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兵庫県議会議員

相崎 佐和子
県政 活 動ニュース
▶ コロナのご質問にお答えします
▶ 新規大型プロジェクトは先送り！
▶ 子どもの一時保護施設を整備！
▶ 全国組織でも活動中
● サワコの茶話会・コロナ相談会、やります／動画・メルマガ、はじめました

新型コロナウイルス感染症のまん延が収まらない
厳しい状況です。

県政が力を尽くして取り組まねばならない時だと
強く認識しています。

感染拡大の徹底的な防止、ワクチンのスムーズな
接種、検査医療体制の強化、医療介護従事者の

私たちの悲痛な声や切実な願いを県の政治の
場に届けて、力強く解決をはかる決意です。

方々への手厚い支援、飲食店をはじめとする事業

皆さんの命と生活を守るため全力で取り組み

者の方々へのサポートなど課題は山積で、今こそ

ますので、どうかくれぐれもご自愛くださいませ。

第 31 回

サワコの茶話会

コロナ相談会

普段思っている事などを、ぜひ語りにいらしてください。

〜お困り事やご意見をお聞かせください〜

お会いしてお話させていただけるのを楽しみにしており

コロナ感染症に関して、お困り事やご意見が様々に

ます。お気軽にご参加くださいませ！

おありかと存じます。
そんなお声をお聞かせください。国・

●日時：2021 年 6 月 6 日（日）14:00 〜 16:00

県・市の議員がお答えさせていただきます。

●申込：お名前＆連絡先をメール・電話・ＦＡＸなどで

●場所：東リいたみホール 3 階

●場所：東リいたみホール 3 階 大会議室
※感染症の状況によりオンライン開催にする
場合があります
※飛び込み大歓迎ですが、資料準備のため
事前におしらせいただけると助かります
※保育はありませんがお子様連れも大歓迎です

お気軽におこしください！

●日時：2021年 5月23日（日）10:00 〜 11:30
●費用：無料

大会議室

●申込：予約なし。お気軽にお越しください。
●参加議員／衆議院：桜井シュウ
兵庫県議会：相崎佐和子

伊丹市議会：保田憲司・岸田まさと・高橋あこ

ご質問にお答えします

〜新型コロナウイルス感染症対策〜

〜ワクチン〜

自宅療養も可能とさせていただきました。

「ワクチンは安全なの？」
ワクチンは三段階の治験（テスト）を経て厚生労働
省が薬事承認する手順になっており、日本では現在
ファイザー社のワクチンのみ承認を経て使用されてい
ます。県において重い副反応は報告されていません
が（4 月 16 日現在）、ご不安になるお気持ちはよく
わかります。
ワクチン接種は任意であり強制ではございません。
感染や重症化を防ぐ効果と副反応のリスクを踏まえて
の、個々の状況や判断を尊重させていただきたいと思っ
ています。また接種の有無による批判や差別がおこら
ないよう、呼びかけなどの対策を講じてまいります。
新型コロナワクチンコールセンター A0120-761-770
毎日／ 9:00 〜 21:00
副反応等に係る専門的な相談

☎078-361-1779
毎日／ 9:00 〜 17:30

※フォローアップ：アプリを活用した健康観察・保健師
などによる相談・パルスオキシメーター等を活用した家
庭訪問・診療訪問・食料品衛生資材などの配布

感染された方に万全の医療を受けていただくのは
県の責務です。いっそう対応を強化してまいります。

〜時短要請〜
「協力金の支給が遅いのですが？」
飲食店の方々には営業時間の短縮要請にご協力
をいただいており、深く感謝しております。
協力金の支給が遅いとのご指摘をいただいていま
す。経営に大きく影響するところであり、誠に申し訳
ございません。兵庫県では日々フル回転で支給させ
ていただく作業に当たっています。
一日も早い支給を目指して対応してまいりますの
で、何卒ご理解いただければ幸いです。
時短協力金コールセンター

〜医療体制〜
「病床稼働率が高いが大丈夫か？」
兵庫県の病床稼働率（病院ベッドをコロナ対応で
使用している率）は85.1％（4 月 22 日現在）と厳し
い状況であり、ベッド100 床程度、宿泊療養施設
1 施設（150 室）を新たに確保するなど取り組んで
います。また、65 歳未満の無症状や軽症で自宅で
感染対策ができる方は、フォローアップ体制の元で

☎ 078-361-2501
平日／ 9:00 〜 17:00

※これらの記載は4 月 22 日現在のものです。お手
元に渡った時は少し前の情報になっている可能性が
あります。
申し訳ない限りですが、情報の鮮度に配慮しなが
ら内容を熟考したつもりです。ご容赦いただければ
幸甚です。

今回記載したご質問は一部であり、他にも多くいただいています。真摯にお答えさせていただきたい
との思いから、
「コロナ相談会」を開催することにしました。疑問やご意見をお聞かせください。国・県・
市の議員がお答えいたします。詳しくは 1 面をご覧ください。お気軽にお越しくださいませ。

県政ニュース

【子どもの一時保護施設を整備！】

保護が必要な子どもを一時的に受け入れる
「一時保護施設」。県の一時保護施設は現在、
明石市に１ヶ所のみで他は民間等に委託をして
います。
一時保護の件数が増加する中（県の一時保護
児童数 １４０２人（２０１５年度）→２６９８人（２０
１９年度）、受け入れが限界だった課題の対策とし
て、県東部エリアに一時保護施設を整備ことにな

りました。場所は、川西こども家庭センターに隣接
する旧センター跡地を予定しています。また、ハー
ドとともにソフトの充実も必要であり、県では児童
福祉士の増員（目標１００名）なども進めています。
今回の施設整備は前進ではありますがこれで十
分とは捉えていません。子どもの心身の健やかな
成長の支援と保護者の丁寧なサポートのために、
これからも不断に取り組みます。

県政ニュース

【新規ビッグプロジェクトは見送り！】

2021 年度の兵庫県予算は、一般会計で約 2
兆 7000 億円、特別会計と公営企業会計を合わ
せてトータル約4兆6000億円の予算となりました。
「新型コロナウイルス感染症の影響、かなり受けて
いるのでは？」と思われた方、その通りです。税収
入が前年度比で約 919 億円も減る見込みで、地
方交付税等で補う予定ですが厳しい財政状況で
す。それに、県債（借金）も多く抱えたままです。
震災関連の借金が約 2600 億円も残っており、今
後 10 年間で返す計画ではありますが先行きは不
透明です。
このような状況下、私（および所属会派）は、
「新
規大型事業は見直しを！」と訴えてきました。とい
うのも兵庫県は、コロナ前から以下のビッグプロ
ジェクトを掲げていたのです。
〇県庁舎の建て替え・周辺の再整備（約700億円）

全国組織でも活動中
県議会議員として県の政治に力を尽くすことをベー
スにしながら、全国組織でも活動を展開しています。

■出産議員ネットワーク
在職中に出産した経験のある議員・元議員で
集まり、 どんな職業・立場にあっても当たり前に
妊娠・出産できる社会 を目指す「出産議員ネッ
トワーク」。私はメンバーであり（伊丹市議１期目
の時に次女出産）、関西ブロック代表を務めてま
す。結成して約4年、様々に活動を展開しています。
コロナ禍の昨年は、週 1 回のペースでオンライン
勉強会を開催し、ひとり親支援などコロナで浮き
彫りになった女性に関する課題について実践者の
話を聞いて議論を重ねました。また、地方議会
運営のルール「標準会議規則」の改正にも着手。
産休期間を標準会議規則に明記するよう、ネット
ワークで各議長会・国会議員・各政党に要望活
動を続け、今年の 1 月〜2 月に相次いで実現しま
した。マスコミからの取材も多く、今年 2 月には
ＴＶニュース番 組の企
画コーナーで、女性議
員の意義についてメン
バーで取材に答えた様
子が放送されました。

〇但馬空港の滑走路延長（約 400 億円）
〇2万人規模の大型アリーナの整備（約500億円）
これらを頭から否定しませんが、持続的な財政
運営や県民サービスに支障をきたす可能性があ
り、再精査して少なくとも21 年度は見送ることを
訴えていました。結果、3 事業とも21 年度予算で
は見送られ、時期や内容を慎重に検討されること
となりました。
21 年度の兵庫県財政、方針は「コロナの徹底
的な感染拡大防止・コロナで困っている方や事業
者のしっかりした支え」→「ポ
ストコロナにおける新しい社
会づくり」だと思っています。
この方針にもとづき、真に私
たちのためになる財政運営
をしていまいります。

■ローカル・マニフェスト推進連盟
政策主体の議会活動を展開し、地方議会から
日本を変えることを目的に、全国の約 800 名の
議員等が加盟して活動する「ローカル・マニフェ
スト推進連盟」。私は、連盟が共同開催する「全
国マニフェスト大賞」で優秀賞を受賞したことを
キッカケに、2018 年から共同代表（全国 4 人の
うちの 1 人）を務めています。1000 人規模のサ
ミット、マニフェスト大賞グランプリ受賞の地で開
催する大勉強会、各地での研修会など、全国の
仲間議員と党派を超えて活動を展開しています。
昨年はコロナで活動が制限されましたが、コロ
ナ禍だからこその議会活動があるはずだと、オン
ライン議会や議会の感染症対応などの勉強会を
積極的に開催しています。関西では昨年 12 月に
「関西勉強会」を実施。オンライン開催となりまし
たが、連盟の顧問である北川正恭さん（早稲田大
学名誉教授、元三重県知事）の講演を筆頭に、コ
ロナ禍での議会のあり方や、関西での先進議会
改革事例を学びました。

県政ニュース

【「あるある兵庫五国」発売！】

兵庫県は摂津（神戸阪神）
・播磨・但馬・丹波・
淡路の旧五国から成り立っています。それぞれの
特長や文化をマンガで紹介した「兵庫県公式ふる
さとあるある漫画 あるある兵庫五国」が発売さ
れました。私はこれまで、本会議や委員会の場で
「一冊の本にまとめて出版しよう！」と発言しており、

実現したのは嬉しい限りです。多様性を認め合う
スタンス が 素 敵 だと
思っています。楽しく
読み進 めながら兵 庫
県がますます好きにな
あるある兵庫五国」
る1 冊。おススメです！ 「兵庫県公式ふるさとあるある漫画もぐら著
兵庫県監修

topics

●次年度の要望を訴える
〜政務調査会〜

●現場のナマの声を聞く
〜児童養護施設の視察〜

1月6〜8日の3日間「政務調査会」が開催され、
来年度の予算や取り組みについて担当部局と
意見交換しました。
私からは、コロナ禍での広報・私学高校授業料
補助の拡充・35 人学級の
スライド先行・児童相談所の
一時保護所の拡充などを要
望。地元伊丹市からの切実
な意見を取り上げました。

1 月に神戸市、3 月に丹波市の児童養護施設
へ視察に。里親制度の充実、退所後のロール
モデルの必要性、外国籍の
こどもの支援など、様々な
課題を聞きました。
尽 力されている教 職 員 の
方々に感謝。子どもたちの
未来のために諸課題を解
決していきます。

■動画、メルマガ はじめました！
もっと情報をお届けしたい、もっとお声をお聞き
したい。その思いから、動画とメールマガジン
をはじめました。
「これをぜひお伝えしたい！」と思う情報をお届
けできるのが 嬉
しいです。
視聴や登録を心
よりお待ちしてお
ります。

動画「相崎佐和子
チャンネル」

メールマガジン
「相崎佐和子レター」

直接お会いしてお話し
している気持ちで語って
います。

親しい方に手紙をお送
りする気 持ちで書 い て
います。

視聴方法

登録方法

ユ ー チュー ブ で「相 崎
佐和子チャンネル」と検
索するか、ＱＲ
コードを読み取
ってください。

下記の連絡先までメー
ルアドレスをお教えくだ
さい。メル マガ登 録し
ます。

〜Profile〜
●1973 年 3 月生
●親和女子高校 ●奈良教育大学 ● 〃 大学院（政治学ゼミ）
●ＯＲＩＸブルーウエーブ マスコットガール
●地元ケーブルテレビ( 現：ベイコム)アナウンサー
●第１２代兵庫県広報専門員
●伊丹市議会議員（３期） ●第６１代 伊丹市議会議長
●阪神市議会議長会 会長
●兵庫県議会議員（1 期目）
●ローカルマニフェスト推進連盟 共同代表
●出産議員ネットワーク 関西代表
●第 11 回マニフェスト大賞優秀賞 受賞
〇小学校・中学校（社会）
・高校（地理歴史）教員免許
〇家族：夫・長女 ( 高 1)・次女 ( 小 6)

情報はここから
活動
ニュース

バックナンバーは
右記ＨＰに。
郵送希望はご連絡を

ホームページ
http://sawako
-aizaki.com

Facebook

ツイッター

https://www.facebook.
com/sawako.aizaki

https://twitter.com/
aizakisawako

インスタグラム

YouTube

連絡先
発行元：相崎佐和子
伊丹市西台 2−5−11 松屋ビル 2 階
電話▶（072）768-9260 FAX▶（072）768-9261
メール▶sawako.aizaki@gmail.com

