
 

 

 

 

 

 

 

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」 
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選挙期日と議員任期の「ずれ」の解消！ 

阪神淡路大震災直後に議員任期を延

長した特例法の影響で、神戸市会議員

の任期は選挙から任期開始まで「2 か月

のずれ」があります。この「ずれ」を解消

するためには、次期議員任期を約 2 か

月短縮し、任期満了の日を震災前の日

に戻す特例法の制定が必要でしたが、

このたび国会で法案が成立しました。 

初当選して仕事を始めるまで 2か月も

待たされた違和感が、次回の選挙から

ではありますが、ようやく解消されます。 
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政務調査会長に連続して就任！ 

今年度も昨年度に引き続き、民進こうべ政

策議員団の政務調査会長を務めさせていた

だくことになりました。市政に対して政策提言

を積極的に進めるよう、まとめて推進する役

割をしっかり果たすよう努力してまいります。 

 6 常任委員会の中では、文教こども委員会

に所属します。こども家庭局、市民参画推進

局、教育委員会の事業を審議する委員会で

す。市民生活に身近な課題を取り上げます。 

また、大都市行財政制度に関する特別委

員会委員長を拝命いたしました。大都市税財

政の目指すべき方向性について議論します。 

神戸市の将来を見据えた提案のできる議

員として日々の活動を元気に進めます。 

神戸市は「都市鉱山からつくる！みんな

のメダルプロジェクト」に参加します！ 

平成 29年4月から、小型家電リサイク

ルで集まった金・銀・銅などの有用貴金

属を用いて東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会入賞メダルを作成す

るものです。 

パソコン・タブレット端末も回収対象に

なりました。中央区では神戸市役所 3 号

館 1 階、中央区役所 1 階、umie、ライフ

春日野道店に回収ボックスがあります。 

皆様の家電でメダルを作りましょう！ 







 

 

 

 

 

 

 

立場を超えて、視点を広く！ 
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居心地のいい図書館や素敵な本屋さん！ 

各地の図書館が姿を変えています。市街地

再開発などに合わせて市民に便利な場所に設

置し、多くの人にとって居心地のいい場所とし

ての役割を果たすことを追求し、利用者を増や

しています。 

先日伺った本屋さんも、販売前の本を読みな

がらコーヒーを飲めるようなっていたり、テーマ

に沿って「書籍プラスアルファ」の関連用品を同

じコーナーで販売していたり、多様なニーズに

応えていて、ワクワクする空間がありました。 

図書館のあり方を改めて考えたいですね。 
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保育所はどこにあるのがいい？ 

働く女性たちと意見交換をする機会があり、

「神戸空港に保育所があったらいいな」という

意見が出ました。羽田空港には既にありま

す。空港に働く人だけではなく、一時保育など

幅広く保育のニーズに応えているようです。 

企業内保育所は働く女性にとっていいので

はないかと整備を進めた企業もありますが、

現実的には乳幼児を連れて満員電車で通勤

するよりは、自宅近くの保育所に預けて出勤

したいという希望が多く、企業内保育所の利

用者は伸び悩んでいるという話も伺いました。 

どんな施策を進めるかは、一方向からだけ

ではなく、様々な人の立場を考慮し視点を広く

もって検討しなくてはならないと痛感しました。 

認知症サポータ養成講座を受講！ 

神戸市では、認知症になっても安

心して暮らせる街を目指して、認知

症サポーター養成講座を実施してい

ます。ようやく時間をとることができ、

養成講座を受講してきました。 

基本的な知識を身に着けることが

できましたが、自分が実際に困って

いる様子の人に出会った時に、適切

に声をかけてお手伝いができるかど

うかは、まだ自信がありません。今後

も研鑽を積んでいきたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

決算市会で会派の代表質疑に立ちます！ 
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「スマートスマホ都市 KOBE」！ 

昨年 7 月の「ポケモン GO」の流行を契機に、

スマートフォンの利用については社会的に大き

くクローズアップされてきました。この度、全国

初となる中学生が発信するキャッチフレーズが

「スマートスマホ都市 KOBE」に決まりました。 

「神戸市スマホ 3か条 2017」 

①顔を見ないことは心を見ないこと 

②STOP! 危険への STEP! 

③時は金なり 

～スマホだけに時間を使っていいの？～ 

自ら実態把握をしたうえで課題を的確にとら

え、物おじせず市長とパネルディスカッションを

する中学生に大きな拍手を送りました！ 
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神戸市の平成 28 年度決算は黒字！ 

 社会保障関係費は増加しているものの、個

人市民税の増加や行財政改革の取組などに

より、6 年連続で財源対策によることなく、9 億

2300万円の実質収支の黒字を確保しました。 

 この決算の審議を行う市会が開会されてい

ます。9月6日の代表質疑では、「スマートスマ

ホ都市 KOBE」について、働き方改革につい

て、統一したデザインの案内サインについて、

小学校英語の教科化に向けた神戸市の体制

についてなどを取り上げます。 

神戸市民が安心して過ごせる、魅力あるま

ちを目指して市政に取り組みます！ 新開地演芸場「喜楽館」が起工！ 

新開地に来年 7 月に開業予定の

演芸場が「喜楽館」と命名されまし

た。かつて神戸一の繁華街にあった

「聚楽館」は大正時代には歌舞伎や

新劇の旗揚げ興業がされ、昭和に入

って常設の映画館になりました。私

の子供時代はスケートリンクでした。 

地元が土地を用意し、約 2 億円の

事業費は県と神戸市が 5 千万円ず

つ助成、残り 1 億円は国の補助金。 

新しい寄席小屋に期待します！ 







岩田よしあき（西区）
委員長
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