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　� �今井まさこ議員

公益財団法人 神戸市公園緑化協会公益財団法人 神戸市公園緑化協会
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建 設 局建 設 局８８月月2626日日

　公益財団法人神戸市公園緑化協会は、
神戸市の公園緑地行政への協力を目的に
発足し、市民の緑化啓発や花と緑あふれ
るまちづくりの推進、動物に関する知識
の普及と啓発に取り組んでいます。今井
議員は、市から委託を受けてる動物科学
資料館について、協会が多く管理してい
る動物の剥製や標本の今後の活用やホー
ムページの更新など、王子動物園と一体
となって積極的に情報発信すべきと求め
ました。

　常務理事：1,900点余りの標本類を保
管しているが、非常に傷みやすいのでど
の程度皆さんに見ていただくかは今後検
討していきたい。
　今井議員：ホームページで資料館レポ
という動物園の歴史などを紹介している
ページがあるが、今年は更新が１月と８
月のみになっている。なぜこれほど激減
しているのか。動物園に行きたいと思え
るようなものにすべきだ。
　常務理事：コロナの影響で来園者も多

くなかったので、更新が減ったのではな
いかと思う。もう一度振り返って、改め
て動物園の魅力を発信できるような体制
にしていきたい。
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外郭団体特別委員会審査から③
　神戸市議会外郭団体に関する特別委員会の審査が８月26日と９月５日にひらかれ、日本共産党神戸市会議員団の
山本じゅんじ議員、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。

水 道 局水 道 局８８月月2626日日

　� �山本じゅんじ議員

一般財団法人 神戸市水道サービス公社一般財団法人 神戸市水道サービス公社

水の安全・安心まで
民間任せやめよ

のではないのか。人材育成など高い技術
水準を維持するための計画はあるのか。
　常務理事：資格取得に特に力を入れて
いる。施工管理技師や技術師の資格をと
っていただくための経費や費用を公社で
負担している。さらに若い職員の採用や
OBの活用も進めている。
　山本議員：資格取得だけでは民間の技
術と同じレベルだ。さらに高い技術を開
拓しなければ、今後の公的業務としての
優位性を維持するのは難しい。
　常務理事：行政で求められている水準
を民間以上に日頃から肌感覚でつかんで
いるので、外郭団体というメリットを最
大限生かしていけると考えている。
　山本議員：これまで管理部門から技術
部門へと民間に移行したことが、公社と
しての役割をより鮮明にしてきたのだと
思う。しっかりと高いレベルに引き上げ
ていけるように取り組んでいただきたい。

は、市民の福祉の向上と神戸市の水道事
業の合理的な運営に寄与することを目的
とし、市内の水道の円滑な利用促進と適
正管理に関わる業務や国内外の水道事業
を支援する業務をおこなっています。公
社はこれまで管理業務を民間委託へ移行
してきましたが、今後は技術的な業務ま
でも民間委託しようとしています。山本
議員は、「公的な部分であるからこそ高
い水準を保ちながら市の補完的な役割を
公社が果たすべきだ」と質しました。

　一般財団法人神戸市水道サービス公社

　田中副局長：技術的業務の中でも軽易
な作業を民間に委託し、段階的に移行し
ていく。設計・積算・工事監督など水道局
がおこなう公的な業務のサポートは、引
き続き公社でおこなう。中長期的に公社
の事業規模が縮小するとは考えていない。
　山本議員：公的な業務がなくなること
がないなら、むしろそちらが重要になる
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都 市 局都 市 局９９月月５５日日

　株式会社こうべ未来都市機構は、株式
会社OMこうべから社名変更されまし
た。これまでOMこうべが担ってきた賃
貸オフィスやプレンティ・パティオ・リ
ファーレなどのショッピングセンターの
管理運営をおこなっています。さらに、
こうべ未来都市機構が新たに設立した団
体である、一般財団法人神戸シティ・プ
ロパティ・リサーチ（以下「KCPR」）
と一体で重要な不動産（歴史的建築物）
の民間活用を推進しています。今井議員
は、歴史的建造物の修復や買取にお金が
かかるからと解体してしまうのではな
く、きちんと調査し市民の意見も聞い
て、積極的に神戸の街並みを守り残すと
いう立場で取り組むべきと質しました。

　今井議員：（KCPRの）職員は３人だ。
たった３人で何ができるのか。
　大石副局長：民間のノウハウと人脈を
持って機動的に動かしていただくことで
事業展開できるのではないかと思ってい
る。
　今井議員：民間の助言も必要だが、歴
史的建造物を守ることから始めなければ
いけない。中ルネサンス様式のファミリ
アホール（旧三菱銀行神戸支店）は、住
民からは保存してほしいという意見書が
出たにもかかわらず、金額的に困難だと
解体され高層マンションが建った。塩屋
にも住民が買い取りたいと運動を起こし
た中国風の洋館があったが話し合いの途
中に解体され、マンションが建設され
た。今の貴重な建物を守るという立場が
堅持されるのか疑問だ。
　山本局長：できるだけ残す方向で動く
べきと考えているが、市が直接取得する
ことが無理な場合でも、その建物を使っ

答弁答弁ダイジェストダイジェスト
ていただく方を探すマッチングが大事だ。
その仕事をKCPRでしていただいている。
　今井議員：ウォーターフロントでも耐
震性が悪いとの理由で、住友倉庫が取り
壊されようとしている。神戸市が港で栄
えた歴史の面影を残した産業遺産だ。積
極的に神戸の街並みを残すという立場で
進めるべきだ。

　� �山本じゅんじ議員

神戸市道路公社神戸市道路公社

また事故！！大型トレーラー
迂回対策強化を

　� �今井まさこ議員

株式会社こうべ未来都市機構株式会社こうべ未来都市機構

歴史的建造物を
いかした街づくりを

　神戸市道路公社は、交通の円滑化と住
民福祉の増進に寄与することを目的とし
て設立し、三宮中央通りや大倉山などの
駐車場、六甲有料道路・六甲北有料道路
・山麓バイパスの維持管理業務をおこな
っています。今年６月、兵庫区菊水の夢
野白川線で大型トレーラーが横転する事
故がありました。山麓バイパスに誘導す
るために料金低減する社会実験をおこな
っていましたが、その実験をやめてすぐ
に起きた事故でした。山本議員は、「10
年前から同じような事故が繰り返し起き

　小松副局長：ガードレールや防護柵の
復旧に加え減速を促す看板などのハード
対策と、トラック協会には山麓バイパス
を使っていただくよう要請をした。今後
注視して、さらにどのような交通状況に
なるのか見極めていきたい。
　山本議員：誘導をお願いしていると言
うが、周知伝達ができていないから今回
のようなコンテナ事故が起きているので
はないのか。
　小松副局長：我々が行政判断として、
ここは通過しないでほしいということを

強く訴えていきたい。平成24年の減額後
はバイパスの交通量が増えて効果が現れ
ているが、朝夕のラッシュ時にさらなる
渋滞が起きることを考えると現時点でさ
らなる値下げは困難だ。
　山本議員：夢野白川線は北側が盛土で
地盤が不安定だ。大型車通行による振動
などで屋内にヒビが入ったりと、被害が
もう出ている。渋滞が起きるからといっ
て、その地域の方々に長年の負荷を甘ん
じて受けてくださいというわけにはいか
ない問題だ。神戸市は山の中に産業団地
がたくさんあり、山麓バイパスも産業道
路としての役割を考えなくてはならない
と思う。今後同じような事故が起きない
よう、公社だけでなく市が資金援助も含
めて対応していくべきだ。

⃝ ニュータウン近隣センターのリニューア
ルについて

 　　　 山本じゅんじ議員

その他の質問
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ている。これ以上事故が起きないよう、
道路公社だけでなく、インセンティブに
対する資金援助も含めて神戸市としての
根本的な対応が必要だ」と厳しく追及し
ました。

⃝ 開発事業計画の公開について
 　　　 山本じゅんじ議員
⃝ サンパル・旧中央区役所の解体について
 　　　 今井まさこ議員

雲井通５丁目再開発株式会社雲井通５丁目再開発株式会社

⃝ 今後のセンタープラザの在り方について
 　　　 山本じゅんじ議員

株式会社サンセンタープラザ株式会社サンセンタープラザ

22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

月 日 曜日 審査
順位

質問予定
時刻 分科会 担当議員

会計室・市長室・
行財政局

９

26 月
４ 13：40 1 森本　　　真

水道局 ５ 14：05 2 今井　まさこ
企画調整局

27 火
３ 12：35 1 山本じゅんじ

文化スポーツ局 ６ 14：55 3 朝倉　えつ子
健康局

28 水
４ 13：40 2 西　　ただす

こども家庭局 ５ 14：25 3 大かわら鈴子
交通局

29 木
２ 10：50 1 山本じゅんじ

福祉局 ３ 12：35 2 松本　のり子

都市局 30 金 １ 10：10 1 森本　　　真
林　まさひと

月 日 曜日 審査
順位

質問予定
時刻 分科会 担当議員

港湾局 ９ 30 金 ４ 13：40 3 大かわら鈴子
消防局・
危機管理室

10

３ 月
２ 10：50 2 西　　ただす

経済観光局 ３ 12：35 3 味口としゆき
建築住宅局

４ 火
６ 14：55 1 林　まさひと

環境局 １ 10：10 2 今井　まさこ
建設局

５ 水
６ 14：55 2 松本　のり子

教育委員会 ２ 10：50 3 朝倉　えつ子
総括質疑 10 11 火 ４ 13：40 ー 今井　まさこ

※�時間が前後する場合がありますので、ご視聴の際は時間に余裕をもって
ご覧ください。


