
自 由 民 主 党
神 戸 市 会 議 員 団 市政NEWSVol.8／発行2021年3月

私たちは感染拡大の防止対策と市民生活の安全・経済の再生に全力で取り組んでいます！
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【コロナ禍に於ける経済対策】【新型コロナ感染症の医療提供体制について】
【福祉サービスの

利便性向上について】

代表質疑の主な内容

令和３年度神戸市予算の規模と主な概要

新型コロナウイルス感染症対策

伸率（％）
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令和３年度 令和２年度 増 △ 減 新型コロナウイルス感染症
対応予算（２月補正含む）

▶感染防止対策・医療提供体制の安定的確保
▶市民への支援・新しい生活様式への対応
▶市内事業者への支援

161 億円
25 億円
35 億円

1
輝くこどもたちの未来を創る

3
街と地域を創る

陸・海・空の拠点を創る

市政改革を進める5 6
7

神戸経済を伸ばす

4

健康・安全を守る

2●新型コロナウイルスワクチンの接種
●ＰＣＲ検査体制、保健所の体制、相談体制を強化
●こうべ病院安心サポートプランなど医療機関支援
●コロナ患者診療の遠隔ＩＣＵシステムの導入 全国初
●キャッシュレスポイント還元事業
●家賃サポート緊急一時金 神戸市独自

●こども・若者ケアラーへの支援
●がん患者へのアピアランスケア支援
●介護・障害福祉サービス事業所の働きやすい職場
●外国人介護人材の受け入れ促進
●私道の街灯助成を拡充・防犯カメラの直営設置
●避難所の空調整備、間仕切りテントなど感染症対策

●特定不妊治療費助成の拡充
●多胎児家庭・多子世帯への支援
●病児保育事業の充実・産後ケア事業訪問型の実施
●全員喫食に向けた温かい中学校給食の推進
●経済的な事業を抱える学生等への学習支援
●こども食堂の拡充によるこどもの居場所づくり

●バスターミナルの整備等、都心・三宮の再整備
●ウォーターフロントの魅力向上、賑わいづくり
●駅周辺のリノベーション (神戸、名谷、西神中央等）
●神戸電鉄沿線、地下鉄海岸線沿線の活性化
●里山・農村地域等の活性化と地方回帰への対応
●五色塚古墳の整備等、芸術文化・スポーツの振興

●アジア広域集貨促進等、国際コンテナ戦略港湾の推進
●大阪湾岸道路西伸部の事業促進
●ポートアイランド・神戸空港へのアクセス向上

●行政手続きのスマート化等、市民サービスの向上
●組織改正により、コロナ対策強化・こどもの未来を応援 等

●西神戸ゴルフ場の転活用による産業用地の供給
●ローカルフードの魅力発信等「食都神戸」の推進
●イノベーション創出拠点の開設・運営
●女性の「働く」をサポート、キャリアアップ等支援
●神戸医療産業都市、神戸デジタルヘルスの推進        

私たち自由民主党神戸市会議員団は、令和3年3月17日に令和3年度神戸市各会計予算案並びに関連議案を
承認する意見表明を行いました。令和3年度予算案の概要と、令和3年2月25日に市会本会議にて行いました代
表質疑の内容をお知らせします。裏面は、今年度の所属議員の議会での活動をお伝えしております。

多くの皆様の善意をかたちに！
ご支援くださった皆様に感謝致します！

神戸市電話相談窓口（24時間受付・多言語対応可）
新型コロナウィルス専用健康相談窓口　078-322-6250

新型コロナ ワクチン接種コールセンター　078-277-3320
受付時間：平日（月～金）８：３０～２０：00　休日（土日祝）８：３０～１７：3０

私たち自由民主党神戸市会議員団は、各種団体・企業・個人の皆様から、新型コロナウイルス感染症対応
の前線でご尽力いただいている医療・介護関係者等の皆様を支援したいとの相談を多数いただきました。
議員団として神戸市当局をはじめ各医療機関、老人福祉施設等と調整をおこない、多くの善意をかたち
にすることができました。

善意の支援品等は神戸市、こうべ医療支援ファンド、神戸
市立医療センター中央市民病院を始め各医療機関、老人福
祉施設、保育施設、児童養護施設等に届けられました。

自由民主党神戸市会議員団は新型コロナ感染症への対応
についてそれぞれの議員が市民の皆様からいただいた要望を
精査し、４度にわたり久元市長へ要望いたしました。
その多くの事項について予算化することができました。
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守屋隆司 議員：ワクチンの優先接種につ
いて、介護施設職員も医療従事者と同様
に、優先接種の対象とすべきでないか。
久元喜造 市長：高齢者施設の従事者に
ついても高齢者と同じく優先的接種受けて
頂く予定。
守屋隆司 議員：転院先の病床確保につ
いてはどうか。
久元喜造 市長：市では民間病院協会等
に対し、転院受入れの協力を依頼、受け入
れ体制を整えたところです。
守屋隆司 議員：コロナに起因する偏見・
差別の防止について。
久元喜造 市長：偏見・差別等の防止の
対策については、感染に関する誤解・偏見
に基づく差別・誹謗中傷がないよう正確な
情報を提供していく。
守屋隆司 議員：経営が厳しい中小事業
者への経済支援策についてはどうか。
久元喜造 市長：事業者目線で、中小事業
者の一層の資金繰り支援に取り組みます。
守屋隆司 議員：都心三宮のバスターミナ
ル整備、三宮周辺に分散している中・長距
離バス乗降場の集約を実現できるのか。
久元喜造 市長：可能な限り降車場所を
１期の乗車場所周辺に集約する。

植中雅子 議員：コロナ禍における相談支
援の役割は大きい。他の政令都市に大きく
遅れている相談支援体制を早期に強化し、
障害者が安心して暮らせるまちを目指すべ
きではないか。
久元喜造 市長：神戸市内の相談支援は
令和6年度までに100人増員したいが資格
を得るための法定研修がコロナ禍のため延
期され、資格者は例年の25％程度しかな
い。今後、令和3年度の国の報酬改定を活
用し相談体制の強化を図っていきたい。

植中雅子 議員：障害福祉分野において
もICTを活用し、各種手続きや公共交通・
公共施設での利便性向上や、社会参加の
促進に取り組むべきではないか。
久元喜造 市長：障害者手帳の代替手段
として、現在、マイナポータルとの連携スマ
ホアプリ『ミライロID』の導入検討を進め、
将来的に様々な障害福祉サービスの手続
きが行われることにより障害者の心理的負
担の軽減や社会参加の促進につながると
考えている。神戸市交通局（市バス・地下
鉄）では本年4月から導入予定であり、市有
施設でも早期導入予定である。

安達和彦 議員：市独自で「家賃サポート
緊急一時金」を創設され、評価しているが、
この「家賃サポート緊急一時金」をもってし
ても、お店や会社の建物が自己所有の場
合支援対象から外れる。もう一歩踏み込ん
で神戸市ではより幅広い業種、事業者へ
の支援を行っていることを示す為にも、さら
なる支援策を講じて戴きたい。

久元喜造 市長：緊急事態宣言の発令を
受け、県・市協調による感染拡大防止協力
金、国の中小事業者に対する一時支援金
に加えて、市独自の家賃サポート緊急一時
金の補正予算案を提出させて戴いた。
これに加えてさらなるご支援をということに
つきまして、売上げや利益の増減に拘わら
ず負担が生じる事業所税を減免出来ない
か考えています。
具体的には、今年1月から3月において、売
上げが30％以上減少している中小事業者
の内、資本金が1億円以下の事業者を対
象に特例的な措置として1か月相当分の事
業所税を減免したい。

新型コロナに関するお問い合わせは ワクチン接種に関するお問い合わせは

予算の規模

支援品 目録（一例）　
支援金　50,304,500円
マスク　935,000枚 防護服　4,500枚
医療用手袋および感染予防手袋　15,000双
ゴーグル　500個  フェイスシールド　2,360個
クリアパーテイション　150枚

消毒液　1,920ℓ　　　　エアロゾルボックス　100個
軽症者用搬送車　5台（無償提供）
ビッグマックセットクーポン　20,000枚
神戸産いちご　100キロ
携帯ストラップ　1,100個 

221 億円

安 達 和 彦 守 屋 隆 司 植 中 雅 子

会派を代表して、安達・守屋・
植中議員より、質疑を行ました。



東灘区 安井としひこ 自由民主党神戸市会議員団  相談役 自由民主党神戸市会議員団  団長

港湾局コロナ変異株の防疫体制と津波対策
Q：神戸市長のコロナ変異株の拡大報告は評価が高
い。エイズの例もあり港町として海と空の防疫対策は。
　また、南海トラフに対して津波高潮対策はできているのか。

A：検疫所、出入国在留管理局、税関と危機管理室と共
に水際対策をする。
　津波高潮対策は、24時間監視し、全市の防潮鉄扉は
30分以内に閉まるシステムを令和6年度に完成させ、
停電対策も確立し、閉鎖体制を構築する予定です。

須磨区  安達 和彦
令和3年3月3日 
予算特別委員会にて

関西広域連合議会  議員兵庫区  守屋 隆司

こども・若者ケアラー相談支援窓口について
Q：市長が必要性を痛感され、全国に先駆けて「こども・
若者ケアラー相談支援窓口」を設置することは、時期を
得た決断であると評価するが、行政としてどう関わって
いこうとしているのか。

A：こども若者ケアラー本人だけでなく、その周辺にいる
人たちも相談できる窓口をつくり、個別のケースに応じ
て見守りや既存の支援制度を組み合わせて、ケアに係
る負担の軽減を図っていきたい。 令和3年2月25日 

本会議にて 代表質疑

コロナ禍を乗り越えて明るい未来を実現へ！
人口減少社会に備える為、行政組織の最適化及び各種
手続きの電子申請が必要になります。区役所等に出向い
ての紙ベースでの申請を極力パソコンやスマホで済ませ
ることが可能となるよう予算特別委員会においてスマート
都市実現について質疑いたしました。もちろんパソコンを
利用しないない方へは今まで通りの窓口対応の確保を求
めました。

令和3年2月25日 
本会議にて 代表質疑

須磨区  むらの誠一 都市交通委員会 委員 教育こども委員会 委員 

名谷パティオホールの料金値下げを実現
Q：昨年の本会議において須磨区の人口は北須磨支所管
内の方が多く、今後、名谷地域の文化機能としてパティオ
ホールを文化センターと位置付けるのであれば、利用料金
についても同様にすべき！と質問した。久元市長からは「利
用料金の見直しを考えたい」との答弁だったが、現在の検
討状況は？

A：4月から須磨区文化センター大ホールと同等の利用料金
に値下げします！

西区  坊池　正
令和3年3月4日 
予算特別委員会にて

神戸市会  第114代 副議長長田区  平井 真千子

スマート農業を機に神戸農業を更なる高みつなげる
スマート農業の展開、実証を踏まえ、後継者問題の解決
への方策と神戸農業を日本一の展開へと高めるように導
き、農村、里山暮らしの充実に努める。神戸の観光農業を
観光施策の一助として貢献できることを強力に進める。

令和3年3月8日 
予算特別委員会にて

第114代神戸市会副議長として議長を補佐
昨年の本会議での副議長就任にあたっては「コロナ禍中
で議会への期待は高まっている。積極的に施策を提案し、
市民の信託に応えることが求められており一層の努力が
必要」と述べさせていただきました。建設防災委員として
は、安全な道路環境づくりや動物園リニューアルのマス
タープラン作りなどを質疑。また、今年度要望してきたひと
り親支援や多胎児への支援の新設などが令和3年予算
で実現しています。 令和2年6月11日

第144代副議長就任 本会議にて

中央区  かわなみ忠一 自由民主党神戸市会議員団
政調会長 総務財政委員会  委員長

神戸に国際金融センターの誘致を!
【かわなみ】：香港情勢を踏まえ国際金融都市を関西に
という声が大きくなりつつある。神戸市としても積極的
に取り組むべきだ。医療産業都市、デジタル庁とも協
働の可能性がある。

【今西副市長】：国際金融センターは、雇用・産業の創出、
情報の集積など非常に大きな効果がある。まだ全体像
は出てきてないが、経済界とも連携しながら国に対する
働きかけは積極的に行っていきたい。

垂水区  しらくに高太郎
令和2年12月7日
本会議にて一般質問

経済港湾委員会  副委員長西区  山下てんせい

道路のより良い環境整備に全力で取り組みます
Q：新垂水体育館への動線について、福田川交差点上の
通学路でもある歩道橋を撤去するとかしないとかという意
見があるが、再度この動線の整備方法に関し、南側まで
伸ばすなどバリアフリー化を検討すべきと考えるが。

【建設局長】：歩道橋は撤去しない方向でまずは考え、例
えば、歩道橋の架け替えやエレベーターが設置できない
かなど、様々なことでバリアフリー化できないか検討して
いきたい。 令和3年3月8日

予算特別委員会にて 

学級崩壊という問題に真摯に向き合うために
Q：西区小学校で発生した学級崩壊問題は解決を見ない
まま1年半にも及んだ。より迅速な対応があればと考える
がいかがか。

【長田教育長】：教育委員会と学校の連携と支援は表裏
の関係と考えます。その為には学校の管理職がマネジ
メント力を十分に発揮しなければと思います。事態が深
刻化する前に、初動段階で事務局へ相談をするよう、
事務局も一層努めていきます。 令和3年3月5日 

予算特別委員会にて

北区  植中 雅子 福祉環境委員会  委員長 総務財政委員会  委員

若年層への防災教育について
Q：小学校区単位で組織している防災福祉コミュニティ
は、世話役も訓練参加者も高齢化している。組織を息
の長いものにする為に、若年層への防災の取り組みを
推進するべきと考えるが。

【長岡消防局長】：子ども達への防災教育と地域の防災
活動を連携させ、あらゆる世代が参加する地域一体と
なった防災活動を進める。現在21の防災ジュニアチーム
が活動中。

垂水区  岡田 ゆうじ
令和3年3月9日 
予算特別委員会にて

都市交通委員会  副委員長灘区  吉田 健吾

高丸ＩＣ前交差点の渋滞解消工事の２期へ
Q：高丸ＩＣ前交差点について、東側への車線拡幅工事が
済み、渋滞が大幅に解消された。市民は大変喜んでいる。
だが渋滞は完全には解消していない。西側拡幅、即ち２期
工事に着手して欲しい。

【建設局】：岡田委員からも要請あった１期工事が完成し、
渋滞はかなり改善された。２期工事については各地権者へ
交渉を行っているが、折り合いがついていない。引き続き
用地交渉を進めたい。 令和2年9月30日

決算特別委員会にて

王子公園再整備、面としての賑わいづくり
Q：王子公園の再整備の流れ、水道筋商店街などを含め
た面としての取り組みはどうするのか。再入場制度を導
入して、近隣全体での賑わいづくりを率先して進めてい
くべきではないか。

【建設局長】：再整備は近隣からの意見も聞きつつ進める。
Ｒ３年度に有識者会議を実施し、基本構想を策定、Ｒ４年
度に大学公募と一部事業着手をする。Ｇ．Ｗ．明けから再入
場制度を導入する。 令和3年3月8日

予算特別委員会にて

兵庫区  平野 達司 教育こども委員会  委員 建設防災委員会  委員

子育て・教育の充実へ
子育て・教育の充実のために、子育てサークル支援含め
子育て施策の充実、産後ケア事業の拡充、少子化対策
にかかる今後の施策、軽度発達障害への対応強化、コロ
ナ禍における学校の見える化（スマートシティ活用）、部活
動における拠点校部活動の充実、中学校給食の全員喫
食に向けて、予算質疑含め取り組んでいます。

中央区  おかむら正之
令和3年3月5日 
予算特別委員会にて

北区  坊 やすなが 自由民主党神戸市会議員団  幹事長

神鉄沿線の各駅のリノベーションが始動へ
Q：我が会派の提案と久元市長の英断で北神急行市営化
（運賃値下げ）が実現した。次に企業誘致や人口誘引につ
なげるため以前から要望している谷上駅周辺未利用地の
有効活用、岡場駅はじめ沿線の駅や駅前での一般車の乗
降スペースを整備する等、駅整備を進めるべきだがどうか。

【久元市長】神鉄沿線の駅、駅前については利用しやすい
駅前の公共空間の早期実現に向けて取り組んでいきたい
と考えます。 令和2年12月7日

本会議にて一般質問

西区  山口 由美 市会運営委員会  委員長

災害時の避難行動要支援者対策について
【山口】：高齢者・障がい者・外国人など、災害時の避難
行動に支援が必要な方々への対策を地域防災計画に
位置付け、具体的な対策も充実すべきでは。

【福祉局長】：来年度は新たに、災害避難情報などを書き
込み、携帯できるカードを作成し、障がい者に配布する
など、防災意識の向上にも努めたい。

令和3年3月4日・9日
予算特別委員会にて　

北区  五島だいすけ 建設防災委員会  委員長

学校施設を地域に対してより開放せよ
Q：学校施設には、教室、グラウンドや体育館などが、地域
にとっても利用価値の高い施設がたくさんあるが、十分に
地域に有効活用されているとは言えない。地域でのオープ
ン利用をもっと進めるべきだと思うがどうか。

【長谷川教育委員会事務局長】：開放時間の枠を今以上に
広げるなど、今以上に幅広い皆さんに御利用いただける余
地があるかと考えてございます。さらなる工夫を前向きに考
えて参ります。 令和2年10月7日

決算特別委員会にて

東灘区  うえはた のりひろ自由民主党神戸市会議員団
副幹事長

生活保護の不正受給撲滅とパチンコの排除！
生活保護の不正受給件数を質すと年間773件、うち
刑事告発は6件のみと答弁。本来困窮した国民だけが
受給すべきで、不正受給を絶対に許さない態度を取
るべきと要請。次にギャンブル依存症の質疑ではパ
チンコが主たる相談内容と発覚。一番の依存症対策
はパチンコを潰すこと。三店方式による換金性ある
パチンコの実態は賭博と再認識し、違法化と撲滅を
警察庁等国へ働きかけを要請。 令和2年第2回定例市会

福祉環境委員会にて

福祉環境委員会  委員東灘区  大野 陽平

神戸港の処理能力向上について
Q：神戸港で発生している渋滞問題について渋滞発生
の原因を質疑しました。また、引き続き神戸港の競争力
を維持するためにもETC設置後も減免制度の維持が
必要と訴えました。

【港湾局】：要因は主に処理能力、滞留、ピーク時間の集
中、また搬入処理票が紙ベースでゲート処理時間も関
係しています。ハーバーハイウェイの減免は維持していく
方向です。 令和3年3月3日 

予算特別委員会にて

六甲アイランドAOIA跡地の有効活用を！
未利用地として神戸市に残された貴重なAOIA跡地。
様々な民間事業者から活用方法が提案されていますが、
決定まではまだしばらく時間がかかってしまいます。そこ
で、空地にしておくのではなく、島内にはホテルが2つある
ことなどを踏まえ、宿泊型イベントなど暫定利用を提案さ
せて頂きました。令和3年度にはまずは周辺の歩道が整備
され、有効活用に向けて動き出します！

令和2年10月6日
決算特別委員会にて

自由民主党神戸市会議員団

令和２～３年の議会活動を中心に
ご報告致します。


