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お困りごとは

東灘区の子ども食堂 コロナ禍で生活相談

街頭でウクライナ支援募金を訴える

東灘体育館へのエアコン設置実現

　2児の母親として、温かい中学
校給食、医療費無料化など子育て
支援を軸に、男女賃金格差、痴漢
など性暴力根絶、ジェンダー平
等、また、高齢者の補聴器購入補
助、コロナ禍の商店支援など、議
会で取り上げてきました。引き続
き、松本のり子市会議員とタッグ
を組んで頑張ります。よろしくお
願いします。

ウクライナから避難されている方に要望を聞く

兵庫県会議員 きだ結
廃止になる友生支援学校住吉分校の存続を。きだ結県議と
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N.Matsumoto

1956年神戸市垂水区で生まれました。
神戸山手女子短期大学卒業。
三菱レイヨン（株）大阪支社入社。
２人目出産時に退社。
しばらく子育てに専念して
兵庫県自動車整備商工組合で働きました。
1999年より市会議員。現在6期目です。

すっきりと片付いた部屋で音楽を聴くと
穏やかな気持ちになれます。音楽は、その
日の気分にあわせてクラシックでも演歌
でもＯＫ。私の明日への活力はこの時間
です。

PROFILE

　私は1977年に三菱レイヨン大阪支社
に入社しました。当時、女性はコピーとお
茶くみ、寿退社（結婚で退社）が当たり前
という時代でした。仕事は男性の補佐、
もちろん給料も男女差は当然でした。

　女性が働きやすいやりがいのある環
境をつくろうと考え、まず自分ができる
ことからと、法律で認められている生理
休暇をとり始めました（当時、生理休暇
は誰もとっていなかった）。何人かの女
性社員が私と同じようにとりだしました
が、何か月かすると課長から呼び出さ
れ、「有休でとるように」と圧力がかかり
ました。「一緒に交渉してほしい」と相談
した労働組合（全国繊維産業労働組
合）も取り合ってくれず、結局、休暇を取
る人が減っていきました。
　また、就業時間後に女性社員がゴミ
箱の掃除をするのが当然とされていまし
た。私が掃除も仕事のひとつなら就業時
間内にしようと提案。上司からは「なぜ
時間内にするのか」と言われましたが、
「掃除も仕事なら時間内にするのが当た
り前」との意見に、まわりの女性社員か
らも共感が得られ、徐々に他のフロアに
も定着していきました。

INTERVIEW
就職―仕事は男性の補佐

まずは自分が
できることから行動を

　22～23歳当時、会社を相手に権利を
勝ち取りたいと頑張りましたが、家に帰
ると緊張でクタクタ、金曜日の夕方が一
番うれしく、日曜日の昼からは重い気分
でした。

　25歳で結婚。結婚しても働き続けたい
と報告すると、上司や総務課長に呼び
出され、「前例がないので辞めるように」
と何回も迫られました。また、総務課長
が父の職場にまで出向き、「辞めさせろ」
と圧力をかける会社の行為に、理不尽さ
と怒りを覚えました。

会社を相手に
権利を勝ち取りたい

結婚―「辞めさせろ」と圧力

　長男出産後は元の部署に戻れず、文
房具倉庫の隅で、英文タイプを打つ仕事
になりました。初めてのタイプ仕事、輸出
部から毎日大量の原稿がまわってくるの
で、残業や土日出勤もし、保育所のお迎
えの時間のあとは知り合いにあずかって
もらうなどして対応しました。
　子どもを母乳で育てていましたが、
あっという間に出なくなりました。子ども
が見せてくれる満面の笑みでやすらぎ
を感じましたが、私の給料は二重の保
育料、タクシー代でほぼなくなってい
ました。

出産―残業、土日出勤、
二重保育

　２人目出産時、また同じようなつらい
思いをするのかと思うとそれに打ち勝つ
自信がなく、悩みに悩んだ末、退職を申
し出ました。
　まわりの社員や管理職からこっそり
「頑張っていたのに辞めるのは残念」と
言われ、多くの人が私の努力を応援して
くれていたのかと、私自身がまわりの社
員を信頼しきっていなかったと気づかさ
れ、労働者として情けない気持ちでいっ
ぱいになりました。
　その時、私はこれからの人生は「決し
て逃げない」と心に誓いました。

「決して
逃げない」と
心に誓う
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　地域活動にもとりくみました。1990年
頃には中学生の丸刈り廃止運動を。
ヨーロッパから帰国して日本の状況に
驚いた友人と一緒にビラまき、署名活
動などを行い、本山中学校で丸刈り廃
止が実現しました。また、本山第２小学
校の西隣りにスーパーの進出がもち上
がりました。登校時間とスーパーの搬
入車とが同じ時間帯になるので、PTA
や警察に行き、また署名も集め、児童
の安全確保のため小学校の西側の南
北の道にスクールゾーンを設けること
ができました。
　小学生だった娘が13歳で小児がん
になり、千葉大附属病院で３年間入退
院を繰り返しました。私と娘は千葉、長
男と夫は神戸という生活。私はホテルや
友人宅を借りて、毎日病院に通いまし
た。クリスマスの時期には街中にイルミ
ネーションが飾られクリスマスソングが
流れています。クリスマスを過ごす他の
家族がうらやましくしなり、涙を拭きな
がら宿泊先に戻ったことを覚えていま
す。無事に娘の病気は完治し、今は元
気に暮らしています。

　その９年後、今度は夫に脳腫瘍が見
つかり、１年半の闘病生活を強いられ
ましたが、最期は自宅で穏やかに過ご
すことができました。多くの友人たちの
支えがあったからこそ、職場でのたた
かい、娘の病気、夫の死を乗り越えるこ
とができました。
　友人たちへの感謝の気持ちを、今度
は私がお返しする時です。相談に来ら
れる方には「寄り添う気持ち」でと強く
心に決めています。
　“心に太陽を持て　くちびるに歌を
持て”　常に前向きに歩いていきます。
みんなが未来に希望が持てるよう、力
をつくしていきます。

未来に希望が持てるよう、
力をつくす

住民運動を皆さんと

松本のり子

相談に来られる方には
「寄り添う気持ち」を忘れない

王子公園松
本
の
り
子
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大学誘致ありきの
再整備は撤回を

　９月に神戸市が出し
た王子公園再整備基
本方針修正素案は、大
学はいらないという市
民の声は全く考慮され
ず、プール・相撲場の

廃止、テニスコート・グランドを縮小して、大学誘
致に固執するものとなっています。日本共産党市
議団は「この計画は他区に動物園を移動させて大
学誘致することから始まったが、移動できず大学
誘致の思いだけが残った。市長のトップダウンで
進める計画は撤回し、王子公園・動物園の充実を
進めるべき」と質しました。
　副市長は、動物園は現在の面積でも工夫すれば
できると回答しています。動物が少しでもストレスを
感じない環境の中で過ごせる動物園のあり方を飼
育員、専門家、市民で作りあげていきたいものです。

　今年６月にメスの小夏に赤ちゃ
ん誕生。数日後にすみれに赤ちゃ
ん誕生。あしかは産んだところに
ずっといます。１年ほど母乳で育て
られます。４か月たち、お母さんに
ぴったりくっついて泳いでいます。

神戸市の「各施設の見直しの方向性」より

神戸市

王子動物園に
あしかの赤ちゃん誕生

小夏と赤ちゃん

まちづくり
大学誘致予定地

赤ちゃん
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阪神電車に申し入れ

神戸市に申し入れ

痴漢防止対策松
本
の
り
子
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痴漢を未然に
防ぐため

さらなる対策を
　「国公立大学のセンター試験当日、痴漢やり放題だとネットに書か
れている」と相談があり、すぐ民間鉄道事業者、警察、市交通局に痴
漢対策の申し入れを行いました。交通局は地下鉄車内、駅構内、市バ
スにポスターを貼りだしました。
　松本のり子議員がポスターをSNSで紹介すると、「神戸市民として
誇りに思う」「被害者に自衛を促すのでなく、みんなで通報をとの働
きかけがよい」など多数の意見が寄せられました。被害者をなくすた
めにも、実態調査を求めています。

　「国公立大学のセンター試験当日、痴漢やり放題だとネットに書か
れている」と相談があり、すぐ民間鉄道事業者、警察、市交通局に痴
漢対策の申し入れを行いました。交通局は地下鉄車内、駅構内、市バ
スにポスターを貼りだしました。
　松本のり子議員がポスターをSNSで紹介すると、「神戸市民として
誇りに思う」「被害者に自衛を促すのでなく、みんなで通報をとの働
きかけがよい」など多数の意見が寄せられました。被害者をなくすた
めにも、実態調査を求めています。

　神戸市役所では、2025年に管理職（課長以上）の男女
の割合を25％とする計画がありますが、現在の比率は
17.6％とまだまだ低い状況です。管理職の希望者が少な
い理由には、長時間労働があります。
　残業なしで仕事ができ、あとは自分の家族や自分自身
のための時間が持てるのが本来の姿です。男女ともに残
業のない働き方をすることで、子育てや介護を夫婦で協
力して行えるように力をつくすべきです。

　パートナーシップ制度は、2015年東京都
渋谷区・世田谷区で始まり、11月から東京
都が導入することで、人口の60％となりま
す。政令市での未導入は、仙台市、名古屋
市、神戸市(仙台市は検討中、名古屋市は導
入予定)となりました。
　松本のり子議員は、10月の議会で「政令
市最下位になる前に決断を」と強く求め、10
月18日の委員会で「神戸市における同性
パートナーシップの承認制度の創設に関す
る陳情」が採択（自民党は「打ち切り」を主
張）。実現まであと一歩です。

❶車内での音声での痴漢予防の啓発
❷兵庫県警の指導などにとどまらず市バス・地下鉄独自の
マニュアルを作成し、実施すること

❸職員に対して、「痴漢は公共交通機関内でおこなわれる
犯罪行為」という認識にたった職員教育・研修の実施
❹痴漢被害の実態調査をおこなうこと　

痴漢を未然に防ぐための申し入れ 痴漢防止ポスターが
できました
　３種類のポスターは来
年３月まで貼りだす予定
です。
　痴漢を未然に防ぐた
めにもポスターに加え、
ステッカーの作成にもと
りかかっています。

「痴漢をゼロに
するため全力で
がんばります」

ジェンダー
差別・偏見のない社会へ

性的マイノリティ（LGBTQ+）のカップルの関係を自治体が公的に認証する制度

交通局長
議会答弁

自治体パートナー
シップ制度

223自治体が導入

同性婚を認めないのは「法の下の平
等」を定めた憲法に違反すると判断し
ました。その中で、同性婚に対する国
民の理解のひとつとしてパートナー
シップ制度の増加をあげています。

札幌地裁判決では

❶アイスランド  ❷フィンランド  ❸ノルウェー
❹ニュージーランド ❺スウェーデン

男女の格差が
最も小さい国

自治体パートナーシップ制度  政令市での未導入は3市のみ

神戸市役所でも
女性の声を聞いて改革を

6月28日一般質問
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中学校給食松
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負担が大きすぎる

“自分のことは自分で決める”
人間としての根幹が育つこと 　中学校給食を求める署名が東灘区で１万筆、神戸

市内で10万筆を超え、ようやく実現しましたが、デリ
バリーランチボックス方式（民間の大量調理場から
弁当にして運ぶ）をとりました。
　安全対策としてお弁当を10℃以下にするため、食
べる時間になっても半分凍ったまま、「野菜がジャリ
ジャリする」「ハンバーグを切ろうとしたら、はしが折
れた」など、まずいと評判で、喫食率は30％台という
状況でした。

　市民の要望と運動で2021年に給食費半額助成と「全員喫食制への移行」
が実現しましたが、今後はセンター方式での対応を打ち出しています。引き続
き小学校のような自校調理方式中心の給食とともに学校給食の無償化を求
めていきます。

　下着や靴下は白でないとダ
メ、ツーブロックやポニー
テールもダメ…
　神戸市教育委員会は、校則
を緩めると勉学に集中しなく
なり高校受験にひびく、色付
きの下着だと汚れていても
チェックできない、女子のう
なじを見せるのはよくない等、理由にならない理由で長年
人権を無視した校則を押し付けてきました。
　松本のり子議員は、６月の本会議で子どもの権利条約の
視点に立ち、見直しを求めました。

　すべての学齢期の子ども達は１日の大半を
学校で過ごします。そこにはドリルなど授業
で使うものや家で使うもの、校外学習や修学
旅行の積立金など多額の金額となり、小学校
で１ヶ月7,000円前後かかります。
　家庭の状況に左右されることなく、教材費
は無償で配布することを求めています。

校則

隠れ教育費

体育館シューズ …… 2,300円
体育着 …………… 4,700円
ジャージ（上下）…… 8,800円
通学カバン………… 6,550円
サブバッグ ………… 3,300円
半袖ポロシャツ …… 3,200円
制服 ………………43,000円
　　　　　　　　　　　　など

自校調理方式中心の給食を

　校則は「基本的人権を制限しているから
ダメ」というだけで解決できる問題ではあ
りません。教育活動のひとつであるため、
見直しは生徒、保護者、教職員などの自主
的・主体的な議論と納得が大切です。
　しかし、今回調査して分かったことは、教
職員の多忙化で教職員間での話し合いが
難しくなっているということです。教職員も
生徒も率直に話し合える自由な雰囲気が
学校現場に必要ではないかと感じました。
　子どもの権利条約には子どもの意見表
明権の保障が明記されています。意見を言
えることが、自分のことは自分で決めてい
くという人間としての根幹が育つことにつ
ながります。引き続き学校現場全体で話し
合えるように求めていきます。

2021年度
約１年かけて各学校で見直しに
向けてのとりくみを行う
（生徒会、クラス討議、教員で検討）

2022年度 見直し実現
●大半の学校で・靴下は
　白か黒、線が入っていても構わない
●ツーブロック、ポニーテールOKの学校
も実現  など

学校でのとりくみ

一定前進

十分な検討がなされておらず、教員も子ど
もの権利条約についての理解が不十分

●なぜ校則が必要か学校から教えても
らっていない●校則があることで監視
されているようで窮屈●とても疲れる
●気持ちが落ち込む　など

中学生の声

教育

問題点

すべての子どもが
「なぜ校則が必要なのか
説明を受けていない」

との回答

全購入で
男子 77,490円
女子 75,840円公立中学校で

かかる費用
（2021年度入学生）

日本国憲法第26条
①すべて国民は、法律の定めるところによ
り、その能力に応じて、ひとしく教育を受
ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところによ
り、その保護する子女に普通教育を受け
させる義務を負ふ。 義務教育は、これを
無償とする。

中学校の給食室を視察

中学校で校長先生と懇談

き
だ
県
議
と
シ
ー
ル
ア
ン
ケ
ー
ト
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介護・障がい者通所施設にも検査実現

松
本
の
り
子
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　保健室での配布とあわせて、４月から必要
な児童・生徒が自由に使えるよう、少なくと
も１校に１か所のトイレに常設されていま
す。しかし、１か所だけでなく必要な場所に
設置するよう求めています。
　また、教育委員会の通知では「使った人は
保健室まで知らせてね」とありますが、なぜ
知らせないといけないのか質問。教育委員会
はそのような言葉についてはなくす方向で
検討すると答弁。学校や図書館(以前は設置さ
れていたが現在は撤去)、会館、体育館などの
すべてのトイレへの設置を求めています。

学校のトイレに生理用品設置市民の皆さんの声で　

医療・保健・介護

医療体制強化・介護職員の待遇改善を

　コロナ感染者が増え続け、介護施設、障がい者施設
でのクラスター化が深刻です。社会福祉施設等の入所
施設にはこれまでも抗原キットが配られていました
が、通所施設では配布されず自費購入となっていまし
た。通所施設への配布が実現し、ヘルパーさんも利用
者も安心できるようになりました。

　新型コロナウイルス感染の第７波では発熱
外来がパンクし、早期治療の遅れから重症化
につながるなど、医療崩壊が深刻です。神戸
市は、東灘区など各区にあった保健所を、中
央区一か所に集約して保健師をへらし、病院
や診療所を守ってこなかったことが原因です。
　介護現場でも、若い職員の離職や志望者の
減少が続き、深刻な人手不足が起こっていま
す。年齢構成は60歳以上が４割を占め、20歳
代のヘルパーは全体の４％程度です。危機的
状況の最大の原因はヘルパーの過酷な労働
環境と、平均給与が全産業平均より「月10万
円低い」という低賃金です。
　松本のり子議員は、医師・看護師・保健師の
確保とともに、介護職員など、市民の命と健康
を守るケアワーカーについては、神戸市独自
の待遇改善の取り組みをするべきと求めてい
ます。

遊ぶ権利（子どもの権利条約第31条）
1.締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並
びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリ
エーションの活動を行い、並びに文化的な生活及
び芸術に参加する権利を認める。
2.締約国は、児童が文化的及び芸術的な活動並びに
レクリエーション及び余暇の活動のための適当
かつ平等な機会の提供を奨励する。

学校に設置された生理用品

介護職員から実態を聞く

福祉局で質疑

インクルーシブ公園の充実で
「遊ぶ権利」の保障を

　障がいの有無に関わらず、すべての子どもが自分
の力を思いっきり発揮し、様々な友達とともに遊び
学べる場所が「インクルーシブな遊び場」と定義さ
れています。今、公共の場である公園で、すべての子
どもが遊べる条件が整っているとは言えません。社
会が責任をもって、どの子どもにも遊びの機会を保
障することができるよう、インクルーシブ遊具の整
備を求めています。神戸市は背中のあるブランコに
順次変更していくことを答弁しました。

きだ県議と東部建設事務所に申し入れ

御影公園

背中のある
ブランコ実現

新型コロナウイルス
－社会活動継続のためPCR・抗原検査は
     「誰でも いつでも 何度でも」

福祉
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東灘区役所

神戸薬科大学

甲南大学

甲南女子大学

保久良神社

住
吉
川

天
上
川

高
橋
川

2

おかもと

うお
ざき

おお
ぎ

すみよし

せっ
つも

とや
ま

こう
なん

やま
て

ふか
え

神戸大
海事科学部

十
二
間
通

松本のり子

かけある記

東灘区
マップ

み
な

さん
のねがい実現！

コロナ禍で大学生の状況を聞きに行き
ました。保護者の仕事がきびしくなり、
授業料が払えないなど深刻な状況が生
まれています

コロナの影響による売
り上げの大幅減少に加
えて、円安による物価高
でますます厳しい状況。
中小企業への支援を

台風21号で高橋川は
海水が川を遡上して
13ヘクタールも街中
に被害を及ぼしまし
た。橋や堤防のかさ上
げが実現しました。

カラス被害のため網の工夫を
要望していました。網の目を小
さく、おもりのためのロープを
二重した網が環境局東灘区事
業所においています。

いつでもどこでも
自転車で

かけつけます！

●ホ
ーム柵

の設
置を

●阪神バスの停留所に
　ベンチ設置を

●芦屋図書館の利用を要望

●深江浜・南町の鉄扉
　2023年度に遠隔操作

●内浜公園防災無線の強化を要望

●市バス37系統
　の増便

●定期的な
　街路樹の剪定

●東灘体育館にエアコン設置実現

●灘区
までの

市バス
路線を

●トンネルの
　照度ＵＰを

●市バス19・38・39系統の
　減便を元に戻すこと

●友生支援学校の
　存続を

●東灘図書館の開館
時間を早めること。
トイレに生理用品
設置を

●急傾斜地崩壊対策事業
への補助率引き上げを
国に求める
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市民目線で共同を
つくり、市民の

願いを実現

タブーなく、巨悪に挑み、
神戸の民主主義をまもります

絶対必要な 議席です
　神戸の中学校給食は、長年「家庭弁当持
参」でした。日本共産党は、市民のみなさん
と９万を超える署名を集め、中学校での給食を実現。さらに、コストを
最優先し民間工場から配送される「冷たい、美味しくない」デリバリー
弁当方式の給食の転換を粘り強く求め、ついに「全員喫食のあたたか
い中学校給食」を神戸市は表明しました。
　日本共産党市議団は、地元産や有機農産物を活かせる安全・安心
な自校調理方式、給食の無償化実現へ、とことん頑張ります。

　統一協会(世界平和統一家庭連合)の問題では、自民党神戸市議の仲介で、幹部
職員がイベント参加、市への寄付行為、市からの助成など癒着していることが明ら
かになりました。
　日本共産党市議団は、久元市長名で感謝状まで、統一協会関連団体へ渡していた
ことを示し、「統一協会の広告塔となり、被害をひろげ、神戸市の施策を歪めること
は許されない」と、政治家や神戸市と統一協会の癒着関係を断つことを正面から追
及しています。

　2019年、神戸市は、「都市空間向上計画」（素案）を発表。
日本共産党市議団は、この「計画」が垂水区や西区の大半を
切り捨て、神戸市による開発団地（渦森、鶴甲、ひよどり台、
須磨ニュータウン、西神中央、西神南など）への責任を放棄
しようする郊外・ニュータウン切り捨て計画であることを
明らかにし、各地で
市会報告会を開き
ました。驚いた市民
から1176件もの市
民意見が神戸市に
寄せられ、計画の見
直しに追い込みま
した。
日本共産党議員団作成のビラ▶

●全区に保健所を復活・保健師
の増員を

●病院統廃合、病床削減ストップ
●国保料、介護保険料の引き下げ
●加齢性難聴の方への補聴器購
入助成を

市民の声が
もっと届く
市政に

❶ケアに手厚い神戸

●中小事業者への市独自支援制
度を

●最賃1,500円を神戸からー
公契約条例制定を

●地域型の脱炭素・再エネ事業
の育成を

❷地域の中小業者、雇用を

●学校給食の無償化を
●少人数学級の前倒し実施
●高校卒業まで医療費無料へ

❸子育て応援の神戸

●三宮一極集中の再開発ストップ
●バスの増便と路線の充実
●脱石炭火力発電、脱原発で、気
候危機をただす

❹いつまでも、どこでも
　くらせる神戸

●同性カップル承認「パートナー
シップ制度」

●性暴力、DV・痴漢ゼロへ
●「非核神戸方式」を守り、憲法を
市政に生かす

❺ジェンダー平等推進
　の神戸

実現に向けて
がんばります

神戸市会に、 神戸市会議員団

抜群の調査力と現場主義で、

市政をチェック

　日本共産党市議団は、長引くコロ
ナ禍に加え円安・物価高で苦しむ
市民や事業者のところに駆けつけ、
街かど相談会や市民アンケートな
どで生の声をお聞きし、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。
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