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2019年新年号和士がゆく

【議会報告】

みなさまのまごころのご支援に支えられ、
大震災より6期24年、「政治とは母と子の幸せのためにある」との信念で

「大衆とともに」の立党精神を胸に、小さな声を大切に「とことん現場主義」を
モットーにみなさまのさまざまな声を届けてまいりました。
神戸経済のさらなる活性化、行財政改革、教育改革など、安心して子どもたちに
未来を託せる「心豊かなまち・住み続けたい街」“KOBEたるみ”をめざして、
全力で取り組んでまいります。みなさまのさらなるご支援を心よりお願い申し上げます。

神戸KOBEにパンダを
中国北京中国野生動物保護協会、国家林業
局李秘書長はじめ国際合作処長と懇談。神戸
王子動物園での18年間を総括し、これまでの
飼育成果と課題について、契約更新1年前の
2019年 6月までに報告を求めら れました。

成都大熊猫パンダ繁育研究基地を視察
パンダ科学探求館、ジャイアントパンダ博
物館、パンダ魅力劇場、パンダ病院を視察。
人々がジャイアントパンダを心より愛し、
保護する気持ちを高め、さらには自然を
心から大切にする気持ちを学びました。

ヴィッセル神戸市役所を表敬訪問
2018年シーズン開幕に向け、ルーカス・ポド
ルスキー新キャプテンが、神戸市役所を表
敬訪問。今年の目標はACLアジアのチャン
ピオンを目指して戦う。気持ちでは絶対に
負けないチームを作るとの監督の力強い
決意表明がありました。バルセロナFCイニエスタ選手も合流した
今シーズンでしたが、結果10位で終了。来年は大いに期待できます。

日中平和友好条約
締結40周年記念講演
「公明党の力～日中友好の絆～」
甲南大学 胡金定 教授が記念講演
公明党創立者の提言が、日中国交正常化への膠着状態を打ち
破る役割を果たしたことは多くの中国人が知っています。中国
人は、「吃水不忘掘井人」（水を飲むとき、井戸を掘った人を忘
れない）という中国の諺を引いて感謝の意を表しています。

㊗ヘリポート新庁舎完成披露式
神戸ヘリポートから神戸空港に基地移転
神戸空港に隣接して、兵庫県消防防災航
空隊と神戸市航空機動隊の新庁舎が完
成。披露式が行なわれました。
新しい基地では、3機のヘリコプターが
稼働します。

世界啓発デー「慢性疲労症候群」
患者団体「CFS支援ネットワーク」
病気の認知度を高め偏見をなくし、一日も早く治
療法や公的支援制度の確立
を願って、神戸ポートタワー、
モザイク観覧車、錨山が青
くライトアップ。

成都イノベーション交流会
成都市国際友好都市市長フォーラムに参加

「成都市と神戸市は文化、観光、創意など
の領域でたくさんの共通点を持っています。
私達は成都のパンダ、三国文化が大好き
です。さらなるお互いの友好交流を期待し、
神戸に是非お越しください！」と神戸市
代表がスピーチ。

平成30年7月豪雨災害被災者救援募金
JR垂水駅西口バスロータリー
主催 : 豪雨災害被災者支援の会
短時間の募金活動でしたがたくさんの方
から真心の募金をいただきました。
日本赤十字社に寄託し被災地に届けて
参ります。みなさまの真心のご支援に心
より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

五色塚古墳まつり
霞ケ丘小学校 6年生の児童が古代衣装を身に
まとい、各自が作った埴輪を手に五色塚古墳の
まわりをパレード。古墳の上に、各自が作った
埴輪を並べます。また、「勾玉づくり」「土器・
埴輪づくり」「鏡づくり」「火おこし体験」「古代
衣装試着」の古代の生活体験ができます。

第19回神戸垂水よさこい祭り
マリンピア神戸
躍動と感動 若者たちの熱と力が爆発。
五色麻呂も応援に駆けつけてくれました。

小さな声を大切に
「とことん現場主義！」

おおさわ和士神戸市会議員

1年間の実績トピックス！

2018年の歩み

全学校園の普通教室に
エアコン整備
普通教室は平成27年度に100%
設置が完了し、多目的教室や理
科室などの特別教室、さらに避
難所に指定されている体育館に
エアコンの設置を進めます。

学校トイレの洋式化を推進
耐震化やトイレ洋式化、エレベーターの設置など
教育環境の整備を推進。2021年度までに全学校
園のトイレの洋式化
が完了します。

全学校園に
防犯カメラの設置を推進
すでに全市立小学校に防犯カメラが設置さ
れており、今年度中には私立幼稚園や中学校
など全学校園に設置が完了します。子ども
たちを守り犯罪の抑止力が期待されます。

市営住宅の空き駐車場対策を推進
市営住宅への来訪者や福祉施設の介
護車両などが気軽に利用できるよう
に民間ノウハウ
を活用した駐車
場システムを導
入しました。

食品ロス削減への取り組みを推進
家庭から出る台所ごみの20%を占める食品ロス
を削減するため、市民・事業者・NPO・行政の
協働による啓発キャンペーンやフードドライ
ブの実施を推進。
　　　　　　 
垂水健康公園にドッグランの設置を実現
小束山婦人会のみなさまのご協力を得て、ドッグランを設置し、

「しつけ教室」の実施や「神戸市人と猫との共生に関する条例」
の制定を実現す
るなど動物愛護
の施策を推進。

  世界を駆けた、確かなチカラ。

高橋みつお
PROFILE

元外交官。在ブラジル日本大使館一等書記官など歴任。
首脳外交の通訳も。党国際局、青年局次長。
党「兵庫の未来」プロジェクト事務局長。

大阪外大在学中に外務省試験に合格し中退。
兵庫県出身。４１歳。

平成30年度「第2回定例市会」
12月7日本会議で「一般質問」
1.市民の暮らしに密着した安全安心なまちづくりについて
　1 根上がりなどの街路樹の適正管理について
　2 市民の身近な公園の転活用・適正管理について
　3 横断歩道の白線標示など通学路の総点検を！
2.働き方改革で垂水区北部地域に区役所機能の設置を！
3.老朽マンション・団地の「管理推進条例」の制定を !
4.避難所指定の学校園の体育館にエアコン設置を！

※質疑の詳細は神戸市会HP議事録をご覧ください。

第2回
定例
市会



【議会活動】定例市会・特別委員会／常任委員会

「大衆とともに」の立党精神で！
震災から20年が過ぎ、新たな神戸の魅力を発信するため、
三ノ宮周辺の都心整備、海岸線インナー対策、
ポートアイランド医療産業都市の拡充、
神戸空港の利便性アップなど、
さまざまな課題に全力で取り組みました。

東日本大震災の復興を願って！
被災地・福島県から石巻市を経て、陸前高田市へ。
防災対策庁舎の前で被災者の皆さんのご冥福を
お祈りするとともに、「 奇跡の一本松」を
訪ね、一日も早い復興を願いました。

動物愛護条例の制定を！
殺処分ゼロをめざして
「動物愛護センター」としての機能強化を！
殺処分ゼロをめざして譲渡会や引き
取り削減に取り組んでいるものの、
まだ多くの子猫が犠牲に。小さな命
を守るために、地域の理解と協力を
得ながら、活動をさらに推進してい
きます。

『星ヶ丘北市民公園』開園式
一昨年、売却予定だった商大線沿い
の私有地に公園をつくってほしいと
ご要望をいただき、めでたく開園式
を迎えることができました。あいに
くの雨でしたが、近隣の子ども達が
たくさん遊びにきてくれました。

「夏季党員研修会」を実施！
公明党西垂水支部60名が参加
神戸医療産業都市にある『神戸低侵
襲がん医療センター』と『CDB理化学
研究所』多細胞システム形成研究セ
ンターを視察しました。
午後からは「神戸どうぶつ王国」で
バイキング。

ネパール大地震救援募金実施！
JR垂水駅西口広場

「ネパール大地震被災者支援の会」主催の募金活動に参加しま
した。ネパール大地震では、人口の約3割にあたる800万人が
被災。今も多くの方が、避難生活を余儀なくされています。

西垂水パールグループ
車椅子2台を贈呈
①アルミ缶回収、②古切手の収集、③書き損じハガキの回収
などを通じ、さまざまな成果を収めて
きた西垂水パールグループ。
2015年も、垂水区社会福祉協議会に
車椅子の自走式と介助式を1台ずつ
贈呈。区内福祉施設に贈呈した車椅
子は、合計39台に。

石井国土交通大臣に要望！
大阪湾岸道路西伸部（９期）と
名神湾岸連絡線の早期整備を！
【要望書】
大阪湾岸道路西伸部など、神戸市域のミッシングリンクの
早期整備をはかり、神戸さらには関西全体の創生を実現す
るため、石井国土交通大臣に次の要望を行ないました。
①大阪湾岸道路西伸部のうち、神戸市東灘区から長田区
　駒ケ林までの区間について、新規事業着手すること
②大阪湾岸道路西伸部は、広域的なネットワークを形成する
　重要路線であることから、国が主体となって整備を行うこと
③道路整備に係る財源の確保を行なうこと

2 015年の主な活動トピックス

石井国土交通大臣に要望書を提出

「渋滞解消を！」の声を受け実現へ！
▼ 「左折レーン設置」で渋滞解消！
　 一車線の追加増設で、直進レーンを 「2車線化」に！
　　小束山6丁目　交差点・南行き

決算特別委員会建設局審査
▶新たに設置された「防災部」の成果と未然防止対策に　
　ついて
▶民有地たる公道法面の災害復旧の公費助成および
　準用河川の改修・災害予防保全の取組みについて
▶ノエビアスタジアムの芝生整備・管理運営について
▶商大線＋国道接続部の道路改良事業について
▶商大線＋高丸インターの渋滞対策について
▶公園におけるドッグランの設置要望について

企業建設常任委員会　行政視察
東京水道サービス株式会社
国際貢献の事業展開や技術継承の取り組み状況を視察。利益
目的ではなく、本当に水道に困っている途上国の支援として、
ミャンマー・ヤンゴン市の「JICA ヤンゴン水道マスタープラン」を
受託し、台湾・マレーシア・インド・ベトナムでも水道事業の運営
や維持管理を民間事業者と協力して展開しています。

日中友好神戸市会議員連盟企業誘致に
副市長一行と訪中！
1.上海国際港務集団
　（SIPG）を訪問
瀬戸内ルートのディズニークルーズ
など、豪華客船の神戸港誘致を協議

2.新幹線で義鳥市到着「日用品卸売センター」訪問
義鳥市政府商務部の幹部を表敬訪
問。面積550万㎡、就労者数20万人、
卸売店舗数7万5000店。
一日30万人が買い付けに訪れる巨大
施設に驚愕！

3.深圳国際空港到着
　 「エバーゲイン物流センター」視察
巨大な倉庫・物流センターに圧倒。
神戸港への新たな航路開拓にむけ協議。

4.コンテナ製造で世界一 「CIMC本社」を訪問
神戸市との多方面にわたる交流・連携の強化で合意。
CIMCは、海上・鉄道・航空貨物輸送を幅広く手がけ、コンテナ市
場シェア50％。輸送だけでなく海洋土木開発、不動産、金融など
幅広い事業を展開する巨大企業。

CIMCの新プロジェクト
「生命健康城」構想の
現地を視察。
広大な敷地に医療産業
都市を建設する構想に、
神戸市も支援を約束。

弁天ふれあいの森公園、
浦安みどり公園課
浦安市は、東京湾と江戸川に接し、川の氾濫や
高潮水害に悩まされてきました。また「弁天
ふれあいの森公園」は、埋め立てでできた地
域にある3.3haの近隣公園。計画段階から、
市民とともに公園づくりが行われました。

名古屋市東山動植物園
開園100周年までの20年余りの計画として、全体事業費約350
億円、年間目標入場者数350万人をめざしています。

京都市役所
京都市バスと地下鉄事業の経営状況を視察しました。市バス
事業は、平成21年度から黒字化。観光客の増加など利用者が
増えたのに加え、収入増加策やコスト削減策を推進。2014年
からは最終時刻繰り下げや深夜バスのテスト運行にも取り組
んでいます。

建設局垂水処理場
太陽光とバイオガスのダブルでエコな発電事業を行う垂水処
理場を視察。また奥平野浄水場は、明治33年に創設され、今では
市内配水池やポンプ場のネットワーク基地として機能してい
ます。

三ノ宮南地区3ポンプ場
運用開始記念式典
平成16年の台風で甚大な浸水被害を受け、10年がかりの大工
事が完成。震災の教訓を生かし、動力には水がなくても稼働で
きるガスタービンを採用。ポンプは、小学校の50mプールの
水を10秒で吸い上げる能力があるそうです。

2015年の歩み

第3回
定例
市会



【議会活動】定例市会・特別委員会／常任委員会

2 016 年の主な活動トピックス

希望が、ゆきわたる国へ
「希望がゆきわたる国へ」の
スローガンを掲げて戦った参議院議員選挙では、
多くの方のご支持いただき大勝利。
チーム力とネットワークの力をさらに強化し、
お約束した政策の実現に取り組む決意を新たにしました。

「人と猫との共生に関する条例」可決
公費で野良猫の不妊去勢手術
増加する野良猫対策として、神戸市会は不妊・去勢手術を公費
で行ない、殺処分の減少をめざす条例案を全会一致で可決しまし
た。公明党神戸市会議員団が議員提案していもので、繁殖抑制に
特化した条例は全国でも初。2017年４月に施行されました。

第46回神戸まつり開催
神戸市婦人会1300人が総踊り。
垂水区婦人会も参加。サンバチーム
も、メンバーが勢揃いしました。例年
にないスゴい人手に圧倒されました。

神戸空港開港10周年
感謝の集い開催
神戸空港は、この時点で利用者が
2500万人を超えて、地方管理空港と
しては全国トップ。関西全体の発展の
ために、大きな使命を担っています。

「神戸には 港がふたつ 空と海これまで活かし これから伸びる」
（井戸兵庫県知事のお詩）

オレンジリボン街頭演説
JR垂水駅などで
児童虐待防止を訴え
JR垂水駅など各駅で、オレンジリボン
街頭演説を行い、児童虐待の防止と早
期発見、早期対応を呼びかけました。
また決算本会議での成果や実績などの
市政報告を行いました。

天津市訪問団
神戸市会を表敬訪問
天津市人民代表大会常務委員会副
主任の苟利軍（こう・りぐん）をは
じめ6名の代表が来神。親しく懇談
しました。両市は、2018年に友好
都市提携45周年を迎え、教育・文
化・芸術・スポーツなどで市民交流
を続けています。

大容量送水管整備事業完成
災害に強い水道づくり
平成８年の着工から20年。事業費約370
億円を投じた大容量送水管整備事業
が完成し、奥平野浄水場で完成式典が
開かれました。
災害時の代替送水ルートとして活用
される他、生活給水拠点としての機能
も果たします。

垂水健康公園
ドッグランを試験設置
9月1日から11月29日までの期
間限定で、垂水健康公園にドッ
グランが試験設置されました。
今後皆さまのご意見や利用状況
をふまえ、本格的なドッグラン
の運営につなげたいと考えてい
ます。

2016年度垂水区総合防災訓練
海岸通自治会で
防災避難訓練を実施！
垂水消防署・垂水消防団・兵庫県警
などの協力のもと、南海トラフ大地
震での津波被害を想定し、五色山東
公園への避難訓練を実施。老若男女
約75名が参加しました。

1人のためにできることを
西垂水パールグループ18年の歩み
メンバーの思いが詰まった支援活動
を、18 年間無事故で行えたことが何
よりの成果。感謝の言葉しかありま
せん。１人のためにできることを、今
後は個々の活動を通じて行ってまい
ります。（代表／宮本美恵子）

「一人に寄り添う政治」へ
走り抜く。
参議院議員　伊藤たかえ
参議院議員選挙兵庫選挙区で大逆転勝利。
24年ぶりに兵庫の議席を奪還できたことは、
みなさまのご支援の賜物。兵庫選出の唯一の
女性国会議員として、また社会弱者を守る

「弁護士」として、地域創生と福祉・教育の
充実に取り組んでまいります。

参議院議員選挙兵庫選挙区で 24年ぶりに議席奪還

福祉環境委員会　行政調査
川崎市・東京都などを訪問
1.川崎市
　◉水素社会の実現にむけた川崎水素戦略について
　◉生活自立・仕事相談センター「だいJOBセンター」について
2.東京都
　◉「東京チャレンジオフィス」の
　　開設について
3.世田谷区
　◉ごみ屋敷対策について
4.横浜市
　◉第２期健康横浜21よこはま健康
　　アクションについて
　◉環境未来都市にふさわしい
　　エネルギー施策とエネルギー
　　アクションプランについて

福祉環境委員会　実地視察
「こうべ歯科センター」と完成間近い港島
「第11クリーンセンター」を視察しました。
1.こうべ歯科センター
障がいを持つ方や寝たきり、認知症高齢者
など一般歯科診療所での治療が困難な方
の歯科保険医療の核として開設。全身麻酔
や鎮静法等の高度医療にも対応しています。
2.第 11次クリーンセンター
地上６階地下１階。１日に600トンのゴ
ミを処理。工事費約230億円で高効率
ごみ発電や非常用発電機（神戸初）など
を備えています。

平成28年度予算案・関連議案に対し
予算本会議（2月）で代表質問
（主な質疑）
1.市民に対する市政の広報・広聴について
　◉医療や福祉にかかわる諸施策について、
　　市民にわかりやすく情報提供を！
　◉医療制度の廃止・見直しでは、関係者へのヒアリング、
　　パブリックコメントの実施を！
2.芸術・文化にかかわる行政の意志・目的・方針について
　◉ビエンナーレについて、十分な検討の上で方針決定を！
　◉国際フルートコンクールやファッションコンテストでは、
　　目的や意義を明確に！
　◉ファッション美術館、キイト、博物館など芸術文化施設の
　　一体運営を！
3.市内学生の市内就職促進について、各局の課題を明確に！
4.野良猫などの地域問題について
　◉野良猫対策委員会（仮称）の設置を！
　◉「地域ねこ活動」「神戸市街地における（地域ねこ）の個体数
　　コントロール実施計画（案）」の早期実施を！
5.都市公園等へのドッグランの設置について
　 推進委員会の設置を！他

平成28年度予算特別委員会
交通局審査での質疑
（主な質疑）
1.「神戸市営交通事業経営計画 2020」について
2.市バス運行計画の見直しについて
3.バスの運行情報をスマートホンなどで提供する
　「バスロケーションシステム」について
4.市営交通のIC化等の推進にかかる費用について
5.バス停におけるベンチ・上屋の設置について
6.バス停留所の路上喫煙、ポイ捨て防止と清掃協力について

決算本会議（9月）決算特別委員会　
環境局審査での質疑
（主な質疑）
１.災害廃棄物処理計画について
　◉大規模な自然災害では、災害廃棄物の円滑な処理が復旧の
　　カギ。どのような想定で、どのような計画となるのか！
2.食品ロス削減にむけた取り組みについて
　◉神戸市環境マスタープランでは「市民・事業者・行政が協働
　　して食品ロスに取り組む」としているが、どんな目標設定で、
　　どんな取り組みを行うのか。

2016年の歩み

2月
予算
市会

9月
決算
市会

2.東京都

3.世田谷区

4.横浜市
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「国家百年の計」は、
教育・人材づくり
日本が、神戸が、少子高齢化社会を勝ち抜くには、
国づくりの基本である“人づくり”に総力をあげることが必要です。
公明党は「教育費負担の軽減」を掲げ、
幼児教育の無償化や大学の給付型奨学金の拡充、
私立高校授業料の無償化に取り組んでまいります。

山口那津男公明党代表と。公明党は教育・子育て支援に全力をあげます。

2017年の歩み

公費による野良猫繁殖制限事業スタート
公明党が推進し、施行された「神
戸市人と猫との共生に関する条
例」に基づいて発足した「人と猫
との共生推進協議会」によって、兵
庫区内2カ所で野良猫の繁殖制限
事業が実施されました。

衆議院総選挙で完全勝利
まごころのご支援に感謝！
党員、支持者のみなさまのご支援
に支えられ、関西6小選挙区・4 比
例区で完全勝利。「公明党を選ん
でよかった」と、一人でも多くの
皆さまに喜んでいただけますよう、
全力で頑張ってまいります。

開設30周年記念式典
「霞ヶ丘地域福祉センター」の結
成30周年を記念して行なわれた
式典に参加。来賓として、お祝いの
ご挨拶を申し上げました。

神戸開港150周年
記念式典
秋篠宮殿下皇妃両陛下をお迎えし、ホテ
ルオークラ神戸で盛大に式典が行われま
した。
開港150年イメージキャラクター戸田恵
梨香さん「コード・ブルー～ドクターヘリ
緊急救命」で大活躍。

オスのパンダを王子動物園に
程永華中国大使に要望
王子動物園に、オスのパンダを新たに誘致すべく、日中友好議員
連盟は久元神戸市長の親書を携え、
程永華中国大使に要望を行うとともに、
中国のパンダ基地を視察しました。
今後中国側と協議を重ね、早期実現
をめざしてまいります。

「雅安碧峰峡パンダ研究センター」を訪問
王子動物園にオスのパンダをお願い
しました。王子動物園で元気に遊ぶ
赤ちゃんパンダの誕生を楽しみにし
ています。

新長田合同庁舎起工式
神戸県民センター（県税事務所）や神
戸本庁税務部門の一部と各区市税事
務所が入り、約1050名以上の職員が
移転勤務します。'19年6月完成予定。

五色塚古墳まつり
五色塚古墳から夕暮れの明石海峡
大橋を望む。素晴らしい景観のもと、
みんなで明石海峡音頭を踊ります。

福島県須賀川市役所訪問
東日本大震災で全壊した市庁舎の新庁舎が
完成。須賀川市と姉妹都市の「M78星雲光の
国」からウルトラの父もお祝いに駆けつけま
した！

「神戸アイセンター」がオープン
世界最先端の研究・治療拠点
公明党市議団が推進した「神戸アイセン
ター」が、11月26日にオープン。さまざま
な目の病気の治療に最適な医療を提供し、
誰でも気軽に受診できる「神戸アイセン
ター病院」も、12月1日に開院しました。

救急安心センターこうべ
救急医療電話相談事業を開始
神戸市は、「救急安心センターこうべ」で救急電話相談事業
を開始しました。また小児科の初期急病医療の拠点である
神戸こども初期急病センターと連携。小児内科系の相談は、
同センターの小児科専門の相談員（看護師）が対応します。
◉電話番号：♯7119
（IP電話、ダイヤル回線などの場合は078-331-7119）
◉受付時間：24時間年中無休
◉料金：相談無料（通話料は相談者負担）
◉相談体制：平日昼間2名（相談員）
　　　　　　夜間・土曜休日4名（受付員、相談員、各2名）

平成29年　第二回定例市会
平成28年度　決算市会
決算特別委員会「住宅都市局」審査
1.市営住宅の共益費について
市営住宅マネジメント計画の対象ではない住宅についても、行政側の
都合で入居者を入れていないことに変わりはなく、補填すべきではな
いかと考えるがどうか。
2.市営住宅の空き駐車場対策について
市営住宅駐車場の空き区画の活用法として、指定管理者にコインパー
キングの導入検討を任せるだけでなく、市としても導入促進を図る取
り組みを検討すべきと考るがどうか。
3.老朽化した分譲住宅団地等について

（１）市内郊外には、老朽化した大規模分譲住宅や老朽マンションが
あり、オールドタウン化している。民間事業者を支援することで地域
活性化に取り組むべきと考えるがどうか。

（２）築年数40年を超える老朽化した分譲団地やマンションは、設備の
劣化など、多くの問題・課題を抱えている。再生・建て替えに向けて、
積極的な施策を推進すべきと考えるがどうか。
4.空き家の活用促進について
神戸市内には空き家が約10万8千戸あり、全国的にもさらなる空き家
の活用策が求められている。国の施策も含め、多様な展開を検討すべ
きと考えるがどうか。
5.神戸市地域公共交通網形成計画について

（１）垂水区エリアなどでは市営バスと民営バスが共同運行し、民営バ
スから、また民営バスへ乗り継ぐ場合は「市バス乗継割引制度」が適用
されない。民間バス事業者の制度参画支援など、バスの利用促進を図

平成29年　第一回定例市会
平成29年度　予算市会
予算特別委員会「環境局」審査
1.水素スマートシティ神戸構想の推進と市民への恩恵について　
2.「こうべ版」食品ロス削減運動について
3.ヒートポンプ給湯器の低周波音対策について
4.住宅地における騒音対策について
5.ワンルームマンションにおけるごみ出しルールの徹底について
6.行革2020「民間活力の導入」の取組みについて
7.路上喫煙禁止地区周辺の路上喫煙禁止対策について

6月本会議「一般質問」
1.王子動物園へのジャイアントパンダのオスの補充について
日中国交正常化 45周年や、天津市との友好交流都市 45 周年を見据え、
オスのジャイアントパンダの補充を実現すべきと考えるがどうか。
2.福祉人材の確保について

（１）看護師・介護士の保育所優先入所の加点措置について
（２）訪問看護師・訪問介護士の利用者からの暴力対策について
（３）ノーリフトケアの普及について
3.垂水区沿岸部の大型集客施設の津波避難対策について
垂水区沿岸部は、災害時の避難誘導で大きな課題がある。
マリンピア神戸・アジュール舞子と五色塚古墳を結ぶ
デッキ設置を、再度検討すべきと考えるがどうか。 

るべきと考えるがどうか。
（２）垂水区の人口はこの10年間減り続け、新快速電車の停車駅がない
ことが一因と考えられる。舞子駅や須磨駅を含め停車駅の可能性を検
討すべきと考えるがどうか。
6.垂水沿岸部の再整備計画について
垂水区には、明石海峡大橋をはじめ、多くの観光資源がある。
課題は、国道2号線とJR 線、山陽電鉄線によって分断されていること。
観光資源を生かす沿岸部再整備計画の必要性について、見解を伺い
たい。

　
都市防災常任委員会　行政視察
熊本市、福岡市、広島市を視察
１.熊本市調査・熊本城視察
　◉熊本地震の被害と復興状況について
　◉救援物資の受け入れや配分方法について
　◉熊本震災復興計画における県と市町村の役割分担等について
2.福岡市調査・We Love天神協議会
　◉博多・天神の再開発「天神ビッグバン」について
　◉事業の背景と経緯や行政と事業者間の連携・役割分担について
　◉今後の課題について
3.広島市調査
　◉ひろしま都心活性化プランについて
　◉策定の経緯と概要について
　◉地域公共交通網形成計画における公共交通や地域交通のあり方に
　　ついて

■昭和54年　創価大学法学部 卒業
　　　　　　 ㈱大塚商会入社
■平成7年　  同社退職。
 　神戸市会議員初当選

■1955年8月2日　神戸生まれ
■昭和43年　神戸市立西須磨小学校 卒業
■昭和46年　神戸市立鷹取中学校 卒業
■昭和49年　神戸市立須磨高校 卒業

http://www.bunjin.com/ohsawa/index.html
find me on facebook     大澤和士    で検索！
mail to  kazu.osawa@gmail.com

住所 〒655-0036
神戸市垂水区海岸通5-72
  ☎ 078-707-7430
FAX 078-707-7432

おおさわ和士
PROFILE


