者住宅には心のフォローもしてあげたい

 （須磨区・50代・女性）

●災害なので何年と期限を切らずに入居させてあげたらいいのにとずっと思ってい

た 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●私も追い出しを迫られている身です。精神的に苦痛です（新多聞住宅）。県住を

何度申し込んでも当たりません。転居の書類ばかりで大変困っています

 （垂水区・70代・女性）

●高齢者の人たちの気持ちを大切にしてあげてください。お願いします

 （中央区・50代・男性）

●阪神大震災で援助を受けた神戸市は、どこの地域よりも被災した人の援助をお願

いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・男性）

●私も震災で家が全壊し、とても困った。災害からの自立は個人によって違うので、

入居に期限は設けないで！ 　　　　　　　　　　　  （長田区・60代・女性）

●引っ越して死になさいと言ってるようなものです。年寄りをもっと大事にしてい

くべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●神戸市は借上災害公営住宅で生活する高齢者にあまりにも冷たい仕打ちだと思う

（長田区・80代・女性）

●入居期限20年について一言も聞いておりませんので、私は納得することができ

ません。転居できません 　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・男性）

●高齢者に心理的負担をかけてほしくない。優しい対応を希望します

 （東灘区・60代・女性）

●震災後20年という区切りで高齢者いじめ、最後まで入居できるようにすべき。

（東灘区・50代・女性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に、高齢者を転居に追い込むような非情な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください。私は幸いそこそこの生活をさせても

らっていますので、1日も早く皆が幸福になれる世の中になってほしいと思いま

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●最初は期限20年であっても仮設に住んでいた方ならわかるが、薄っぺらい板で

作った仮設で大変苦労したと思う。いまは高齢の方が多く、引っ越しは無理です

 （兵庫区・55代・女性）

●転居したくても高齢者には貸してくれるところがない  （兵庫区・60代・女性）

　みんなが望む中学校給食を
●中学校給食を自校方式（小学校のような）にしてください。大事な子どもたちを

大切にしてください。市税を子どもたちに使わなくてどこに使うのですか。安上

がりな給食・デリバリーなどは望んでいません　　　  （須磨区・60代・女性）

●中学校給食は決まりましたが早く始めてください。でも実施ありがとうございま

す。助かります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・40代・女性）

●中学校給食を実施することと、全員が喫食するシステム作りをすすめてください

 　（西区・60代・女性）

●中学、高校の給食も必要。西宮でも私が中学の時から給食ありました

 （兵庫区・50代・女性）

●中学校での給食を実施してほしい。子どもたちが中学での給食がなくてずいぶん

苦労した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・60代・女性）

●子育て応援に力を入れてください。中学校給食は地産地消で、自校方式で

 （北区・60代・女性）

●私が育った埼玉県では20年前には小中学校完全給食でした。遅すぎます!! 

（兵庫区・30代・女性）

●中学校給食の実現を望みます。小学校でつんだ食育の継続という点からも、家庭

の多様化からも栄養バランスのとれた食事を仲間とともに取るのは良いことだと

思います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●中学校給食を自校方式でしてほしい（弁当作りが大変。栄養を考えて作るのも大

変です）。子どものためにお金を使ってほしい　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学での給食開始にあたり新しい給食センターが増設されるといいなと思う。小

さな子どもを持つ母親も夏休み等休暇のあるパートだと仕事に出やすく、会社復

帰しやすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・30代・女性）

●中学給食は是非導入して欲しい。出来れば自校調理方式で。初めはお金がかかる

が雇用もアップする。地産地消で近隣の食材を使えばいい。夏の暑い日に弁当は

不安だし、荷物が運動部だと重すぎる（水筒も合わせ）。子どもが作っている家

庭もある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・40代・女性）

●子育てしていた頃、住んでいた市は中学校給食は当たり前にあったので神戸に来

て、無いのに驚いた　　　　　　　　　　　　　　　   （北区・80代・不明）

●中学校給食の件。弁当方式ではなく各学校で実施してほしい。食育にもなるし、

地産、地消、就職率も高くなるのでは？設備に費用がかかるが、安心安全、子ど

もを育てていくのに必要です。実現させてほしいです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北区・60代・女性）

●中学校の給食導入もよく検討してほしいが、小学校の給食の内容がひどいと聞く。

三田市を見習ってほしい。地産・地消を推進してください

（北区・30代・女性）

●中学校給食がデリバリー方式となって愕然としました。これでは今までの弁当販

売と変わりがない。最低、小学校と同じセンター方式の配食にしないと給食とは

いえないのでは？ 　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●中学校給食を実施して欲しい。共働きなので朝からお弁当を作る時間はない。ど

うして他市のように実施できないのか　　　　　　　  （東灘区・30代・女性）

●中学校給食は切実に願います。宝塚のはおいしかった　  （北区・30代・女性）

●小学校同様、生徒全員が食べられる給食。作り手の顔が見える自校方式。食育の

完成、中学校での完全給食　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●中学校給食全員。お弁当はアレルギーのみとする　　  （東灘区・60代・女性）

●中学校、弁当から給食にして欲しい。他の県市はほとんどが給食になっているの

に、神戸だけ未だにしないのは理解できません！！政治家の方には党など関係な

く、みんなが一丸となってがんばっていただきたい　  （兵庫区・40代・女性）

●中学校給食はぜひ自校方式に。食は文化です。当初費用はかかりますが、子育て

子ども支援の観点からも。雇用を増やす、地産地消で農業も支え、市の財産とな

るでしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・不明）

●中学校給食を業者のデリバリーでなく、学校単位で作る給食を実施してほしい

　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●中学校給食を小学校の給食と同じシステムにしてほしい。デリバリー弁当はやめ

てほしい。デリバリー弁当を食べさせるくらいなら、家庭弁当を作ると思う。そ

れだと保護者の負担は今と何も変わらない　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●業者による弁当でなく小学校方式が良い。そうすれば雇用（給食センター）も生

まれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・40代・女性）

　子どもが大切にされる政治を
●35人or30人学級の実現！そのための人員と予算の確保。子どもにおとなの責任

やしわ寄せがいく必要はない！ 　　　　　　　　　  （北区・30代・男性）

●神戸市だけの問題ではないけど、待機児童の解消には認可保育所をどんどん増や

すべき。また１つの部屋に多くの子どもをつめこむ今のやり方はもうやめてほし

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●神戸電鉄の運賃が高すぎる。高校進学と同時に，子どもの定期代を考えて、神戸

電鉄を利用しなくても良い場所に引っ越される方が多く見受けられる

 （北区・40代・女性）

●少子化は食い止めることができると思います。派遣社員制度はやめて、正規雇用

や若者の働く場所を増やし、結婚ができる安定した生活ができたら、少子化もな

くなると思います。仕事がなかったら結婚も無理、子どもも無理

 （北区・50代・女性）

●子どもが３人いるが、生活していくのに年々しんどくなっていく感じがする。夫

が個人事業のため国民年金の支払いもしんどい。食費を少なくすると子どもに食

べさせられない…。女性も40歳を過ぎると働く場所も少なくなり、きっと40歳

くらいの人たちがしんどい思いをしてるのかなあと日々感じます

 （北区・40代・女性）

●子どもの医療費助成、拡充されたばかりだが、他の市、郡、町に比べると全く追

いついていない。なぜ?と思う。児童館は充実しているのかもしれないが、小学

生がいる時間は行けない。未就園児が毎日集まることのできる子育て支援センタ

ーなどをもっと増やしてほしい。駐車場もないと子どもを連れて行くには大変。

長期休みもなくしてほしい。幼稚園が休みの日こそ行きたい。廃園を利用するな

ど、建物の有効利用もできるのではないか？　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもの医療費助成を拡充してほしい。せめて小学校入学時まで

   （北区・30代・女性）

●子どもの医療費を無料化もしくは安くしてほしい。公立幼稚園の給食を開始して

ほしい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●子どもを産んで育てるのは大変です。シングルでも育てやすいように大学まで公

立なら無料にするとか、家賃を下の子が成人するまで無料にする等するべき

（北区・40代・女性）

●産休、育休を長くするようなことを言っているが、育休が１年を超えるとだんだ

ん現場復帰が出来なくなっていくのが現状。それよりも子どもを育てながら仕事

をしていける環境をもっと整えるべき　　　　　　   （北区・60代・女性）

●日本の将来を担う子どもの数を増やすために、保育料など子どもにかかる負担が

少なくなるよう対策を考えていただきたい。子ども３人ほしいと思っても本当に

保育料、医療費がかかり、子どもの将来のための貯金もできないし、教育のため

の習い事をさせる余裕もない。少子高齢化は社会問題です。もっと女性が子ども

を産み育てやすい社会にどうかしてください　　　　　  （北区・30代・女性）

●働いてもほとんど保育料に給料が消え、子どもの将来のための貯金ができていな

いのが現状。これでは子どもは増えません。子どもは将来の日本を支える宝です

（北区・30代・女性）

●娘が２人の子どもを産み、育休が終わり神戸に帰って教師に復帰します。２人の

子どもたちを揃って保育園に預けたいと言っておりますが、保育園が少なく悩ん

でおります。兄弟そろって預かって頂くと助かるのだけどと悩んでおります。こ

れからもっともっと外で働く女性が多くなります。もう少し広い視野で女性を見

て頂けませんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●保育所を増やすとともに、すべて病児保育できるように。子どもを保育園に入れ

ていますが病児保育が少ないので仕事を落ち着いて出来ない。男性が育休を取れ

る空気ではない　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　（北区・30代・女性）

●神戸市の子ども医療費助成が３歳未満まで無料は短すぎる。保育所をもっと増や

してほしい。保育所の一時預かりの金額が高すぎます。子育てする方の支援をす

るのであれば、もっと金額を下げて子どもを預けて母がリフレッシュできるよう

にしてもらいたい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●子どもたちの遊び場を整えてほしい。外遊びは怪しい人や紫外線など気になるこ

とも多く、公園も汚い所が多くできません。指導員等がいなくても母親同士で施

設管理等やります。地域福祉センターをお弁当持込可で開放していただいたら、

地域のママと子どものいい集いの場になる。児童館のお弁当タイムももっとして

くれるとちょっと遠くても行きやすい　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●保育所、学童が近所にはない＝市立。お母さんたちは車や自転車であちこちに預

けてパートしてます。子ども欲しくても２人目３人目となると悩むのではないで

しょうか。私は1人でも大変です　　　　　　　　　   （須磨区・40代・女性）

●２人子どもがいますが、もう何年も保育園に入れず待機しております。少子化、

少子化という割には子どもを育てにくい環境に正直とまどいを感じます。また、

他の地域では子どもの医療費が無料なのに神戸市は800円かかったりします。不

満です　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  （垂水区・20代・女性）

●子どもの医療費を中学生まで無料に。子ども手当の増額。出産一時金、全額支給

 　　　　　　　　　　　　　　（垂水区・20代・女性）

●これから生まれてくる子どもにより、産休、育休に入りますが、金銭面で不安で

す。早く仕事復帰できるようにするには保育所に入れないと…。入れるのか不安

です。サポート、安心できる確かな制度がほしいです  （垂水区・20代・女性）

●垂水小学校区には、小学校高学年や中高生が運動できる空間が校庭の他は全くと

いっていいくらいに無い。10代前半の時期にのびのびと体を動かせる場所が無

くて非常に辛かったです。これからの子どもたちには何とかしてあげたい

（垂水区・20代・男性）

●学校の授業料を無料にし給食になれば、私はあと２人は子どもが欲しいと思う。

大学に１人400～500万ためるのは苦し過ぎます!!これでは子どもが欲しくても

産めません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸市は全国他の地域と比べ著しく子育て支援が遅れている。その一つが乳児医

療助成です。所得に関係なく子どもの医療費は無料にしようという動きの中、依

然として所得制限を設けている。同じ病気で病院にかかり自分の子どもだけ３千

円・４千円と徴収される気持ちが分かりますか？　　  （垂水区・40代・男性）

●安倍さんは３年間の育休を取れるよう、などと言っているが、それ以前に日本の

会社がそんな理解あるものとは思えない。私は東証一部上場の大手会社で働いて

います。会社の制度は産休、育休もしっかりした制度があります。しかし、問題

はこの制度を会社が取らせないようにすること。育休が終わり復帰して時短勤務

を取らないと家事、育児、仕事の両立は無理。なのに会社は「旦那が残業なしで

帰れば時短を取らなくても大丈夫だろう」と言う。こんな理解ない会社がある

という事を知ってほしい　　　　　　　　　　　　　  （中央区・20代・女性）

●70歳を過ぎて年金生活ですが、年金が安く、生活が大変。３人の子どもがある

が、給料が安く生活が大変。子どもや孫２人に援助している。貯蓄はありません。

死んだらどうしようか　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・不明）

●子どもの通学路になる予定の道路が狭いにも関わらず、車が頻繁に通り事故にあ

いそうで怖い　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●中・高・大学生を持つ家庭にもう少し学費の援助が出来るようにしてほしい。子

どもをたくさん産まない理由は子育てにお金がかかるからで、少子化をなくすに

は高校、大学にかかる費用を軽減しないと！　　　　  （長田区・40代・女性）

●保育所を増やすことだけにとらわれずに保育所で過ごす子ども達が豊かに生活を

して、すこやかに成長していけるように保育士の数や指導内容についても現場の

声をきき、考えていってほしい。つめこみ保育は、子どもの心をしばりつけ、事

故も起きかねない　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●子ども手当や医療費補助の所得制限は外してほしい。我が家の３人の子どもの医

療費はかなりかかってます　　　　　　　　　　　　　  （灘区・40代・女性）

●子どもと遊べる場所が全く無い状態を改善して欲しい。大きい公園、小さい公園、

遊園地、プールなど、神戸空港の周辺の余った土地をもっと活用するべき！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（灘区・30代・女性）

●子どもの遊び場、公園を増やして欲しい。子どもの遊具を増やして欲しい。でき

れば屋根付きのベンチなど。急に雨が降っても対応できる場所があったらなと思

います　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子どもの医療費が満２歳まで無料だが、もっと拡大してほしい。市によって格差

があると思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・20代・女性）

●子育て支援など母親が子どもとともに成長できる環境を求めます。「子育てって

楽しい」と思うことが出産にもつながると思う。人が増えること、そこは大切な

ことだと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・50代・女性）

●子どもの医療費は小学校終了するぐらいまで無料にしてほしい。神戸空港をやめ

たらすぐできるんではないですか？　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●女性と子どもがもっと生活しやすくしてください。1人で学校から帰らすのでは

なく、地域の高齢者の方にもっと役割を与えて、小学校や中学校もちろん小さな

お子さんがいても心配せず女性が働ける世の中にしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・40代・女性）

●不登校の子どものために中学の通信教育やネットでの授業なども考えてほしい

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・50代・女性）

●もっと子育て世代への支援があればと思う。他県から引っ越してきたが、子ども

の医療費助成の無料が２歳までではあんまりではないのかと思う。せめて小学校

卒業までにしてもらえば助かる。小学校に通っている子どもがいるが教室には扇

風機もなく、みんなうちわを持参して暑さをしのいでいるので、どうにかすぐ対

応して欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・30代・女性）

●西宮では中学まで医療費の助成が多く０円だと聞きました。神戸で生まれてから

ずっと住んでいますが、３歳以上は月２回までは800円もいる。神戸市も西宮と

同じにして欲しいです。少子化の時代、３人、４人など３人以上いる家庭には何

か一時金みたいなのがあったらうれしいです　　　　  （東灘区・20代・女性）

●少子化といっているのに子どもを産むと預け先が少なく仕事もできない。医療費

の助成も早くから有料になり、ほかの県に、住んでいる友達は無料期間が長いと

言っていた。子どもはおとなより病院でお世話になる回数が多いから無料にして

ほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・20代・女性）

●とにかく育児中の女性の社会進出を差別させないことです。「子どもの発熱です

ぐ休む」だのなんだの　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●幼児期の子どもは通院することが多く、医療費一部負担だけでも出費が多いです。

義務教育終了までは医療費無料にしてほしいです　　  （東灘区・40代・女性）

●若い世代がすごくかわいそうに思う。学費と生活費を稼ぐのに学力まで低下して

しまったりすることや留年になるなど。学校は出たものの就職先が見つからない、

生活費に困窮するなど。国を担う子らの成長を守ってほしいと思います、一番大

事なことではないでしょうか。大学生を持つ親で、子どもに仕送りできない親も

いっぱいいるんです　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・女性）

●私の子どもが４歳なのですが、風邪をひきやすく何度も何度も行くので、病院に

行くのもお金が少しといえどもかかりすぎて仕方がないので、この前、市販の薬

を飲ませていたら肺炎になって入院する羽目に。西宮の知り合いにこの話をした

ら、小学６年までは無料だそうです。神戸市も同じにしていただきたいです。４

人以上子どもがいる家庭には年に一度でも良いから支援をして欲しいと思います

    （東灘区・30代・男性）

●給料あがらずサービス残業ばっかりでは子どもも産めない！！

（兵庫区・30代・女性）

●子ども手当をもっと増やすべき。高校無償にするべき。第３子は保育料無償（子

どもを増やすため）に　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・30代・男性）

●保育所も少なくなかなか入れず、金額の高いところに私の孫は入っていた。毎月

５万円でした。何のために娘はバイトしているのかわからない状態でした。二人

目も妊娠しておりますが、７月でバイトをいったん休みます。いまは保育所に入

っていますが、二人目の赤ちゃんも入れるつもりですが、どうなるのか不安いっ

ぱいだと思います　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　県立こども病院移転は危険
●海岸の先端に大きな病院を建てていますが災害時も大丈夫なんですか？

　  （北区・80代・女性）

●子ども病院をポーアイに移転させるのは中止してほしい。津波対策もされておら

ず、大地震がおきて道路が分断されてしまう可能性もある危険な場所に移すなん

て考えられません　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●医療の進歩が保険診療の一般市民を救うものであって欲しい。こども病院はせっ

かく高台にあるのに、ポーアイへの移転は無茶だと思う。南海トラフ地震、津波

の警告もあるし、95年の地震の教訓もあるのに　　　 （須磨区・80代・女性）

●子ども病院がポーアイに移る事を聞きました。ポーアイといえば海のそば、津波

が起これば大変だし地盤もゆるいと聞いてます。子どもたちに怖い思いをさせま

す。高倉台の今の場所で改築し、運営できることを望みます

　　（須磨区・60代・不明）

●県立こども病院の人工島移転に反対です。大地震が来た時、いの一番に被害を受

ける所に、大事な子どもたちを追いやるなど許せません

（中央区・60代・女性）

●市民病院のような大きな病院がポーアイに集まって、地震や津波の事は考えない

のでしょうか？各路線からライナーに乗り換え…元気な人ばかりではないのです

利用者は。交通費だけでも負担です。車を持っている人ばかりではないです

 （中央区・70代・女性）

●こども病院をポーアイへ移転するのは反対です。高台のをどうして海辺へ持って

いくのかわかりません。阪神淡路大震災の時、ポーアイの市民病院は役に立たな

かったことを忘れてしまったのでしょうか　　　　　  （長田区・60代・女性）

●県立こども病院のポーアイ設置は安全面から見て子どもに対して失礼なやり方。

すぐやめるべき　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●南海地震が30年以内に起こる確率が60～70％といわれている。神戸市のポーア

イ、空港、六甲アイランド、また、市内の海岸近くは陥没するのではないか、あ

るいは液状化が起こるのではないか。こども病院はポーアイにつくるべきではな

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・70代・女性）

●こども病院を移転するのは将来必ずつけがくる。自然の力の偉大さが分かってい

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・男性）

●こども病院のポーアイへの移転はやめるべきです。須磨の現在地を確保し、地域

住民とアクセスが容易な地域での運営を推進してください

（西区・60代・男性）

●南海トラフ巨大地震、津波対策は?などの話が出ているのに、わざわざこども病

院をポーアイに移転させるとは、何を考えているのか全く分かりません

 （西区・70代・男性）

●もっとも不思議に思うのは「市民病院」や「こども病院」のポーアイⅡ期への移

転である。誰のための病院か？救急も含めて、いざというときに役立つとは思え

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・70代・男性）

　

　障がい者が安心してくらせる街に
●障がいを持つ娘がいます。障害者手帳を取得してＥＴＣや車の税金等の補助を受

けています。ただし、肝心な医療費の補助はほとんどなく、毎月医療費が生活費

を大きく占めています。特別児童手当も県にはねられましたが、同じ病気を持つ

大阪の児童はおりています。この差はお金のなさでしょうか？情けないです。生

活も苦しいです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・20代・女性）

●障がい者が安心する生活にしてほしい。暮らしやすくしてほしい。行政の立て直

しをする。障がい者雇用を増やす　　　　　　　　　　  （北区・40代・男性）

●20歳までに障がい者になると、20歳で障害者年金がもらえるが、私は40歳で障

がい者になったが、求職中やアルバイト中には国民年金を払っていなかったため

に支払期間が足りず障害者年金はもらえません。どういうことなんでしょうか？

（須磨区・40代・男性）

●障がい者に対する目はまだまだつめたいです。弱い者は生きづらいです。すべて

の人が生きていてよかったと思う国づくりを　　　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸市バス、地下鉄が無償で利用できる障がい者福祉パスを廃止しないでくださ

い。自立支援といいながら国策で医療費まで払わなければならなくなり、泣く泣

く病院通いをやめた人もいます。弱い者いじめはやめ、障がい者、高齢者が安心

して暮らせる市にしてください。高齢者、障がい者は追い詰められてます。何と

かしてください　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●身体障害者２級の母は、１人では選挙の際、投票所までいけません。在宅投票を

認めるよう選管に求めましたが、１級障害でなければダメとのこと。国民が唯一

国政に参加できる機会ともいうべき投票の権利が、このような形で実質上奪われ

るのは悲しいと思います　　　　　　　　　　　　  　（須磨区・50代・男性）

●オストミー用トイレがない区役所、病院が多いので設置するよう指導してほしい。

障がい者の災害時における避難について、一部では研究して活動しているところ

もあるが、大部分ではされていないので全域で検討するよう指導してください

 （垂水区・80代・男性）

●高齢者や障がい者の家族に優しいまちになって欲しいと願う。介護疲れや老老介

護の問題に取り組んで欲しい　　　　　　　　　　　  （垂水区・30代・女性）

●障がい者の人たちの働く場所をもっと増やせないでしょうか。受け入れる企業を

考えてみてはいただけないでしょうか？　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●阪急花隈駅にエレベーターの設置、もしくはエスカレーターの設置をお願いしま

す。お年寄りや障がい者、乳母車の親子が長い階段で、行き帰りしていて非常に

危険ですので、阪急に要請して頂きたいと思います　  （中央区・60代・男性）

●大阪維新の会…弱者に対して厳しすぎる。あまりにも競争社会をあおって公的な

ものを減らしすぎ！！障がい者・介護の必要な人にもっと愛の手を…

（中央区・30代・女性）

●パーキンソン病患者をはじめ難病患者は、40歳頃に発症した現役世代の患者の

ほとんどは企業に受け入れられずリストラなどにより失業してます。また求人に

障害者枠があっても一般の障がい者の方が採用され、難病患者は取り残された状

態です。難病患者の雇用支援（難病患者採用枠拡大など）や難病患者優先による

在宅就労の促進など　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●身体障害者には固定資産税を割引なり免除できないものですか？これが実現した

ら神戸市は日本でいちばん住みやすい快適空間になるでしょう

　　 （東灘区・70代・男性）

●障害者福祉サービス受給者証の更新手続きの件ですが、３年ごとに更新するのは

理解できますが、手続きの際に毎回「医者の意見書」がいるのが納得できません。

就学前の児童がアスペルガーなのか、本当に発達障がいなのか見極めるのに更新

ごとに判定してもらうなら話は解るのですが、弟は50歳を超えた重度の知的障

がいで療育手帳の判定も［Ａ］で確定しています。老人介護の後追いの形でやっ

ているとは思いますが、その時その日によって波のある認知症の方と違って、

症状はほぼ一生同じです。この前、視覚障がい、身体障がいの方たちも同じよ

うに「意見書」が必要と聞きました。目の見えない人や体の不自由な方に「や

っぱり見えませんか？」とか「足は動きませんか？」と聞いているのでしょう

か？県や国が認めている療育手帳、障害者手帳は何のために存在するのかと思

ってしまう。このままだったら何かが安くなったりする割引券か、と。更新手

続きが面倒だと言っているのではなく何十年も前に確定している事実を見てほ

しいのです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

敬老パス・福祉パスの改善を
●神戸市の福祉乗車証をいただいていますが、神戸電鉄の乗車にも利用させていた

だけるようになればありがたい　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●世論もメディアと一緒になって生活保護バッシングを利用して生活保護受給者へ

の「福祉パス」を廃止した。北区に住む保護受給者は中央区の市街地へ行く回数

が５月からぐんと減った　　　　　　　　　　　　　　  （北区・80代・男性）

●福祉乗車証が突然廃止され、バスしか交通手段のない私は子どもの保育園の送迎

にも日々困難な状況に追い込まれています。無差別に廃止しないで欲しい。病院

にも通えない。死活問題になっています。生活保護の私にとって毎日保育園の送

迎に800円の負担を強いられ、保護課の担当者は「あなたは廃止対象じゃないか

ら安心してください」と言ったのを信じていたら「出ません」と、別の方に言わ

れ、毎日本当に家計を圧迫されています。本当に必要な人には乗車証を配布し

て欲しい。病院も我慢しなければならない日々です　　  （北区・40代・女性）

●北神急行への福祉パス、高齢者パスの適用　　　　　　  （北区・70代・男性）

●無料福祉パス（生活保護世帯）を復活する。老人福祉パスと同等の扱いをぜひお

願い。移動にお金がかかりすぎる為、病院に行くのに800円かかる。生活保護の

改悪に大反対。近くに病院が少ない　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●後期高齢者で（70歳か75歳以上）敬老優待乗車証一部負担金上限（所得に応じ

て）を緩和してもらいたい。せめて年金生活者で雑所得600万円以下位に。交通

費の負担が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・男性）

●生活保護、生活できる金額をもらっているが交通の乗車証が無くなり困っている。

福祉乗車証を今までみたいにしてほしい。私は片目レーザーで焼かれて見えなく

なり、もう片方も視力が悪く0.04、歩くのも困難。障害手帳あるが、５級２種

でほとんど見えない状態でないと級が上がらないので、交通費で困っています

 （垂水区・50代・女性）

●福祉乗車制度で生活保護世帯の福祉パスの交付対象除外に反対します。生活保護

者の生活上で交通費負担が生活を困窮させるばかりか、社会とのつながりを妨げ

る要因になっています。以前のように生活保護世帯への福祉パスの交付を直ちに

改善してほしいです　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・40代・男性）

●福祉パス、高齢者パスの廃止、値上げ断固反対。六甲台は坂なので市民の足とし

て、バスは絶対必要です。障がいを持った方のバス代有料化も反対。高齢者の無

料化ができないならせめて片道50円くらいにして　　　 （灘区・70代・女性）

●福祉パスがなくなり、生活状態が変わり、負担が増えた人をたくさん知っていま

す。できれば復活して欲しいです。何とかならないもんですか。母が食べたいも

のとか役所に行くときに使っていました。はがきが来て福祉パスがなくなる、と。

人間に上も下もない、平等であるべき　　　　　　　  （東灘区・40代・男性）

●敬老優待乗車証について、いま半額にて利用させていただいております。京都市

右京区に義姉、西京区にともだちがすんでますが、年額3000～5000円で乗り

放題、右京区の義姉は場所的に京都バスも利用しています。神戸市も収入額に応

じて、ぜひ年額にしていただきたくお願いいたします

 （兵庫区・70代・女性）

●高齢者の市バス・地下鉄（パス）を元通り無料にしてほしいと思います。ICカ

ードに入金したり、色々面倒ですし、外出がおっくうになり、家にこもる原因に

なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・50代・女性）

　高齢者が明るく生活できる街に
●北区はバスの路線が不便です。車がないと動きがとれません。高齢者になると運

転もできなくなります。とりあえずバス路線を考えてください

 （北区・70代・女性）

●しあわせの村をもっと活用したいのですが、車の運転ができないのでバスの便を

増やしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　  　　　（北区・60代・女性）

●高齢者のバス代は無料でよいと思う　　　　　　　　　  （北区・50代・女性）

●市住に住んでいる者ですが、高齢者が多くなっております。空家に若い人を入居

させてほしいものです　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・女性）

●主人が働いているんで後期高齢者保険が３割と高いので困る

 （北区・70代・不明）

●西大池ですが坂道が多いし、高齢者が多いので小型のバスを住宅の中を走らせて

ほしいです。空き地の所は年に1回ぐらいは草刈りしてほしい

（北区・60代・女性）

●パス有料になってから街に遠い地域の高齢者は取り残されているのが現状

 （北区・60代・不明）

●もっと高齢者や子どもたちが住みよい社会にしてほしい  （北区・20代・女性）

●アベノミクスなんて年金生活者には空言にしかありません。高齢者がお金がある

わけない。震災で家を失い、ローンを払い、首がまわりません。早くあの世へと

思うばがりです　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●老人介護施設を増やしてください　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●高齢者で働く意欲と能力のある者に職を提供する社会の実現。例えば公団

（UR）内にカルチャー教室を開き、そこに高齢者を講師として投入する支援

 （須磨区・60代・女性）

●地域住民の高齢化、若者の減少により市場は廃止、商店も撤退が相次ぎ、今に高

齢者の町になり、車を持たぬ人は日々の生活物資購入にも支障をきたすのではな

いかと憂慮している　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・70代・男性）

●私の住んでいる地域はバスがありません。住宅内は高齢者が多く、買い物、通院

が不便で困っております。一日２往復程度のマイクロバスでも通して欲しいです

 （須磨区・70代・女性）

●神戸市は地域によって大変坂道が多い。高齢者の買い物や病院に通うための支援

を強化してほしい　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・50代・女性）

●後期高齢者医療保険制度は１日も早く中止してください。保険料がムチャ高い。

年金生活者では無理　　　　　　　　　　　　　　 　 （垂水区・50代・男性）

●国民健康保険料が月額3870円だったが、後期高齢者保険に入って年額102,841

円となり、審査請求しても話にならない。何とかならないものか

（垂水区・70代・男性）

●長田区高取山町に住んでいますが、急な坂道でバスもなく高齢者はタクシーしか

足がありません。コミュニティバス等あればとても助かります

 （長田区・50代・女性）

●私達の地域ではお世話下さる方々が親身に高齢者のお世話をしてくれる。月に２

回食事会、第２・第４日曜にふれあい喫茶店を開いているのでみんなそろって談

笑が出来る 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・80代・女性）

●65歳以上医療費無料。お年寄りの生活相談所窓口設置を増やすなど市民が安心

して暮らせるようなサービスを 　　　　　　　　  （長田区・20代・女性）

●高齢者が増えてきてます。年金で入居できる老人ホームをつくってください。老

後を安心して暮らせるようにしてください　　　　　  　（灘区・70代・女性）

●交通の便が全く悪い。区役所へ行くのにバスではＪＲ大久保～明石へ。ここから

バスで、３度乗り換え、高齢者や障がい者はいったいどうすれば。タクシーでも

使えというのでしょうか　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●神戸電鉄の運賃に高齢者割引があればもっと利用できるのにと思う

 （西区・60代・女性）

●渦が森台在住高齢者のため、渦が森台で甲南病院経由で区役所行の新設を要望し

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・80代・男性）

●高齢者１人世帯や夫婦だけの世帯が増えている現在、地域でこの人たちの相談、

見守りをする市関係職員をもっと増やしていく必要がある。困っていても相談す

ることができずにいる人たちが多い　　　　　　　　  （東灘区・60代・不明）

●高齢者が孤独で話相手や相談相手や、ほっとするような付き合いを求めていても、

自らも高齢化し自分の周りの事も充分できないとそのゆとりもない。自分も今よ

りもっと困った時の親切な相談相手に欠ける　　　　  （東灘区・70代・女性）

●道路の管理に気配りをしてほしい。高齢者の方にとっては路面のデコボコは危な

い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東灘区・70代・男性）

●高齢者が増加することによって若者に負担がかかるとよくいわれるが、一番国が

大変な時を支えてきたのも、今の高齢者の方々だと思う。費用のかかる荷物のよ

うな扱いは心外だと思う。一生懸命子どもを育て、不満も言わず過ごしてきたの

にと思う。今も子どもの見守りをしてボランティアに立っている

（兵庫区・80代・不明）

●少子高齢化は急激になったのではなく、もう何十年も前から分かっていた事です。

今の高齢者の方々は皆さんお元気で活き活きされています。お元気で意欲のある

方には、お仕事して頂いたら良いと思います　　　　  （兵庫区・40代・女性）

●歩道上の植木の根が大きくなりすぎで高齢者は歩きにくいのではないか

 （兵庫区・60代・女性）

●掘り返した道路の舗装があまりにもお粗末で改善してほしい。高齢者も増えキャ

リーや杖を頼りにする老人も多く、ざらざらの道路につまづいたり、キャリーが

ひっかかり転倒します。また、継ぎはぎだらけの塗装にもわずかな段差が多くあ

り、地震の後の盛り上がりもそのまま。高齢者にも安心なというキャッチフレー

ズはなんなのでしょうか　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・80代・女性）

　低所得者への支援を
●今年はじめ、北区役所あんしんすこやか課で、福祉課の方から、生活保護受給者

に嘲笑的発言をする職員さんの声が聞こえました。各々思想は自由だがプロの行

政マンとしての自覚に全く欠けているのではありませんか

 （北区・40代・男性）

●精神障害２級で生活保護を受給。家賃・水光熱費を引いたら、１か月の生活費は

３万５千円です。保護費が引き下げられたら、食べられない日が出ます。社会的

弱者は人の税金で食べて！と言われ、反対の声も上げられません。最底辺の庶民

を助けてくれる政治家はいないのでしょうか？　　　　  （北区・60代・女性）

●この時代に親子が食事も出来ずに餓死する事がある。こんなこと恥ずかしいです。

そして、悲しすぎます。これは何時代の話なのでしょうか

　（北区・70代・女性）

●インターネット等での生活保護や年金に対する意見を見ていると日本人の心の貧

しさを感じてつらくなります。これは県や国の情報操作によるものだと感じられ

てなりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・20代・女性）

●生活保護基準を引き下げるんではなく引き上げてください。生活費が足りません。

電化製品が壊れても買えません。貯金などできません。小野市の生活監視条例は

廃止してください。生活保護受給者全員にクーラー設置をおねがいします

 （須磨区・60代・不明）

●底辺で生活している人もだんだんと増えつつある。生活保護世帯も今後増えると

思うし、また、生活保護は、国が定めた最低の生活する権利でもある。これをも

減らそうとする国会議員が多数を取るということが僕は許されないと思う。憲法

で定められた最低の生活も削ろうとしている　　　　  （須磨区・70代・男性）

●この10年間ほぼ無職です。途中２～３年、派遣等で働けただけです。中高年は

応募しても門前払いです。いつ生活保護になるかわかりません

（垂水区・40代・男性）

●一時的に就労指導により就職できたため、生活保護を打ち切られたが、職場閉鎖

のため、またもや無職になりました　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●私は生活保護を支給されていますが、いろいろな人から役所に通報され、とても

困っています。６月から生活保護が切られると思うと役所から言われた。病院に

も行けなくなり、生活できなくなると思うと、夜も眠れません

（中央区・60代・男性）

●生活保護受給見直し反対（不正受給者の見極め）。生活保護受給世帯が公営住宅

優先に入居できるようしてほしい　　　　　　　　　　  （灘区・50代・男性）

●生活保護を受けている。年々待遇が厳しくなってきている。アベノミクスで物価

も上がって厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・40代・男性）

●知人に生活保護を受けている人がいますが、担当者の言葉遣いや態度に横柄さを

感じます。チェックが厳しいのはわかりますが、人権も尊重すべきだと思います

 （東灘区・40代・女性）

●生活保護を受けております。大変申しわけなく、また、ありがたく感謝しており

ますが、もうこれ以上受給額を下げないでほしいと思います。今年３月より生活

保護受給額3000～5000円下げられた　　　　　　　  （兵庫区・60代・女性）

●老後の事を考えて、仕事を何十年も頑張って働いてきたのに、いざもらう年金が

少なくなるのは首相などお金持ちにはわからない。生活保護の人間を「人」とし

て扱ってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

　神戸空港問題の解決めざして
●関西空港は何回も利用したが、神戸空港は一度も利用したことがない

 （北区・70代・男性）

●空港が出来る時、神戸市民は反対しました。だのにその時に市の役員等の人たち

は強引にgoを出しました。赤字になってもだれも責任をとりません。民間会社

ならつぶれていますよ　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・不明）

●市民の反対を押し切り空港をつくった責任は取るべきだと思う。赤字になる事は

予測できたはず。だから市民は反対したのにそれを無視し強引につくった責任を

うやむやにするべきではないと思う。こうなるとは分らなかった、ととぼけるの

なら一般市民が予測できたことが出来なかったと逃げるのなら、私たちの上に立

つ資格はないと思う。反対の声を無視してつくった人の責任を問うべきです。今

まで赤字なのにお金を投入したからといって黒字になる訳がないと思う

（北区・不明・不明）

●神戸の人間は神戸空港を使用していません。特に北区は高い電車代を出すなら関

空に行きます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●神戸空港に関しては、今となってはと思うが、できる前は反対であった。とにか

く神戸市は市民一人一人の事よりも視線が企業を向いているし、その体質は空港

が赤字になっても変わっていない。自分たちの失政を市民につけを回している気

がしてならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・50代・男性）

●神戸空港をやめ、跡地に太陽光発電と風力発電、バイオなどの自然エネルギーモ

デル地域にしたらよいと思う　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●大きな荷物、マイナスになると予想していた神戸空港。日本航空が早々に撤退し

たようにやめる勇断を願う　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・不明）

●阪神大震災の３日目に神戸空港をつくるといったのは当時の神戸市長（笹山氏）

でした。震災を機に神戸市は福祉都市へと変わってほしいと念願しましたが、も

との神戸市株式会社になっております　　　　　　　　  （北区・80代・女性）

●空港は最初に反対したが開港した。ダメなものはダメ。市民の反対運動に聞く耳

を持つこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・男性）

●空港を廃止して親子で遊ぶことができるものにする。赤字でも市税を使わない方

がいいですし、市民の意見を聞く方がいいと思う　　  （須磨区・50代・女性）

●神戸空港の件、最初から関空、伊丹空港があり、あまり利用者がないのではと

思っていましたが、このまま赤字続きでは廃止もやむを得ないと思います

 （須磨区・70代・女性）

●近距離で３空港はいらない。伊丹廃止。関空と経営統合し効率化を図る。ある程

度は役所の給料を減らし責任を取るべき　　　　　　  （垂水区・30代・男性）

●空港開港当時の神戸市の某課長は「絶対赤字にしません」と断言していました

が？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・80代・女性）

●神戸空港の赤字のために市税を投入するのは絶対反対です。つくった当時の責任

者等で退職金、給与カットで責任をとればいい。それで済む話ではありませんが

…。思っていた通りの経営状態である。赤字になるのが素人でもわかるのに、無

理に空港を造ったのか理解しかねる　　　　　　　　  （垂水区・40代・女性）

●神戸空港は廃止し風力発電、太陽光発電の基地に変更すべき。そうすれば有効な

利用が出来るものと考える　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・男性）

●いくら考えても神戸空港は不要です。赤字が増えるばかりで市民にプラスになり

ません。早く決断してください　　　　　　　　　　  （中央区・60代・女性）

●反対を無視してつくった空港を廃止するな！！市民の反対を押し切りつくった責

任は取るべし（空港には一切税金は投入しないと断言して造ったもの）

 （長田区・60代・男性）

●伊丹空港がある。利用促進は焼石に水、盗人に追銭。市民の意見を聞かなくても

分かる。心のある人は中止するはず。急に乗客が押し寄せるはずない。つくる前

から赤字はわかっているのにつくろうとした人達の責任はどうなるんですか？退

職金なしにして下さい　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●神戸空港は最初から反対。市民の声を聞かない。間違ったことはあまりしない方

が良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●神戸空港は必要ないのに多くの予算を無駄にしてしまった。関西には一つの空港

でいいと思う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西区・不明・男性）

●神戸空港の赤字は誰が責任をとってくれるのか！反対の意見もたくさんあったは

ず。空港をつくる人たちだけのため考えられたのだろうか？

 （東灘区・50代・女性）

●神戸空港に対し当時の建設に関与した市会議員や財界の有力者と市長ならびに運

輸省と国会議員に、莫大になった赤字の損害金額を絶対に返済してもらうことを

お願いします。絶対に許すことはできません　　　　  （東灘区・70代・男性）

●神戸空港を廃港にし再生可能エネルギーの為に使うべき

　　　　　　　（東灘区・70代・男性）

●神戸空港など最初から必要でないというのはわかっていること。ポートライナー

も延長して路線も少ないし。関空と伊丹空港が二つもあるのだから、これ以上赤

字を増やさないでほしい　　　　　　　　　　　　　  （兵庫区・50代・女性）

●赤字原因を明らかにし、そのためにどうするか市民の意見を聞く

　（兵庫区・30代・女性）

　原発は即時廃止を
●原発拡大路線は今すぐやめてほしい。国土をダメにしてまで続ける政策ですか？

 （北区・40代・女性）

●自然にもっと目を向けて。原発のおそろしさを自覚し地球を大切にしてほしい。

子や孫たちの時代、緑あふれる心豊かな人々の多きを望む

（北区・80代・不明）

●原発廃止へ向けて県・市・国が力を合わせるべき時だと思いますが、私たち国民

の声とは反対の方向へ進もうとしていることが大変心配である

（北区・60代・不明）

●安倍政権が原発輸出を積極的に一部外国へアプローチしているが、論理上大変問

題があり、日本人として恥ずかしい限りである。福島原発をはじめ、原発に関す

る諸課題が解決されてない現在、どのような考えでこれらを展開しているのかわ

かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●原発の再稼働は絶対に反対です。将来の子どもたちの甲状腺被ばくを考えるとと

ても怖いし、原発は、現在、未来にとって安心、安全は絶対にありえません

 （須磨区・60代・不明）

●原発の問題（福島の事故の後始末を）、もっと深く考えてください。自分の国の

原発事故を棚に上げ、外国へ原発セールスをする安倍首相の考えが理解できない。

自分の国が困ってるのにセールスは許されない　　　  （須磨区・60代・女性）

●原発を再稼働させることの無謀さを自覚してほしい。万、万が一、安全に稼働し

ても燃料の捨て場もないことをどう考えているのか　  （須磨区・70代・女性）

●安全な原発はない。自然エネルギーに転換する決断を  （垂水区・70代・男性）

●原発を外国へ輸出することはやめてください。福島のようなことが起きたらど

のような責任が取れるのですか。今も福島の方々は自分の家に帰ることもできず

に辛い思いをしております。汚染水の始末や地下水の事、海に流れ出ている放射

性物質等、漁業にも被害がいっぱい出てるのにこれを外国へ持って行って世界の

海や自然を汚してしまうのです。責任はどう取るのか。未来ある子どもたちにで

きるだけきれいな地球を守ってあげてください。これ以上地球を汚さないでく

ださい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （垂水区・70代・女性）

●出来るだけ早い段階で脱原発を。使用済み核燃料の最終処分も無いのに、持続可

能なエネルギーとはいえない。もんじゅを廃止し、六ケ所村にスイマセンと謝り、

これからは廃炉ビジネスのみを行いそれを輸出すれば良い

　（垂水区・30代・男性）

●原発の再稼働など断固認められません。放射能はすべて、すべてを奪います。福

島県内、関東などから避難したくても汚染がないことにされ、健康被害も起きて

いないことにされ、逃げなくてはならない人々を逆にそこへ閉じ込めています。

この現状を何としても正しい方向に導いていってほしいのです。逃げたい人が逃

げられる環境を兵庫県で作っていただきたい。住環境の提供や農地の提供など、

本当の被害者が、逃げなくてはならない人々が、新しく生活できる環境をどん

どん提供してあげてください。そして、食の安全についてもう一度、県で見直

していただきたいのです。子どもたちの未来のためにもよろしくお願いいたし

ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （中央区・30代・女性）

●国に対して原発反対の声がなぜ届かないのか。全力で新エネルギー（自然エネ）

による発電法や整備などをしたら必ず実行できると思う。子どもたちへ安全な未

来を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長田区・30代・女性）

●原発の後始末の恐ろしさを福島の事故で初めて知り、なぜ？と思うのみです。使

用済みの残骸の事を考えていたのですか、科学者の方々全員に聞きたいです

 （灘区・不明・女性）

●原発の再稼働は絶対反対。福島の方たちの苦しみや辛さを忘れて何故自民党や企

業はあんなに急ぐのか。ゴミの問題も宙に浮いたままです。利益にばかりこだわ

るのは憤りを感じる　　　　　　　　　　　　　　　　  （灘区・70代・女性）

●原発はぜったい反対。「フクシマ」の汚染はまだおさまっていません。国民の

「命」を守る政策を進めて下さい　　　　　　　　　　  （西区・70代・女性）

●主人は元原発労働者です。私は原発反対です　　　　　  （西区・50代・女性）

●日本の国土の中で人間や動物がすめないところがある事を実感すべきです。人間

が住めないところ、足を踏み入れてはいけないところがあるという痛みを、神戸

に居ても実感共有しなければいけないですね。私は基本的には未成年者、子ども、

児童、幼児は原発災害地には、入らない方が良いと考えます。差別でなく被害を

小さくしたい、予防したいからです。メルトダウンの怖さをもっと認識するべき

です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・80代・女性）

●兵庫県内に原発はないといえど、40ｋｍ圏内に大飯があるなど安心して暮らし

ていけない。もっと声を高らかに関電の原発依存を糾弾していってほしい

（西区・30代・男性）

●国の政策は10年後、50年後を見通したものであってほしい。経済界におもねる

今のあり方は、自分たちの身の越し方だけを考えているから、原発の再稼働にな

るのです。福島から何を学んだか、まだ検証されていないことが多すぎます

 （灘区・70代・女性）

●非人道的でひどく割高な原子力エネルギーなど買わなくても済むようにする。原

発不要ははっきりしている　　　　　　　　　　　　　  （灘区・50代・女性）

　日本共産党への期待
●共産党の政策に全面的に賛成です。少数でも市民のために頑張ってください。私

たちも頑張ります　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・女性）

●国政でも地方政治でも頼れるところは日本共産党だけです。躍進を祈るような思

いで念じております　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・60代・男性）

●国政選挙の小選挙区制を比例代表に変えるよう奮闘してください

（北区・70代・男性）

●神戸空港の責任追及をもっとしっかりやってほしい。共産党はもっともっと不正

追及をしてほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・70代・男性）

●日本共産党を応援している。国政でも県政でも頑張って  （北区・80代・男性）

●共産党には政治が勝手しないよう抑止力として野党の責任を果たしてほしい。政

治に関心のない30代。初めてこのような意見を送ります。乱文悪筆、そして名

前を書く勇気はありません。失礼きまわりないのは承知ですが、一市民の声とし

てみなさまに届く事を願っております　　　　　　　　  （北区・30代・女性）

●教師の多忙さひど過ぎます。部活の顧問など全くボランティア、休みもありませ

ん。是非、実態を調査してください。政党からこんなアンケートなんて初めてで

す。庶民の声を拾ってくれようとしてるんだなと感じます。これからもよろしく

お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （北区・40代・女性）

●50年間、日本共産党一筋に支持し、日本共産党政権を夢見てきました。残り人

生は何年あるかわかりませんが、日本共産党の躍進を大いに希望します

 （須磨区・70代・男性）

●いつも市長がかわる時、市長がある程度推薦してその人が市長になってきていま

す。今回ぜひそういう人じゃなく、共産党ががんばってほしいです。私は選挙権

がありませんので、自分の思う人を選べません。日本の国民の皆さん、もっと一

人ひとりが自分たちに降りかかることです。ぜひ一ファン的に選ばないで、きち

っと公約を守れる人を選んでください　　　　　　　  （須磨区・60代・女性）

●私は共産党ではありませんが、困った時、手を差し伸べてくれるのは共産党です。

ありがとうございます　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・80代・不明）

●収入は減る。物価は上がる。病気もできない世の中です。頼るのは共産党さんだ

けです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （須磨区・60代・男性）

●政策の第一は「誰もが就職する！！」共産党が大旗を振って立ち上がってほしい

 （須磨区・70代・男性）

●今の日本を正しく発展させてくださるのは共産党のみと固く信じています。私は

役職柄、表だった支援はできませんが、力の及ぶ限りの協力は惜しみません

（垂水区・80代・男性）

●商売人でしたが、大震災で自己破産して商売を廃業。困ったときに地域の民主商

工会でいろいろ相談し、助けてもらいました。心強い味方でした。それ以来、共

産党が大好きです。共産党こそ私たち市民の味方です。がんばってほしいです

（垂水区・60代・女性）

●政党助成金を受け取らない共産党は偉いと思います　  （垂水区・60代・女性）

●先の都議会選挙の結果を見ました。得票数など状況はともかくとして、共産党の

議席の大きな増加は大きなインパクトがありました。この勢いを大事に、そして

共産党の方針を大事に、参議院選挙に臨んでいただきたいと思います。頼りにし

ております。応援しております　　　　　　　　　　  （中央区・30代・男性）

●共産党、実生活で立派です。がんばってください　  　（中央区・70代・男性）

●政党助成金は共産党のように見習って廃止！　　　  　（中央区・70代・男性）

●いつも私たちのために頑張ってくださってありがとうございます。共産党大好き

です。影の応援者です。いつも一票入れています。頑張ってください。お忙しい

とは思いますが、大変困っています。健康、生活の事について、私は素人で何も

分かりません　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（長田区・70代・女性）

●共産党のみなさまへ。関東から関西へ来て２年がたちます。駅で演説している姿

を見るとがんばってほしい！と心から思います。実は父も関東で議員（共産党

の）をしていました。がんばってください!!　　　　　（長田区・20代・女性）

●共産党ももう少し市民にアピールをしなければ。メディアの力に負けますよ。ス

トップゲンパツ!!　　　　　　　　　　　　　　　　　（長田区・60代・女性）

●日本共産党市会議員団の皆様におかれましては、この度の「市民アンケート」を

はじめ、これまでも「日本共産党」機関紙を読ませていただき、「神戸市政」に

対する熱意ある改革の姿勢等につきまして、改めて、より一層強い感銘を受けて 

いるところです。今後とも神戸市民が信頼・安心できる市政の改革に向けて大い

なる活躍を期待しております。また個人としましても、微力ながら少しでも日本

共産党市議会議員団のお役に立てればと積極的かつ自発的に考えています

（長田区・40代・男性）

●Ｃ型肝炎は自分の不注意でなったのではなく、不衛生な注射針で国の責任が多い

と思いますので、一日も早くこの病気の人たちの治療費を少なくする、または障

がい者手帳を与えて下さい。頼めるのは日本共産党しかありません。このこと、

何卒よろしくお願いします。本当に弱者の味方になって下さい

（灘区・70代・女性）

●共産党のイメージアップに期待します。戦前のイメージがあまりにも強すぎる。

現在では各政党の中では一番正しい事をしている！　　  （灘区・50代・男性）

●日本共産党は党名も変えず政党を貫いているので応援しております。頑張りまし

ょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （西区・70代・男性）

●共産党は政党助成金をもらうべき。あなた方は助成金以上の働きができる政党。

遠慮せず胸を張って受け取るべき。共産党が市民の最後の政党

 （西区・50代・男性）

●もっともまともなはずの共産党の声があまりにも小さすぎるではないか

 （東灘区・70代・男性）

●御議員団のこういった活動をすばらしいと思います。市民として個人の意見を聞

かれたのは選挙以外初めてです。こうした地道な政治の取り組みを今後も期待し

ます。共産党というと何でもとりあえず「反対！」を唱える党というイメージが

あります。広く意見をひろうリベラルな判断をよろしくお願いします

 （東灘区・40代・女性）

●年々、共産党の皆さんの考えに近くなるように自分が感じられる。なかなか議席

が増えていかず歯がゆい思いです　　　　　　　　　  （東灘区・50代・女性）

●いつも共産党の方には頑張ってくださってとても感謝しております。お体大事に

して頑張ってくださることを祈っております　　　　  （兵庫区・70代・男性）

●共産党さんがんばってください。選挙ではいつも夫婦で２票入れてますよ

 （兵庫区・70代・男性）

●無駄な税金を公共投資に使う前に高齢者を転居に追い込むような非常な政策を、

共産党が先頭に立ってやめさせてください　　　　　  （兵庫区・70代・男性）
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