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西区役所の移転西区役所の移転

坊 池  正（市民参画推進局） 2013 年 3 月 5 日

市民参画推進局長

　神戸市は、阪神・淡路大震災による危機的な財政や
2009 年から３年近く続いた民主党政権による事業計画の中止により
例：神戸市西区「高和志染線」「玉津大久保線」、国直轄事業「神戸西バイパス延伸事業」
「平野拡幅・神出バイパス延伸事業」等、さまざまな公共事業が中止・凍結されました。
　しかし、神戸市の財政危機からの回復と地域住民からの国への強い要望により、事業
計画凍結から再開までに１０年近い遅れを取りましたが、漸くさまざまな公共事業が
進められるようになりました。
　この度の市政報告では、久元市長の英断により、令和 4 年 2 月 14 日に移転オープン
する「西区役所」新庁舎（西神中央）と、神戸西バイパス一般部供用の遅れと西神南地区の
人口増加や高齢化の進展による災害・救急出動件数の増加に対応するため、令和３年
12 月 13 日に運用開始しました「西消防署西神南出張所」新設の紹介、そして、救急隊
の新型コロナウイルス感染対策、女性消防職員の活躍と待機設備の整備、最後に急激
な新型コロナウイルス感染拡大や急病等で救急隊の運用が逼迫しないように、救急
相談ダイヤル「＃7119」などのさまざまなコールセンターの案内も掲載しましたの
で、ご一読して頂けたら幸いです。
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西区役所 新庁舎（令和４年２月１４日）OPEN 実現！

令和 3年度主な諸役
福祉環境委員会 委員
市会運営委員会 副委員長
神戸市都市計画審議会 委員

　区役所の業務は、福祉関連、各種証明、届け出や市税、子育て
関係の窓口など非常に幅広く、その利便性は区民生活に直結す
るものであります。市民参画推進局は、区役所窓口のサービス
向上をトータル的にコーディネートする立場だと考えますが、
西神中央出張所でのサービス拡充を求める声がある中、その機
能強化についてどのように考えておられるかお伺いいたします。

　西神中央出張所は、西神ニュータウンの開発と進展により、
住民票、戸籍等の市民化業務を行うために平成３年に設置され
た西神中央サービスコーナーがスタートとなっております。
その後、業務拡充の要望を受けまして、事務所スペース、人員統
制の制約がある中で、国民健康保険、年金等の手続対応、平成
20 年度に児童手当、母子保健サービスなどの子育て支援業務
対応できるようになりました。しかし、総合的な組織体制がな
くて、障害者福祉関係や税の納付書の発行など手続ができない
部分が残っておる現状でございます。
　こういったことを通じまして、市民参画推進局といたしまし
ても、西神地域の行政サービスが総合的に向上できるように
取り組んで参りたい。

西神中央出張所でのサービス拡充を求める声がある中
その機能強化についてどのように考えておられるか ?

神 戸 市 会 議 員 坊 池 正

西神地域の行政サービスが総合的に向上できるよう
に取り組んで参りたい。

現在の「西区役所（玉津町）」での業務は令和４年２月１０日が最終
営業日となり、令和４年２月 18 日に支所を暫定開所する予定です。
区役所移転に伴い「西神中央出張所」も令和４年２月１０日が最終
営業日となります。

令和４年２月１４日、西区役所が西神中央に移転します。



西消防署 西神南出張所（令和3年12月13日）運用開始

西消防署 西神南出張所は、西神南地区の人口増加や高齢化の進展による災害・救急出動件数の増加に対応するため、新設されました。
出張所には、消防隊・救急隊をそれぞれ１隊ずつ配置され、救急車（西 93）、小型ポンプ車（西 1）、ポンプ付特殊災害対策車（西 21）
計３台を配置、西神南ニュータウン、西区東部への駆けつけが早くなり、消防・救急サービスの向上が期待されます。
また、坊池が長年要望して参りました台風・災害時に消防団、応援部隊などが待機場所として、使用できる多目的スペースも実現！

　CAFS（キャフス）とは、Compressed Air Foam System の
頭文字をとっており、圧縮空気泡消火装置という意味です。水と消火
薬剤（成分：石けん等と同じ成分なので環境にやさしい）を高圧の空気
で混ぜて泡を作る装置で、消防車の中に組み込まれています。
　吐水ホース内を泡溶液と圧縮空気が流れることから、水のみが流
れる時の重量と比べると非常に軽くなり、消火作業の負担を軽減で
きます。また水 100L から 700 ～ 1500L の消火泡を作り出し
消水量を削減させることに加え、水に比べると 5 倍の冷却効果を
持っている消火装置です。住宅火災のほかプラスチックやゴム製品、
水だけでは消しにくいタイヤが燃える火災にも大変有効です。

　ハズマットは、NBC 災害（放射性物質・生物剤・化学物質による
災害）やガス災害（都市ガス・LP ガス等）などの特殊な物質に係る
災害（特殊災害）に出動する「方面特殊災害隊」です。
　陽圧式化学防護服は外からの空気を完全に遮断することで隊員の
安全を守る防護服です。空気呼吸器も防護服の中に入っています。
防護服は化学薬剤が付着しても溶けづらい素材でできています。

CAFS 泡放射訓練 ハズマット

ポンプ付特殊災害対策車（西 21）には、水 900kg 、CAFS
（キャフス）、ハズマット（防護服）などが搭載されております。
狭い現場、狭あい道路には、小型ポンプ車（西 1）が対応。

ポンプ付特殊災害対策車

訓練動画

吐水ホースは水のみと比べる
と重量が軽く消火作業アップ
吐水ホースは水のみと比べる
と重量が軽く消火作業アップ
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消防署配置図

地域要望により西神
南出張所が新設され
消防・救急サービス
が向上します。

坊池の長年の願いであった、各消防署から市街地への直線
距離が３ km 以内となり安心・安全がより向上しました。
西神南出張所は、北区への救急にも活躍しております。

西区には工業団地があるため「方面特殊災害隊」が設置

訓練用 陽圧式化学防護服で
普段から訓練を行っている
訓練用 陽圧式化学防護服で
普段から訓練を行っている



坊池  正（決算市会 消防局） 令和２年10月９日

丹本消防局総務部長

　女性の働きやすい執務環境整
備は、女性専用の待機室、浴室、洗
面所、トイレ、更衣室などの女性用
ユーティリティーは重要である
と考えております。現在整備を進
めています兵庫消防署や西神南
地区出張所には女性用ユーティ
リティーの導入を決定しており
まして、今後建て替え等を行う
消防庁舎につきましても、女性用
ユーティリティーの導入を進め
て参りたいと思っています。

古い消防署庁舎には、女性が隔勤で泊まれる待機室等
がありません。女性用設備の整備が必要と考えるが。

女性消防職員の待機室、浴室などの女性用ユーティリティー
は重要であると考え、今後導入を進めて参りたい。

女性用ユーティリティー導入 実現 !

　女性消防職員の女性用ユーティリティーについてですが、灘
消防署、長田消防署庁舎が古く、女性が隔勤で泊まれる待機室
等がありません。建て替えはまだまだ先ですが、女性用設備の
整備と感染防止対策の面からの若干のリニューアルが必要と
考えますが、見解をお伺いいたします。

西神南地区出張所（女子用 UT）
今後、女性警察官同様、女性し
かできない業務が増えると考え
る坊池。女性の活躍を期待する。

とても落ち着ける空間設計にとても落ち着ける空間設計に

坊池  正（決算市会 消防局） 令和２年10月９日

丹本消防局総務部長

　女性消防職員の採用開始から 20 年以上が経過し、課長級の
幹部職員にも登用されるなど、女性職員の活躍がますます期待
されています。現在の女性職員数や配置状況、従事している職
についてお伺いします。

　消防組織の女性比率は 2.9％、警察 9.8％、自衛隊 6.9％と、
女性職員の割合が低いのが全国的な状況です。
　神戸市消防局の女性職員の割合は、現在 4.0％、64 名が勤務、
交代制勤務者 21 名、毎日勤務者 39 名、育児休業者４名、消防
司令長（課長級）１名、消防司令（係長級）４名という状況です。
　女性職員の活躍は市民サービスの向上や消防組織の活性化
につながると考えておりまして、男女を問わず柔軟な働き方が
できるフレックスタイム制や在宅勤務制度を導入し、ワーク・
ライフ・バランスを推進し、育児の短時間勤務や部分休業制度
などの導入も図り、長く働き続けることができる環境づくりの
推進に向けて、女性の活躍を推進して参ります。

女性消防職員の活躍がますます期待されてる中、現在の
女性職員数や配置状況、従事についてお伺いします。

消防組織の女性比率が全国的に低い中、女性が長く働き続ける
ことができる環境づくりと、女性の活躍を推進して参ります。

女性消防職員の活躍について

坊池  正（決算市会 消防局） 令和２年10月９日

　緊急事態宣言時に、救急隊員の家庭環境によっては、ウイルス
を持ち込まないよう、自宅に帰れなかったという事例を聞き
ました。職場から帰る際には、感染拡大を少しでも防ぐための
対策や隊員のメンタル面でのどのような配慮や取組を進めて
きたのか、お伺いをいたします。

感染防止の為、自宅に帰れなかった隊員事例を聞きま
したが、感染対策やメンタル面の配慮や取組は ?

丹本消防局総務部長

　救急隊は、不特定多数の傷病者対応から、全ての救急出動に
おいて、マスク、上下の感染予防着、ゴーグルの装着、そして
救急車内の消毒、換気等の感染防止策を徹底してございます。
　また、庁舎の中にウイルスを持ち込まないように、感染防止
着等の感染防護機材を脱着するとともに、消防局独自で定めた
ガイドラインに基づき、職員間の感染防止につきましても努め
ています。
　感染拡大期には、家に帰ったときの家族への感染も含めて、
不安に感じる職員もいることから、医師から新型コロナウイルス
感染症の感染経路の実態だとか対策の有効性等の講義を受け、
救急活動時の不安解消に努めてございます。
　あとメンタルヘルスにつきましても、日々の業務の中で職員
のメンタルの状況を把握し、産業医などの関係機関との緊密な
連携を図りながら、メンタルヘルスに取り組んで参ります。

医師から感染対策の有効性等の講義を受け、感染防止策を徹底
し、救急活動時の不安解消に努めている。メンタルにも努める。

救急隊員のコロナ感染対策・メンタルについて

令和２年決算特別委員　危機管理室・消防局等　令和２年 10 月 9 日令和２年決算特別委員　危機管理室・消防局等　令和２年 10 月 9 日

救急隊は、出動後 N95 マスク、上下の感染予防着を毎回交換、救急車は
30 分かけて消毒し、署内も職員間の防止に努めております。



651-2311 神戸市西区神出町東100
TEL 078-965-0400  FAX 078-965-0400

E-Mail  bouike@nifty.comまでまで坊池 正坊池 正神戸市会議員
お問合せご相談は

ぼういけ ただし

この「5 ケタ」ダイヤル！

# 7 1 1 9　
078-331-7119

「夜中に熱が下がらない」、「お腹が痛い」など
急な病気やケガで、今診てくれる病院が分からない時や
救急車を呼ぼうか迷った時に 24 時間年中無休で
いつでも相談を受け付ける救急相談ダイヤルです。

一人暮らしのお年寄りや障がいがある方が、
氏名、住所、既往症やかかりつけ病院、緊急
時に駆けつけてくれる協力者などの情報をあ
らかじめ登録しておくと、ケアライン 119
通報時に「近隣協力者の駆けつけ」と「消防
署からの出動」により、速やかな救護を受け
ることができます。（固定電話のみ対応）

看護師が救急医療相談に対応し、緊急性および受診の必要性を判断します。
緊急性が高い場合は、119 番へ電話転送し、迅速な救急出動に繋げます。
緊急性が低い場合は、受診可能な医療機関を案内します。

078-322-6250

● 新型コロナウイルスの感染を心配されている方

● 予防・感染症に対する相談のある方

● 発熱・せき等の症状あり
　　( 息のしづらさ、倦怠感、のどの痛み、味覚障害、筋肉痛、下痢など )

　 ＊かかりつけ医がいる場合はまずは医師にご相談ください。

● 感染者と接触があった方

● WHO の公表する流行地域に渡航歴等のある方

小児の初期救急医療体制

078-891-3499

（24 時間受付：多言語対応可）

こども急病電話相談
( 看護師による小児救急医療に関する助言 )

月～金
土
休 日

20:00 ～翌朝 7:00
15:00 ～翌朝 7:00
 9:00 ～翌朝 7:00

078-304-8899

子ども医療電話相談
( 看護師などによる小児救急医療に関する助言 )

月～土
休 日

18:00 ～翌朝 8:00
 8:00 ～翌朝 8:00

#8000

神戸こども初期急病センター
中央区脇浜海岸通 1-4-1（HAT 神戸内）

月～金
土
休 日

19:30 ～翌朝 6:30
14:30 ～翌朝 6:30
 8:30 ～翌朝 6:30

救急を受診する

西部休日急病診療所
西区学園西町 4-2

（神戸市医師会看護専門学校 1 階）
休 日 9:00 ～ 16:40

078-795-4915

病院 ? 救急車 ? に迷ったら 新型コロナウイルス健康相談窓口

078-891-3999

24時間
年中無休

● 保険証や診察券
● お財布
● 靴
● 普段飲んでいる薬
　（お薬手帳）

救急搬送時に必要なもの

乳幼児の場合はさらに

● 母子健康手帳
● 紙おむつ
● 哺乳瓶
● タオル

緊急通報システム

ケアライン119
ＮＥＴ１１９番

通報システム

神戸市 NET119 番通報システムは、聴くこ
とや話すことが難しく、電話（音声）による
119 番通報が困難な方が、スマートフォン
や携帯電話のインターネット機能を利用して
簡単に 119 番通報できるシステムです。
聴覚障害者等「FAX119」システムもあります。

安心カード
緊急時のアクションが早まる

●  名前や住所
●  緊急時の連絡先
●  持病
●  かかりつけの医療機関

急病やケガで救急車を呼んだ際に、救急隊や
搬送先医療機関に対して、ご自身の持病や
緊急連絡先などを伝える情報ツールです。

どなた様も記入して携帯してください。

申込書は、各消防署・区役所保健福祉部で配布

利用者は事前登録が必要です。
どなた様もご利用頂けます。

速やかな救護を受けれます！
利用者は事前登録が必要です。

神戸市消防局警防部司令課 078-325-8519 各消防署で配布 救急企画係 078-325-8524

GPS 機能で位置情報を
キャッチし素早く現場へ
GPS 機能で位置情報を
キャッチし素早く現場へ

ケアライン119
受信センター

近隣協力者

救急出動

（5ケタ）
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