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　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が８月27日と９月２日に開かれ、日本共産党神戸市会議員団
の味口としゆき議員、今井まさこ議員が外郭団体の運営状況などについて質問しました。

外郭団体特別委員会審査から②

　神戸交通振興株式会社は、神戸市交通
局からバスの運営業務を委託されていま
す。味口議員は「バス運転士不足が問題
となっている。市民の安全にもつながる
問題だけに、安い委託費がネックにな
り、バス運転士にしわ寄せがあるようで
は本当に困る」と強く訴え、交通局職員
と比べてもあまりにも処遇が悪い交通振
興のバス運転士や駅務社員の処遇改善を
求めました。

答弁ダイジェスト

交 通 局８月27日

　代表取締役専務：年間給与を市の運転
手と比べると低いが、民間他社と比べて
もさほど見劣りするものではない。
　味口議員：（交通振興には）扶養手当
や住宅手当の制度自体がない。賞与月数
についても、4.5か月出ている交通局職
員に比べて、ほぼ１か月しかもらえない
駅務社員が大半だ。
　代表取締役専務：市職員と同等にする
のであれば、委託に出すメリットがない。
　味口議員：運送業界の運転手不足の問
題は全国的に見ても明確だ。「民間他者
と比べて悪くない」という認識でいいの
か。安さだけを競わせると安全性の面で
不安が出てくると思うがいかがか。
　岸田交通局長：処遇改善は会社でして

いただいたらいい。私どもは委託料を払
うだけ。
　味口議員：冷たく実情に合わない答弁
だ。市全体の交通事業を安全担保しなが
ら運営していくために、処遇改善を含め
て総合的に考えていただきたい。

⃝駅・駅ビルテナントへの支援について
その他の質問

文化スポーツ局８月27日

　� �味口としゆき議員

神戸交通振興株式会社

バスは市民の足
安全が担保できるよう
職員の処遇改善を

　� �今井まさこ議員

公益財団法人 神戸市民文化振興財団

芸術は必要不可欠
後世に技術をつなげるために

市として守れ！

　今井議員：（コロナ感染対策のため
に）観客を半分にすれば収入も半分にな
る。演奏者や俳優の方々だけでなく、芸
術をつないでいくという意味でも、舞台
を支えている音響や照明などの方々への
支援も必要だ。 

　専務理事：舞台芸術の方も活躍できる
場を少しずつ進めている。 
　宮道文化スポーツ局副局長：ホール代
を半分にし、アーティストを含めて舞台
を支える方々を守れないだろうかという
ことで、50％を県・市で支援させていた
だいている。
　今井議員：例えば、無観客での舞台を
有料でライブ発信する技術を財団が援助
をおこない、観客が演劇や舞台に戻って
こようという機運が高まるように職員の

方の知恵を出しあい、もっと支援策を強
めていただきたい。

答弁ダイジェスト

　公益財団法人神戸市民文化振興財団
は、市民の幅広い多様な文化的欲求に対
応し神戸文化を育て、自由な発想に基づ
く文化活動の豊かな展開を進めていくこ
とを目的として、質の高い芸術を鑑賞で
きる機会を提供する文化振興事業や、文
化ホールの貸館・管理事業などをおこな
っています。今井議員は、コロナの影響
を受けた舞台や演劇のスタッフの方々へ
の支援について質しました。

⃝貸館の運営について
その他の質問

　公益財団法人神戸市スポーツ協会は、
神戸市におけるスポーツの普及や競技力
の向上をはかるとともに、教育・健康増
進に関する事業をおこなっています。今
井議員は、「新型コロナウイルス感染症の
影響が長引くなかで、子どもたちの体力

の低下が懸念されている」と訴え、子ども
たちの健康を守るためにスポーツ協会と
しての運営や方向性について質しました。

　常務理事：子どもの体力については、
私どもも非常に重視している。秋から順
次スポ協通信を通じてイベントを開催す
るので、参加していただきたい。
　今井議員：教育委員会も考えるが、ス
ポーツ協会としても、子どもたちの健康
づくりのために長期的に考えていただき
たい。

答弁ダイジェスト

　� �今井まさこ議員

公益財団法人 神戸市スポーツ協会

子どもたちの健康の
ための運営と対策を



都 市 局９月２日

　一般財団法人神戸すまいまちづくり公
社は、賃貸住宅運営事業や再開発ビルの
建物の管理・保全、テナント誘致、外資

系企業の誘致などの事業をおこなってい
ます。味口議員は、再開発ビルのテナン
トの家賃や共益費について質しました。

　味口議員：コロナの影響で商売をされ
ている方は、家賃とともに共益費も非常
に苦労をされている。要望を聞いて寄り
そう必要があるのではないか。
　専務理事：市とも調整しながら家賃の

減免はさせていた
だいた。国でも家
賃の支援制度があ
る。その申請書の
証明発行という形
で側面的な支援を
していきたい。
　味口議員：再開
発ビルのテナント
の家賃自体がもと

もと高く、継続した支援が必要だ。地元
の企業を育成する、中小企業を支援する
という観点で見直すべきだ。
　手塚都市局担当局長：共益費が非常に
高いという意見は聞いている。どんな状
況にあるのかということも含め、調査を
してみたいと思う。
　味口議員：個性豊かな神戸らしい店
が、地元に根差して頑張っている。しっ
かり調査し、支援していただきたい。

答弁ダイジェスト

⃝三宮再開発事業支援について
⃝ 神戸インキュベーションオフィスの運

営について
⃝摩耶ビューラインについて
� 　　　�味口としゆき議員
⃝ 公社住宅に住む若者への支援策について
⃝北鈴蘭台・桜の宮住宅再整備について
 　　　 今井まさこ議員

その他の質問

　� �味口としゆき議員

一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社

高すぎる再開発ビルの
家賃の調査を約束

　新型コロナウイルスの屋内感染防止のため、本会議および委員会の傍聴をご
希望される方は、手洗い・アルコール消毒・マスクの着用、ならびに座席の間隔を
空け、身体的距離を確保してお座りいただくようご協力をお願いいたします。

味口としゆき議員
今井まさこ議員が
代表質疑
本会議および委員会のインターネット中継をおこなっていますので、

ぜひご利用ください

時間が前後する場合がありま
すので、余裕をもってご覧く
ださい

９月29日（火）
10時頃から

日時

市議会本会議場場所

月 日 曜日 審査
順位

質問予定
時間 分科会 担当議員

会計室・市長室・
行財政局・選挙管理委員会・
人事委員会・監査委員会

９ 30 水 ４ 13：40 １ 大かわら鈴子

建設局 ９ 30 水 ５ 14：05 ２ 森本　　　真
松本　のり子

企画調整局 10 １ 木 ３ 12：35 １ 大かわら鈴子
文化スポーツ局 10 １ 木 ６ 15：00 ３ 今井　まさこ
健康局 10 ２ 金 ４ 13：40 ２ 森本　　　真
港湾局 10 ２ 金 ５ 14：05 ３ 西　　ただす
建築住宅局 10 ５ 月 ２ 10：50 １ 林　まさひと

水道局 10 ５ 月 ３ 12：35 ２ 松本　のり子
山本じゅんじ

都市局 10 ６ 火 １ 10：10 １ 林　まさひと
経済観光局 10 ６ 火 ４ 13：40 ３ 味口としゆき
福祉局 10 ７ 水 ２ 10：50 ２ 松本　のり子
教育委員会 10 ７ 水 ３ 12：35 ３ 味口としゆき
交通局 10 ８ 木 ６ 15：00 １ 朝倉　えつ子
環境局 10 ８ 木 １ 10：10 ２ 山本じゅんじ
危機管理室・消防局 10 ９ 金 ６ 15：00 ２ 森本　　　真
こども家庭局 10 ９ 金 ２ 10：50 ３ 今井　まさこ
総括質疑 10 14 水 ４ 13：30 － 西　　ただす

20年度９月議会・決算特別委員会日程と共産党議員の質問予定

神戸市のホームページからもご覧いただけます

　� �今井まさこ議員

公益財団法人 こうべ市民福祉振興協会

コロナ禍でも高齢者が
利用できるような運営を

　常務理事：（シルバーカレッジや教室
などの）営業再開はしているが、６割か
ら７割減になっている。今までやってき
たものを継続するために、みなさんが安

心していただけるよう感染対策を徹底
し、個別のお知らせや広報も充実してい
きたいと考えている。
　今井議員：パソコンを触っている方も
多い。オンライン授業にもチャレンジ
し、高齢者の方々が社会的に孤立するこ
とのないように頑張っていただきたい。
　常務理事：民間ではオンラインでされ
ている例もあるので、前向きに考えてい
きたい。

どを開催し、昨年は約4000人もの方々が
参加されました。今井議員は、コロナ禍
で外出を控えている高齢者のみなさんの
ために、感染予防策や今後の運営の見通
しなどについて質しました。

　こうべ市民福祉振興協会は、高齢者の
自立や社会参加を促進するための事業を
おこなっており、シルバーカレッジや健
康いきいき教室、高齢者スポーツ教室な

答弁ダイジェスト

福 祉 局８月27日

　平野文化スポーツ局副局長：エアコン
設置工事は今月（８月）で終わる予定。

答弁ダイジェスト

が運営をおこなっています。当時、王子
スポーツセンターはスポットクーラーし
かなく、避難者から悲鳴があがっていま
した。味口議員は、体育館の空調設備設
置の進捗状況と、避難時の駐車料金につ
いて質しました。

　味口議員：９月から10月は、台風の懸
念もあるので、それまでに使えるように
お願いしたい。また、車で避難される方
の駐車料金も問題だ。当時は特例で避難
する方の駐車料金を返却する措置を取っ
たが、王子スポーツセンター駐車場の駐
車料金はどうなっているのか。
　常務理事：災害の程度などを踏まえ、
駐車料金については柔軟に対応したい。 

　� �味口としゆき議員

王子スポーツセンター
エアコン設置へ

　2018年の西日本豪雨で灘区篠原台は甚
大な土砂災害の被害に遭いました。その
際に避難所となった王子スポーツセンタ
ーは、公益財団法人神戸市スポーツ協会


