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数多く実現された公明党の提案
　令和4年度予算市会（２月17日～３月29日）では、喫緊の課題である、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止とともに、市民のくらしを守る令和4年度予算を審議し決定しました。
　公明党議員団が訴えてきた生活困窮者や社会的孤立状態の方への支援策の拡大、ヤングケ
アラーへのヘルパー派遣が盛り込まれています。
　また、こども家庭センターの体制強化、認知症対策の拡充など、庶民のくらしを守る多くの
施策の実現をはかりました。
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5王子公園の再整備は地域の声を反映すべき
神戸市は昨年12月に王子公園再整備素
案を発表し、市民意見を募集しました。集まっ
た市民意見は5,632件寄せられ、改めて王
子公園が市民にとって愛着の深い空間であ
ることがわかりました。
そして2月には募集した意見を踏まえ、神
戸市は素案を見直し再度素案を提示する方
針を示しました。そこで公明党議員団は本会
議や予算特別委員会を通じて、再整備計画
について、以下の4点

❶大学誘致により追求する地元メリットを明らかにすること
❷廃止提案の施設について存続できる方法を探ること 
❸動物園リニューアルの内容を示すこと
❹以上の検討を行うため関係者によるワークショップを設けること

素案の見直しにあたって、議
員団として様々な角度から提案
するため3月24日に王子公園
を視察し、現状を調査しました。

現地を調査

神戸市立王子動物園

などに留意し進めることを要望しました。



■NPO等への支援

市内の商店街・小売市場で
利用できるプレミアム付お買
物券（第３弾）を夏頃に発行
し、消費喚起に取り組みます。

TEL.078-322-6037

令和4年度
神戸市予算
獲得！！
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1         検査、後遺症対策を強化コロナ

4子育て支援を一段と強化

2健康・安全を守る

3家計を守る
検査体制を充実

後遺症対策に取り組みます！

保健師を300名へ増員。

　新型コロナウイルス感染症の治療・療養後の
倦怠感や、息苦しさ等の後遺症に関する悩みを
相談できる「後遺症相談ダイヤル」を開設しまし
た。受付時間は月～金・日曜日（土・祝日除く）の
10時～17時で看護師が相談に対応します。

保健所の体制を強化

新しい生活様式の中
で感染対策を継続しな
がら、人との交流やフレ
イル予防に取り組めるよ
う、神戸市ホームページ等において、高齢者向け
コンテンツの充実をはかります。

フレイル予防の推進

「ＫＯＢＥシニア元気ポイント」制度とは…

こども家庭センター（児童相談所）の子どもた
ちを取り巻く施設環境を抜本的に改善し、増加
する相談件数に対応するため、令和４年９月の
移転を目指しています。
◆移転場所：兵庫区上庄通１丁目１番
  （地下鉄海岸線 和田岬駅より徒歩約５分）

｢こべっこランド｣を移転･開設

学校での感染症対策に必
要な保健衛生用品等の品目
に公明党が求めていた加湿
器が加わり、学校運営費で
購入することが可能になり
ました。

地域課題解決を進め
る多くのＮＰＯ等を対
象とした補助制度を創
設し、活動や運営基盤
化に対する幅広い支援
を実施します。

学校に加湿器が設置できます

一時保護の手続等の過程にお
ける子どもの意見聴取の際に、子どもが自
らの意見を形成し、表明するための支援として、
第三者（弁護士）が子どもの意見を代弁する仕組
みを取り入れ、子どもの権利擁護をはかります。

市内在住の高校生を対象に高額な通学定期券
の購入費を助成します。
高校生一人につき年間14万４千円（月当たり１
万２千円）を超えた金額の半分を、上限なしで助
成します。令和４年度は２学期の定期代からの補
助になるため8万４千円を超えた額の半額補助に
なります。

政令市初  高校生の高額定期代を補助

多様な学びの場（特別支援学校・特別支援学
級・通級による指導）の一元的な窓口である
「（仮称）特別支援教育相談センター」を総合教
育センター内に設置し、保護者にとってわかりや
すい情報提供を行い、就学相談・教育相談体制
の再構築をはかります。

就学相談・教育相談体制の充実を

プール検査の活用
+618検体

1月
最大 24検体/日
（環境保健研究所のみ）

8月
最大 462検体/日

12月
最大 682検体/日

令和３年４月
246名

令和4年４月
280名 300名1,300検体/日

年間84,000円の

5万円を補助! 6,000円のお買い物！！

超過分

令和3年
4月～

最大

検査機関 最大検査数
環境保健研究所

補助期間

令和4年度

【2・3学期分、月当たり12,000円】

３年を上限
複数年の補助金交付が可能

補　助
上限額

50万円（50～80団体を想定）
自立を促すため段階的に減額

142検体 /日
シスメックス検査センター 300検体 /日
市内医療機関 200検体 /日
医師会検査センター 40検体 /日

合　計 682検体 /日

ＫＯＢＥシニア元気ポイント制度の拡充
ポイント付与対象となる受け入れ施設につい
て障がい者の施設、保育園等の児童施設にも拡
大します。
■ホームページURL：https://kobepoint.jp/

６５歳以上の高齢者が介護保険事業所で掃除・洗濯物の整
理などの活動を行った場合にポイントを付与し、交通費な
どへの換金を行います。

ひとり親家庭の資格取得支援
ひとり親家庭の自立を支援する
ため、就職に関連する資格取得講
座を開催し、資格取得できた方に
は就職準備金として、５万円を補
助します。

お買物券発行します

1冊1,000円分お得！

第3弾

地域コミュニティ施策を拡充

認知症の方とその家族への支援

「フレイル」とは… 健康と要介護の中間過程にある
状態のことをいいます。

認知症診断や事故救済制度の運営を行う「認
知症神戸モデル」において、看護師・理学療法士
等の専門家を地域
に派遣します。また、
認知症など意思判
断能力が低下した
方の金銭管理を支
援する体制を充実
します。

子宮頸がんワクチンの｢積極的
勧奨｣が9年ぶりに再開されまし
た。対象者に対して、個別の通知
を行います。また、勧奨差し控えにより接種機会
を逃した女性に対する無料接種を実施します。

一時保護された
こどもの意見を尊重

家族の介護や世話を日常
的に担う「ヤングケアラー」
らを支援するため、家事を代
行するヘルパーを無料で派
遣する制度を創設します。

ヤングケアラー
無料ヘルパー派遣

半額補助!

就職準備金 5,000円で

昨年度の商品券＆
キャンペーンロゴ

こども食堂の調理を
必須とする補助要件が緩和され、弁当配布など
の食事の提供も補助対象になります。今後、こ
どもの居場所づくりの全市展開を推進してい
きます。

こども食堂の
補助要件の緩和

子宮頸がんワクチン
9年ぶり再開


