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前田あきらさんに
期待

　16年の間、須磨区のみなさんに
よせていただいた「市民にやさしい
市政」「護憲・平和」の思い、今度は、
前田あきらさんに託してください。

　16年の間、須磨区のみなさんに
よせていただいた「市民にやさしい
市政」「護憲・平和」の思い、今度は、
前田あきらさんに託してください。

前田あきらさん
にバトンタッチ

２月23日（木／休）
午後１時30分開演
神戸文化ホール
弁士 党幹部会委員長
志位和夫ほか

明

上記以外も須磨区各地で演説会を実施中！
日程はLINE公式やTwitterでもお知らせしています。

□お知り合いや家族にリーフを渡す
□自宅の壁や物置にポスターを掲示
□前田あきらのSNSのフォローや拡散
□学校給食無償化署名にご協力
□チラシの配布や宣伝のお手伝い

📞732-6578まで

市会議員
山本じゅんじ

西落合小学校PTA会長　甲南大学卒西落合小学校PTA会長　甲南大学卒

これならで
きるにお力を

　前田さんは4年間PTA会長を務め、常
に子どもたちの最善を考え、保護者の悩み
にも親身に応えてくれる頼れる存在です。こ
れからは神戸市民の頼れる存在になってく
れる方だと確信しています！
西落合小学校PTA副会長　Iさん＆Aさん

　下の子の保育園が決まらず困っていた時
に、駆けつけ相談に乗っていただき心強かっ
たです。自治会長もされ地域活動にも熱
心な前田さん。妻ともども応援しています。
のぞみ保育園保護者時代からのパパ友

　Nさん

日本共産党
演説会のご案内



　中学校の教師だった父と母の姿を見て育ち、
中学時代の丸刈り強制や、厳しい校則を経験。
衝撃的だった神戸高塚高校校門圧死事件から、
管理主義ではなく一人ひとりに寄り添える温か
い教師になりたいと高校・大学に進学。小さい
頃は金八先生をよく見て、いまも山田洋次監督
の「学校」シリーズは大好きな映画です。

　大学1年生の時に阪神・淡路大震災。甲南大
学生が16人亡くなり大学校舎が全壊するなか、
学生の安否確認や、市内の事務所に泊まり込ん
でボランティア活動、学生の学費免除実現に取
り組む。当時の総理大臣が「災害復興は、自助
努力が原則。私有財産には補償しない」と、市長
が「神戸空港建設はやめない」との発言に怒り、
「命とくらしを守るため、政治を根本から変えた
い」との決意が、政治活動の原点です。
　コロナ禍と物価高騰から市民生活を一番に
応援する神戸市政に変えていきます。

前田
あきら

　  とくらしを守るために
政治を根本から変えたい

―震災が活動の原点。　 　須磨ニュータウンに移住し16年。
須磨区は、自然豊かで、買い物も家の
近くで済ませられる、子育て世代に
とって本当にいい街だと思います。自
治会長やPTA会長として、「保育園や
学童保育に入れなくて困っている」
「お隣のまちくらいに、医療費や給食
費の負担を軽くしてほしい」「再整備
で不便になったパティオの無料駐輪
場の改善を」「並木の剪定や、地域清
掃をもっと役所が応援してほしい」な
ど、少子化対策や、高齢化にあわせ
たまちの課題の解決を求める声をた
くさん聴いてきました。
　困っている市民のところへ、真っ先
に駆けつけ、願いの解決に全力でとり
くみます。

　日本共産党神戸市会議員団の事務局として
18年。こども医療費無償化推進の議員提案
条例づくりや、予算のムダをチェックする財源
提案で議員団を縁の下から支えてきました。子
育て仲間や新日本婦人の会の方々で中学校
給食を実現する会を結成し、9万人を超える署
名運動を広げ、念願の中学校給食を実現。さ
らに温かい給食や無償化に奮闘中です。
　切実な願いをもちより、共同の輪を広げるこ
とができれば、政治は前に動かせます。その
先頭に立つ決意です。

47歳

＃駆けつけます。

      どもたちが笑顔に
なれる須磨へ
―自治会やPTAの経験。

テレビでも
注目された、
給食署名
（サンテレビ
2012年6月15日）

       民の声で
政治を動かす先頭に　
―市会議員団事務局
　　18年の実感。

命 子

市

profile

西落合小学校PTA会長、神戸の中学校給食を実現する
会世話人、日本共産党神戸市会議員団事務局長（事務局
18年）。●1976年２月13日加古川市生まれ、県立東播磨
高等学校・甲南大学理学部卒、須磨名谷シンフォニーヒ
ルズ自治会長歴任。●家族は神戸医療生活協同組合の
歯科衛生士の妻と絵を描くことが大好きな小学生の娘。
家族で博物館に通い絵画鑑賞にはまっています。スポー
ツはバドミントン、中学総体では県ブロック大会出場。
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＃駆けつけま
す

実現にむけてがんばります。

前田あきらの
お約束

●高校生まで医療費無料。出産費用や予防接種の助成拡大
●学校給食の無償化。温かい学校調理の中学校給食、夏冬休み中の学童
保育給食
●返済の必要のない奨学金制度。教材など隠れ教育費負担をなくす
●35人学級を小中学校の全クラスへ。高等学校も統廃合ではなく少
人数学級で

BEFOREま
ち
の
課
題
と

〝
困
っ
た
〞の
解
決
に

　このほかにも「育休に入る
ご家庭が引き続き学童保育
を利用したい」「下の子が上
の子と同じ保育に入れなく
て困っている」「学校の老朽
化工事のネットで、教室の通
気が悪くなった」などの相談
を解決・改善に取り組んでき
ました。路面凍結で転倒

する危険な状態に
当日交通局につなぎコーンを設置。
抜本的な対策の検討も約束！ 

BEFORE AFTER（1月）AFTER（12月）

毎日並木から朽木が落下 建設事務所に12月連絡し、１月に工事着手！

須磨区のみなさんと力をあわせて
子育て支援と高齢化にあわせた
まちづくりをすすめます

高齢者にも、だれにも、
やさしいまちづくり
●住宅や団地のリフォーム助成。避難所の見直しで災害に強いまち
●国保料・介護保険料の引き下げ。高齢者の補聴器購入助成
●バス路線の充実や、小回りの利くコミュニティバス
●徒歩圏内に地域交流施設を増設。こすもす幼稚園（西落合）の活用
●須磨駅周辺にスーパー誘致。名谷駅や落合池の再整備は住民参加で
●ジェンダー平等推進。安全な食材普及や化学物質過敏症対策の強化

2

働く人の待遇改善で
地域経済を豊かに
●最低賃金アップや地元雇用を増やす―
神戸市版公契約条例の制定
●働く女性の待遇改善する事業者を
奨励し、男女の賃金格差を解消

●生産品からエネルギーまで地産地消の
産業振興で、神戸で働く場を創出
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日本共産党神戸市会議員団の予算組み替え提案より

　政務活動費の領収書義務付けの実現や費用弁償の廃止など、議会の改革と不
要な予算の削減も積極的に提案しています。

困っているご家庭に給付金や、中小
業者・フリーランスへの直接支援など
多くの施策が実現できます。

須磨多聞線やスマスイ民営化の
見直しや、146億円のため込み
金（財政調整基金）を活用すれば

財源はあります。あとはやる気です！

不要不急の事業を休止し、コロナ対策や生活応援に

所得制限なしで、子育て・教育安心

妙法寺駅前 名谷環状線̶神の谷・北落合・西落合
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市民目線で共同をつくり、
市民の願いを実現

命とくらし、雇用・営業
を守り抜く

　９万筆を集めた署名で中学校給食を実現。
「冷たい美味しくない」との声に運動をつよめ
「全員喫食のあたたかい中学校給食」への転
換を神戸市に表明させました。
　日本共産党は、子どもの医療費でも2017
年と19年に無料化推進の議員提案をおこな
い、所得制限の撤廃や高校卒業まで入院無料
へと制度を改善。完全無料まであと一歩です。
　地域の暮らしの改善にも力を入れ、学校体
育館へのエアコン設置、危険がけ応急対策の
公費助成、名谷駅前への図書館誘致など、皆さ
んの願いを神戸市にまっすぐ届けてきました。

　安倍・菅・岸田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。

　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、須磨区ニュータウ
ンの半数を切り捨てる計
画であることを明らかにし
たニュースを全戸に配布。
多くの反対の声に、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。

▲日本共産党議員団作成のビラ

徹底した調査で、

市政をチェック

絶対必要な議席です
神戸市議会に、 神戸市会議員団

日本
共産党 自民党 公明党 日本維新

の会
立憲
民主党 つなぐ 結果

2022年度
一般会計予算 承認

不採択

審査
未了

採択

審査
打切
審査
打切

可決

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

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

　日本共産党は、長引くコロナ禍に
加え円安・物価高騰で苦しむ市民
や事業者のところに駆けつけ、生の
声をお聴きし、議会へと届け、問題
の解決へ全力投球。市民のみなさ
んからは「困ったときは共産党」と
の声を頂いています。

国がしなければ
地方がやる

神戸の民主主義を守ります

紹介
議員

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

子育て要求実現する須磨区の会のみなさんと
宣伝する前田あきら

6 7


