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こどもも
高齢者も
暮らしやすい
灘区に

●鶴甲会館の移転問題解決へ
鶴甲公園に開設。公園もリニューアルされ、地
域のみなさんや子
どもたちに活用して
頂いています。

●美野丘小学校の
　障がい児教育
　環境改善
保護者の申し出をうけ、味口
市議は小学校や教育委員会
とかけあい、障がい児のクラ
スの環境を改善しました。保
護者から「これで安心して学
校に通えます」の声をいただ
きました。

●高羽小学校の
　教育環境改善へ
新しい校舎の建設、仮設校舎は撤去
され、グラウンドが少し広くなり、子
どもたちが喜んでくれています。

●灘消防署建て替え決定！
築60年を超え、老朽化が進んでいた灘
消防署の建て替えがついに決まりまし
た。2026年度供用開始です。 

「坂になっていて車
イスの人が落ちそう
になった」この声を
聞き、神戸市とかけ
あい、深田町の溝に
柵をつくってもらい
ました。

「自転車が増え、高齢者とぶつかり
そうに」建設事務所の職員にも立
ち会っていただき、自転車の危険
場所をウォッチング。

●43号線歩道橋の
　エレベーター設置運動
「新在家の国道43号線歩道橋にエレ
ベーター設置を」高齢者、障がい者、子
育て世代の切実な願いです。実現へ力
を尽くします。

●灘の浜小学校・
　灘さくら支援学校開設
2014年、味口市議が「なぎさ小学校の仮設校舎解消へ」と質疑したことで計
画がつくられ、新設校が開設されました。

王子動物園前で署名集め

●灘北公園、健康遊具を
　使えるように
住民の方から、公園内の樹木の影
響で「汚れていて、ベンチが使えな
い」と連絡が。
早速、現場にかけつけ、東部建設事
務所に報告し、改善を求めました。

●篠原伯母野山町の
　買い物難民対策
３丁目の住民から「バスを走
らせてほしい」「買い物ができ
るようにして」と要望があり、
現地をウオッチング。地域の課
題解決へ奮闘中。●銭湯への支援決まりました！

兵庫県は大人入浴料金40円値上げを決
めましたが、神戸市が独自に支援し値上げ
を止めました。味口市議は、昨年10月、2月
と繰り返し、原油価格高騰対策を求めてい
ました。

●将軍通の溝改善
ご近所のみなさんから「溝が深くて怖い」などの声が寄せ
られ、東部建設事務所と現地を調査。溝蓋が設置されて
喜ばれています。

　
　

「大学誘致ではなく、王子公園・王子動物園の充
実を」もとめる署名は、６万５千人を超えるなど、市
民・灘区のみなさんの民意は明確です。
　ところが、久元市長は、王子公園の「売却」を公言。
一度、切り売りされれば、二度と元には戻りません。

１月28日、「みんなの王子公園＆動物園の会」は、関
西学院大学の広報室長と懇談を行いました。プール
やサブグラウンドが廃止・縮小され、山並みなどの景
観が損なわれること、さくら並木が伐採され、阪神・
淡路大震災時に果たした防災拠点機能が失われる
懸念があることを伝えました。関学側は、「想像以
上にいろいろな角度からご意見が伺えよかった。
大学内でも様々な意見があり、まだ最終的に応募
するかどうかを決めているわけではない」と答えま
した。
　味口としゆき市議・東郷ゆう子県政対策委員長
は、声をあげ続けます。
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　味口としゆき市議は2011年初当選以降、市民
のみなさんと「神戸の中学校給食を実現する会」
をつくり９万を超える署名を集め、中学校給食を
2016年に実現しました。
　しかし、コストを最優先
したデリバリー弁当方式

の給食は、「冷たい、美味しくない」と、不評で、改善
が必要でした。
　味口としゆき市議は、転換を粘り強く求め、繰り返
し議会で取り上げ、ついに「全員喫食のあたたかい
中学校給食」が2025年度からはじまることになりま
した。
　日本共産党は通算123回議会で取り上げました。

中学校給食
ついに実現！
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2月1日、神戸製鋼所は石炭火
力発電所4号機の運転を開始。
気候危機の打開という世界的
な流れに逆行し、灘区住民の
健康への影響が懸念されます。
時代錯誤の石炭火力発電所稼
働中止を求め続けます。

●神鋼石炭火力発電所の稼働中止を
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●篠原台土砂災害
現場にかけつけ、再発防止を
求めてきました。堰堤工事が
進んでいます。
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こどもの医療費助成、
高校生まで拡大実現！
　こどもの医療費助成がついに高校卒業ま
で拡充することになりました。外来医療窓口
負担が10月から400円となります。子育て
世代からは「物価高騰のなかで助かるね」の
声があがっています。日本共産党は、こども

の医療費助成を進めるため、市民のみなさん
と力を合わせ署名を集めながら、通算90回
議会で質問するなど実現へ全力をあげてき
ました。引き続き、完全無料化を求めます。

市民目線で、議会のチェック機能をはたす
議員の最大の仕事です

党灘区県政対策委員長

ゆう子ゆう子
東郷

と う ご う

1982年６月８日神戸市生まれ。灘民主商工
会事務局員。神戸星城高等学校卒業。家族
は夫と娘２人。

あ じ ぐ ち

味口
1969年神戸市生まれ神戸市育ち。大阪経済大学経営学部卒、商船
港運（株）勤務。 
阪神・淡路大震災を機に、25歳で会社をやめ、救援復興ボランティ
ア、生活再建運動に取り組む。その後、若い世代の雇用問題や大学
生の高学費問題などの改善にかけ回る。 
その経験から、「困っている人をほっておけない」と2011年市会議
員に立候補、初当選、現在３期目。趣味／銭湯めぐり・ボウリング。
家族は妻・息子（小学校5年生）

国がしなければ地方がやる

国民を欺くことは許されない

　岸田政権の「専守防衛に徹する」は国民を欺くも
のです。「敵基地攻撃能力の保有」つまり、相手国
領土内の基地や、軍事目標を攻撃することを認め
ることは「専守防衛」に真っ向から反します。トマ
ホーク・ミサイルのようなミサイルを買いそろえ、
「ＧＤＰ比２％以上」の大軍拡でアメリカ・中国に
つぐ世界第３位の軍事大国になる。これは文字通
り「他国に脅威を与える軍事大国」そのものです。
　また、「自分の国は自分で守る」と言いますが、こ
れも国民を欺くものです。「敵基地攻撃能力の保有」

の本当の狙いは米軍が地球規模で行う戦争で、 自
衛隊が肩を並べて戦うことです。安保３文書は、敵
基地攻撃能力は安保法制の「存立危機事態」つま
り、日本が攻撃されていなくてもアメリカへの攻撃
が着手されたと判断すれば、敵基地攻撃を行える
のです。
　その結果、相手国からの報復攻撃により、犠牲
になるのは罪もない市民と子どもたちです。日本共
産党は「大軍拡・大増税やめよ」の審判を下すた
めに頑張ります。

武器より
教育・くらしへ
　「敵基地攻撃能力」「軍事費２倍化」「大増
税」 岸田首相は、戦後日本のあり方を根底か
ら覆そうとしています。そんな大転換を、閣
議決定で強行することは許されません。
　日本共産党は、岸田政権の「戦争国家づく
り」に正面から対決します。

岸
田
政
権
は

「
勝
手
に

決
め

な
い
で
！
」

「専守防衛？」
「自分の国は自分で守る？」

灘区から県政･市政コンビの実現を
徹底した調査で、市政をチェック
　2019年、神戸市は駅から離れた地域の責
任を放棄する「都市空間向上計画」（素案）を
発表。日本共産党は、灘区北部地域を切り捨
てる計画を調査、告発しました。神戸市は計
画を見直しました。

　自民党神戸市議の仲介で神戸市長が統一
協会（世界平和統一家庭連合）に感謝状を渡
していることが、日本共産党の追及で明らか
に。統一協会との癒着を正面から追及する
先頭にたっています。

命とくらし、
雇用・営業を守り抜く
　歴代の自民党政府の病床削減や保健所
縮小の押し付けで、神戸市の保健師数は政
令指定都市最下位におちこみ、コロナ拡大に
十分に対応できませんでした。
　日本共産党は、PCR検査の拡充や病床の
確保、保健所体制の強化を繰り返し要求し、
保健師も政令市平均まで一気に増やさせま
した。また国の中小業者支援が進まないも

とでも、全国に先駆けて家賃補助や支援金
を実現。物価高騰対策でも、学校給食費の
補助、公共交通や介護・福祉・児童施設や銭
湯への運営支援を実現しました。
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神戸の民主主義を守ります
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議案・陳情に対する各会派の賛否一覧
（〇採択、×不採択、■審査打切）※請願は、紹介議員の可否

日本
共産党 自民党 公明党 日本維新

の会 つなぐ 結果

2022年度
一般会計予算 承認
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審査
未了

採択
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審査
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可決

議案

陳情

請願

陳情

陳情

陳情

決議

少人数学級実現

大学誘致撤回
王子公園・王子
動物園の充実

同性パートナー
シップ制度創設

学校給食の
無償化

補聴器購入の
公的助成

神戸空港国際化
600億円への
市税投入

2022年に神戸市議会で
議論された主なもの

紹介
議員

立憲
民主党

共創・
国民民主

土山町、六甲台町、鶴甲、篠原台、篠原伯母野山町２・３
丁目、篠原、長峰台１・２丁目、箕岡通１丁目、水車新田、
大月台

▲日本共産党議員団作成のビラ

神戸市会議員
としゆき


