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園田駅
　尼崎市の藻川に架かる県道西宮豊中線の宮
園橋（瓦宮1丁目～東園田町4丁目）の歩道橋が
今年3月に、リニューアルされました。
　以前は１．５メートルしかなかった歩道幅が２．５
メートルに広がり、自転車の通行も可能になりま
した。これは公明党県・市議と地域自治会との
連携が改修の推進力になったもので、住民の間
には「長年の念願が実った」と、喜びが広がって
います。

　宮園橋は、自動車がやっとすれ違えるほどの
幅（５．５メートル）しかなく、そこに、歩行者用橋を
通れない自転車が走行し、自動車などと交錯し、
県の調査によれば、半日の通行量は自動車が３
３００台、自転車が４１５０台にも及び、住民らは「い
つ事故が起きてもおかしくない。特に混雑する朝
夕は危険」と心配を募らせていました。
　そこで、地域の６自治会と県西宮土木事務所
に呼び掛けて「意見交換会」を組織し、住民の声
を反映しながら、宮園橋の安全対策に取り組ん
で来ました。
　地域自治会をまとめてきた堀江一郎氏は、
「安全に通行できるようになり、今後は橋の両側
地域の関係を深めたい」と喜びを語っていただ
いております。また「皆さんの声を聞きながら、残
された課題に取り組む」と決意を新たにしており
ます。

　兵庫県は、県内外から同県を応援したいという人
から寄せられる、ふるさと納税「ふるさとひょうご寄付
金」を活用して、動物愛護センターに持ち込まれる子
犬や子猫を育成し、新たな飼い主を探す事業「子犬
子猫の飼い主捜し応援プロジェクト」を、今年4月から
始めました。
　ふるさと寄付金は、2014年度から使い道を明示し
て募集しており、今年度は新たに9事業を設定。同プロ
ジェクトは、私の推進により盛り込むことができました。

　同センターに持ち込まれた離乳前の子犬や子猫
は、感染症に弱く授乳や排せつなどの世話にも手が
掛かることから、同センターによる保育等が難しいた
め、ボランティアに協力いただき、子犬や子猫を自宅
で育ててもらい、保育等に必要なミルク代や運搬する
ためのケースなどの費用を寄付金でまかないます。
　一方、新たな飼い主捜しにも力を入れ、動物愛護セ
ンターから譲渡を受けた飼い主らでつくる会と連携し、
譲渡事業のPRなどを強化し〝飼い主の発掘〟を進め、
動物の正しい飼い方に関する情報も提供します。

　県生活衛生課は「このプロジェクトを通じて、殺処分
を減らしたい」と、寄付への協力を呼び掛けています。
　私は、県内の犬猫の殺処分0を実現するために、野
良猫問題やペット問題などの様々な課題に取りむ、
NPO法人やボランティアの皆さんの活動を視察させ
て頂きました。尼崎市中心に活動する「特定非営利活動
法人 C.O.N」では、“TNR運動”や“猫の譲渡会”などを
通して、人と動物が共生できる社会の実現に向け活動さ
れています。
　私はこのような動物愛護団体の活動の視察を通して、
県としても動物愛護に取り組む必要性を感じ、今回の
応援プロジェクトに繋げることができました。　

兵庫県議会議員（尼崎市選挙区）

谷井いさおが実現！

谷井いさおが実現！

歩道拡幅で自転車との交錯が解消

ふるさと納税が
動物愛護に生かされます

子犬、子猫の飼い主捜しの資金に

殺処分ゼロを目指す取組みを

東園田町4丁目瓦宮1丁目

開通式でのテープカット
「地域住民の念願が実った。」

子犬子猫の飼い主捜し応援プロジェクト
　離乳前の子犬と子猫を、自宅で育てるボランティアの方に協
力いただき保育します。又、譲渡に適するまで育った犬や猫は動
物愛護センターから譲渡し、センターから譲渡を受けた方と連
携して地域での正しい飼い方を広めていきます。

【お問い合わせ】
健康福祉部健康局生活衛生課
環境衛生班　TEL/078-362-3259

Email/　tanii-no1ama449@work.odn.ne.jp 

歩道橋を1.5ｍから2.5ｍに拡幅

県の担当者から説明を受けました

「猫の譲渡会」の開催
　市の収容猫やボランティアが保
護している猫たちの新しい飼い主
さんを見つけるため、7 月 24 日に
「猫の譲渡会」を開催。72 組 150
名を超える方に来て頂き、11 頭の
猫たちがトライアル（お試し期間）
に入っています。

「猫との正しい暮らし」を　
伝えたい
　これ以上、無責任に捨てられたり
する猫を生み出さないため、子供
たちや多くの皆さんに「猫の正し
い飼い方」を伝えていきます。

 「人と猫がともに生きる」　
持続可能なしくみづくりを
　私たちが暮らす地域社会の中
に、人と動物が共に生きるために
必要な『しくみ』はほとんど整備さ
れていません。地域猫活動ととも
に、猫の譲渡会を定期的に開催し
ていきます。

「猫の譲渡会」にはたくさんの
方が来場されました
「猫の譲渡会」にはたくさんの
方が来場されました

特定非営利活動法人C.O.N
尼崎を中心に活動する「地域猫」の団体



交通事故などで受けた強い衝撃により、
脳脊髄液が体内で漏れて頭痛や倦怠感

などの症状が複合的に現れる脳脊髄液
減少症の一種「脳脊髄液露出症」に対し、
液が漏れる穴をふさぐ先進医療「ブラッド
パッチ療法」が、4月より保険適用されて
います。この保険適用については、公明
党の国会議員及び地方議員がネットワー
クの力で団結し、長年にわたり推進してき

ました。
県議会公明党・県民会議議員団は昨
年12月7日に同症患者支援の会兵庫の
古市利明代表、同症患者・家族支援協会
の角田秀樹理事と共に、井戸県知事と高
井県教育長に要望書を提出しました。ま
た、同月24日には、塩崎厚生労働大臣に

多くの方にご協力いただいた署名簿と要
望書を提出しました。古市代表は、「署名
活動を続けてきたが、患者としての念願
がかなった。大きい山が動いた感じで、保
険適用を機にどこの医療機関でも診療で
きるようになってほしい」と歓迎しました。

県当局に要望書を提出（２０１５年１２月7日）

塩崎厚生労働大臣に要望書を提出（２０１５年１２月24日）

ブラッドパッチ療法４月から保険適用！
「脳脊髄液減少症」治療 ――

〝無理解の壁〟を乗り越え、患者や家族の長年の悲願がついに実現！

【お問合せ先】疾病対策課 078（362）3202

小児がんの「陽子線治療」保険適用へ！

新粒子線治療施設外観イメージパース

山本元厚生労働副大臣に要望書を提出（２０１５年９月１４日）

保育料軽減を第２子からに拡充！
所得制限も緩和されます

保育料軽減の拡充を求める要望書を井戸県知事に提出（２０１6年1月25日）

【お問合せ先】
こども政策課 こども企画班　078（362）3197

国と県の多子世帯の保育料軽減の拡充について
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対象となる児童の割合
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現　行
■所得制限なし

■保育所
同時入所する
第１子：全額　第２子：半額
第３子以降：無償
■幼稚園
小学校３年生以下
第１子：全額　第２子：半額
第３子以降：無償

■所得条件
年収約520万円未満世帯
※市町村民税所得割額119,000円未満

■対象児童
●第３子以降

■所得条件
年収約640万円未満世帯
※市町村民税所得割額169,000円未満

■対象児童
●第２子と第３子以降

拡　充

現　行 改　正

補助基準金額

（第３子以降）
３歳未満＝月額5,500円
３歳以上＝月額4,000円

（第2子）
３歳未満＝月額4,500円
３歳以上＝月額3,000円

※国による軽減措置を受けない方

※月額5,000円を超える保育料に対して
補助基準金額

※月額5,000円を超える保育料
に対して

（第３子以降）
３歳未満＝月額5,500円
３歳以上＝月額4,000円

■低所得層への支援拡充

■ひとり親世帯等への支援拡充
※保育所・幼稚園とも

●非課税世帯（  　　　　　　　）

●年収約３６０万円未満世帯

年収約３６０万円未満世帯
第２子：半額　第３子以降：無償

第1子：半額　第2子以降：無償

出生順にかかわらず無償
１号認定こども年収約270万円未満
2・3号認定こども年収約２６０万円未満

+

+

➡

※一部の市町によっては、保育料軽減措置が異なります。

※上記の条件の対象にあてはまらない世帯は従来
通り、左記の現行制度になります。

公明党が実現！

公明党が実現！

公明党が実現！

子育て先進県の兵庫へ
少子化対策として子育ての経済的な

負担軽減が求められており、県議会公明
党・県民会議として、県が実施している多
子世帯の保育料軽減の現行の第3子以
降への助成を、第2子以降に拡充すること
を目指し、予算要望や議会での質問等を
通じて訴えてきました。
署名活動が後押し
昨年11月中旬から約1ヵ月にわたり「兵

庫県の多子世帯の保育料軽減」を求める
署名を実施。党員、支持者のご協力のもと、
56万8873人にも及ぶ署名数を集める事
ができ、昨年12月24日、井戸県知事に署
名簿を提出。また、今年1月25日には、要
望書の提出も行いました。
これらの取り組みの結果、4月より第２

子の保育料軽減が実施されています。

4月より保険適用へ！
　医療費の一部に保険が適用される
「先進医療」に認定されているがん粒子
線治療のうち、小児がんへの陽子線治
療と、手術が難しい骨軟部のがんに対

する重粒子線治療が、4月より保険適用
となっています。県議会公明党・県民会
議議員団は、昨年9月14日に山本元厚
生労働副大臣にがん粒子線治療（特に
小児がんへの陽子線治療）への医療保

険適用の要望書を
提出し、積極的に今
回の保険適用への
取り組みを推進して
きました。

新粒子線治療施設が平成29年
度に完成予定！
　また、この保険適用の動きと併せて、
小児がんに重点を置いた新粒子線治療
施設が、平成29年度に完成する予定で
す。小児対象の陽子線治療を行う施設
としては西日本初。本年5月に神戸市須

磨区からポートアイランドに移転・開院し
た県立こども病院の南側に約103億円
かけて整備します。この新施設の整備に
より、通常の放射線治療に比べピンポイ
ントでがんだけに照射でき、合併症を軽
減できるようになります。


