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実現力1番！元気いっぱいな尼崎を！

名神湾岸連絡線
太田国交相 計画段階評価に8月着手
県議会公明党・県民会議が申し入れ

7月1日、太田国交相に申し入れる
県議会公明党・県民会議

名神高速道路と阪神高速湾岸線

手する方針を固めた。有識者による

昭宏国交相は「渋滞緩和や物流の

て、7月1日、国土交通省が8月にも

要性やルートの妥当性を検討する

識している」
と答え、計画段階の事

をつなぐ
「名神湾岸連絡線」につい
事業化に向けた計画段階評価に着
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高速神戸線が交わる西宮インター

した。

これは、私を含む県

チェンジ（ＩＣ）から南の阪神高速

議の代 表 が 、国 交 省

神港や関西３空港へのアクセスを

高め、阪神高速神戸線や国道４３

へ訪問し、同連絡線の

号の混雑解消、環境改善なども期

早期着工を求めた事

鳴尾浜

第３１８回定例県議会で、
６月７日に代表質問に登壇し、公共事業の効果的
な実施をはじめ幅広い観点から県の考えをただしました。
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災害に強い兵庫づくりなど
喫緊の課題への姿勢をただす

同連絡線は名神高速道路と阪神

整 備へ大きく動き出

尼崎

第３１８回定例県会
（6/4〜6/12）
で代表質問に登壇

業評価を始める方針を示した。

もので、県などが要望してきた早期

待される。

に対しての表明。太田
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効率化のためにも重要な道路と認

第三者委員会を設置し、事業の必
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１６ヵ月予算としての公共事業の
効果的な実施について
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県民債募り太陽光パネル

淡路島民など

民債を活用した
「住民参加型」太陽
まった。
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私がかねてから提唱してきた、県

光 発 電 の 仕 組 みが 、淡 路 島で 始

住民参加型太陽光発電のイメージ
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県は、
７月３１日、淡路島で太陽

関西電力

売電
収入

県民債を販売して４億円集め、

県民債（あわじ環境未来島債）
の販

る。同 協 会 は 淡 路 島 公 園 内 の 約

陽光発電の整備は全国初の取り組

発電した電力を関西電力に売る仕

みだ。県が島内でのエネルギー自
給自足を目指して進める
「あわじ環
境未来島構想」
の一環。

平素より県議会活動にご理解を賜り心より感謝
申し上げます。
私の県議会活動を伝える
『谷井いさお県政レポー
ト 2013 年夏季号』をぜひ、ご一読下さい。
これからも一人ひとりが夢と希望のもてる街づく
りを目指し、走り続けて参ります。

発電

電力
売却

光発電を建設する資金調達のため、 「淡路島くにうみ協会」に貸し付け
売を始めた。県民債を活用した太

太陽光発電施設の整備予定地を視察

淡路島くにうみ協会
太陽光発電
施設の設置

全国初 !!

待機児童解消に向けた取り組みについて
【谷井】県においても待機児童の解

消は最重要課題の一つ。本県では
認定子ども園を全国に先駆けてお

1.5㌶に太陽光発電施設を整備し、

り、認定数は全国１位。引き続き積

組み。

に
「保育ママ」
など多様な保育形態

今後は兵庫県下の他の地域での

極的な取り組みを期待したい。他

事業展開も目指している。
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公明の要望が実る

施の為の助成も行い、保育の量の

を充実させることや
「保育コンシェ
ルジュ」の配置など多角的な施策

に早急に取り組むべき。

【井戸知事】安心こども基金等を活
用して、賃貸、分園を含む保育所の

どで、待機児童解消を加速させる。
(⇒2面）

希望している女性と、
同居する家族。

2,500円、
市町2,500円）
。
対象は、
風

県議団が５月２２日に、
井戸知事に対して

受けたことのない、妊娠を予定または

ジュの配置や小規模保育の支援な

妊娠希望女性や家族に

期間は、
来年３月３１日の接種分まで。

しんにかかったことがなく、
予防接種を

の質向上や、人材確保に取り組む。
国の
「待機児童解消加速化プラン」

クチン接種費への助成を、
市町との共
同で始めた。助成額は５，
０００円
（県

拡大に努めてきた。今年度は、保育

の 実 現 に向 け、保 育コンシェル

風しんの予防接種に助成

兵庫県は６月１日から風しん予防ワ

整備にあたってきた。保育ママ実

風しんワクチンへの助成については、

制度創設や未接種者への周知を要望。

同知事は早期の対応を約束していた。

５月２２日、県議会公明党・県民会議は、風しん予防
ワクチン接種促進に関する申し入れ書を井戸知事
に提出しました

第３１８回定例県会で代表質問に登壇

地域の声を

実現！！

（1面よりつづき）

「ひょうごインフラ・メンテナンス１０箇年計画」
の実行性確保について
た橋梁、排水機場、下水道施設な

どの点検・補修等のため「ひょうご
インフラ・メンテナンス１０箇年計

画」が策定される。今後、整備だけ

でなく維持管理に関する専門的な
知見や判断能力を有する県の技術

職員の育成にどう取り組むのか。

「総合管理システム」
の精度維持な

確保には、総合的な監理能力が技

宝塚市の諭鶴羽橋

け、県道大阪伊丹線の若王寺交差
点から阪急神戸線の踏切までの区

持管理技術の向上を図るとともに、

間に、
自転車道を設置することがで

点検等の基礎知識や橋梁、下水道

きました。

等の損傷事例と最新の技術を学ぶ

この区間は近隣に高校が新設さ

研修を実施し、実践に即した専門
知識や判断能力を備えた職員の育

尼崎市の県東流域下水汚泥広域処理場

成に取り組む。

県議会公明党・県民会議は県内の農業集落排水
施設や下水道施設、橋梁など県内のインフラ
（社
会資本）
を訪れ、各施設の老朽化の現状や補修
などを行う際の課題について説明を受けました

見を伺う。

障がい者の
「地域社会との共生」
の推進について

規受注の拡大②インターネットの

障がい者の
「地域社会との共生」
に

大③県・市町の優先発注の促進等

展させた「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するため

の法律」、いわゆる
「障害者総合支

援法」が本年４月に施行された。障

がい者への介護サービス提供のあ

り方など、真に障がい者の福祉向

上につながるものとなるよう、国の
動向を注意深く見守っていく必要

絡協議会から安全対策の要望を受

術職員に求められる。
そのため、維

ど同計画の実行性確保に向けた所

【谷井】
「 障害者自立支援法」を発

①県道大阪伊丹線（若王寺〜御園3・口田中2付近）に
自転車道

向けて県としてどのように取り組

もうとしているのか。

地元自治会の若王寺社会福祉連

県道西宮豊中線の宮園橋東詰か

ら宮園橋交差点（東園田町4丁目

付近）
までは、歩道がなく自動車、
自
転車及び歩行者が混みあい、事故

を行う。
さらに、障害者の地域生活

が心配されていました。

の支援のため①市町基幹相談支

地元自治会から安全対策の要望

援センターの設置促進②軽・中度
難聴児への補聴器購入補助③手

充については整備費・家賃補助を

話通訳講師の養成④中・西播磨地

行っており、26年度までに2850人

域で在宅支援機能を備えた重症

分のグループホームの設置を目指

心身障害児・者施設の設置検討―

す。また、県障害者雇用・就労対策

等の取り組みを推進する。

を受け、事故防止と歩行者の安全

た。危険な行為を繰り返す者に対

する安全講習の義務づけなど、自
転車の正しい利用への意識づけ効
果が期待される。
しかし、全交通事
故に占める自転車事故の割合が依

然として高く、歩行者との事故や自
転車同士の事故等が増加傾向に

ある。今後、自転車の交通安全対

報啓発活動を強化し県民への周
知徹底を図っていく。

制 の 整 備 など
施 行 準 備に万
全を期していく。
また、自治 体・
学校・交通ボラ
ン ティア 等 の

自転車の通行を分離したことで、事
故抑止の効果が期待されます。

同協議会の寺本博信会長は「歩

道を走る自転車が増え、事故が心

配されていただけに、
自転車道がで

きて良かった」
と話している。

対策として、路肩の歩行者通行幅を
拡 幅 し 、カラ ー 舗 装 工 事（ 延 長
125m）
を行いました。

地域の方々から「歩行者が安心

して通行できるようになりました」

と喜ばれています。

性が向上し、歩行者が安心して通

することにより、道路利用者の安全
行できるようになりました。

関係機関・団体と連携した交通安
全教育をはじめ、街頭指導等、広

内容を踏まえ、関係規定や講習体

西宮豊中線

●
聖トマス大学

事故が心配されていました。地元か

者の安全対策として、歩道を新設し

【塩川県警本部長】具体的な改正

③

ました。歩行者と自動車等とを分離

（若王寺1丁目付近）
は、歩道がなく

自転車の交通安全対策について

転車の交通安全対策が盛り込まれ

園
田
駅

県道西宮豊中線の若王寺池南側

らの要望を受け、事故防止と歩行

策をどのように推進していくのか。

①

③県道西宮豊中線の若王寺池南側（若王寺 1 丁目付近）
に歩道

がある。
そこで、本法の制定を受け、 本部のもと、福祉的就労では①新

【谷井】今回、道路交通法改正に自

通量が増加していました。歩行者と

②

②宮園橋東詰〜宮園橋東交差点（東園田町 4 丁目付近）
に歩行者用通路

活用による授産施設製品の販売拡

【井戸知事】
グループホーム等の拡

れ、通学する生徒による自転車交

阪急神戸線

大阪伊丹線

【谷井】全国に先駆けて、老朽化し 【吉本副知事】適正管理の実効性

通行路を安全・快適に！

その他の質問項目

●災害弱者への支援対策について

●再生可能エネルギーの導入拡大について
●いじめ問題対策について

撮影場所確保に協力

ロケを行ったオペ室で
（右から）
金延、石井の両氏と、吉田、谷井の両議員

映画『シャニダールの花』石井監督ら、公明議員に感謝

7月２０日公開された映画『シャニダールの
花』
の撮影のため、公明党の吉田謙治神戸
市議と谷井いさお兵庫県議は、撮影を許可
してくれる
「オペ室」
の確保に協力した。
旧知
であるエグゼクティブ・プロデューサーの金延
宏明氏から相談を受けた谷井県議は、
県が
推進しているロケ誘致、
ロケ支援活動につな

がるとして、
吉田市議と連携、
実現させた。
石 待 作 品に
井岳龍監督は
「設定が非現実的なので、細 選ばれた。
部のリアリズムにこだわった。
オペ室の場面は （７月１３日
公明新聞）
この映画のキーだった」
と本物のオペ室での
今後とも、本県が映画などの撮影の舞台
撮影が実現したことに、
謝意を表明した。
となることを通じて、撮影地をツーリズム資源
映画は人気俳優の綾野剛さんが出演。
本 としたPRや、地域の活性化・文化振興につ
年の
「モントリオール世界映画祭」
の正式招 ながるよう支援してまいりたい。

