阪神南地域新設
特別支援学校の整備

新規

阪神南地域の県立特別支援学校について、今後
も児童生徒の増加が見込まれるため、学校を新設

中学校部活動の
地域移行検討事業の実施

新規

国の部活動改革の方針が示され、令和5年度から
休日部活動が段階的に地域へ移行されることと
なったため、拠点校による実践研究を実施し、成果
や課題を検証

コワーキングスペース開設
支援事業の実施

拡充

地域における起業拠点を創出するとともに、テレ
ワーク・副業等の多様な働き方に対応するため、
コ
ワーキングスペースの開設を支援

“ひょうごで暮らす！”
体験キャンペーン事業の実施

新規

多自然地域等における本格的な移住を推進する
ため、県有施設等を活用したお試し移住・テレワー
クに要する経費の一部を助成

ポストコロナの「すこやか兵庫」へ挑戦！
！

兵庫県議会 自由民主党議員団

令和3年度事業特集

我々の覚悟

大規模プロジェクトの進度調整
○県庁舎等再整備基本計画／予算を令和3年度に繰り越し、引き続き策定作業を行います。
○阪神南県民センターと阪神北県民局の統合に向けた庁舎整備／着工を1年遅らせます。
○但馬空港の機能強化／航空需要の動向を見極める必要があり、懇話会の取りまとめが延期されることか
ら慎重に検討します。
○大規模アリーナの整備／将来、どのようなスポーツ・集客施設が必要なのかなどの論点整理をし、整備の
可能性を慎重に検討します。

新型コロナに負けない！
中小企業向け融資制度のご案内
「伴走型経営支援特別貸付」
の
新規
創設
国は金融機関の伴走支援を受けながら経済改
善に取り組む中小企業者に、保証料の一部を補助
する制度を創設。これに連動した融資制度を新設
し、国制度の限度額を超える資金需要に県独自の
保証料補助を行います。
令和2年度から継続実施する新型コロナ対策資金
新型コロナ対策貸付

（R3.4.1〜）
融資利率
限 度 額

0.7％
2.8億円

新型コロナ危機対応貸付

（R3.4.1〜6.30）
融資利率
限 度 額

0.7％
2.8億円

新型コロナ保証料応援貸付

（R3.4.1〜5.31）
融資利率
限 度 額

0.7％
5000万円

経営活性化資金

（R3.4.1〜5.31）

融資利率 金融機関所定
限 度 額

5000億円

新型コロナ対応資金（無利子・無保証料）
（R3.4.1〜5.31）

0％、4年目以降0.7％
6000万円

融資利率 当初3年
限 度 額

いのちと心の電話相談・自殺防止電話
昨年度から自殺者数が増加傾向にあり、
コロナ禍によ
る離職や就職難、生活苦、心労などを背景に電話相談が
急増しています。
下記に紹介する連絡先は公的相談窓口で、経済的問
題は弁護士が、心のケアなど精神的なサポートは精神保
健福祉士が対応します。また、
自殺リスクの高まりが懸念
される女性専用の相談窓口も設けています。
つらい気持ちが続いていたり、不安や悩みで閉塞感を
感じている人は、
下記の相談窓口にご連絡ください。
こころの健康相談
統一ダイヤル

☎ 0570-064-556

兵庫県いのちと心の
サポートダイヤル

☎ 078-382-3566

神戸いのちの電話

☎ 078-371-4343

はりまいのちの電話

☎ 079-222-4343

※電話された地域により相談窓口が変わります。

月曜〜金曜／18:00〜翌8:30

土・日・祝日／24時間

平日／8:30〜20:30 土曜、第2・3・4金曜／8:30〜翌8:30
土曜、第2・3・4 金曜が祝日の時／8:30〜16:00・20:30〜翌8:30
日曜、祝日／8:30〜16:00

年中無休／14:00〜翌1:00

発行：兵庫県議会自由民主党議員団

住所：〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1

電話：078-341-7711
（内線5090） FAX：078-351-0772

E-mail:info@jimin-kengi.org

検討資料

令和3年度 県当初予算が成立
1364事業を展開します！

一時保護所の整備

新規

急増する一時保護需要等に対応
するため、県内に新たな一時保護所を整備

経済的影響が長期化することを見据え、中小企業への資金貸付金として過去最大の融資目標となる8000億円を
確保したことが特徴。これを除く一般会計等は前年度と同規模となっています。また、投資的経費となる普通建設
事業費は、令和2年度2月補正予算と合わせた14カ月予算として前年度並みの2630億円を計上し、経済対策を行

うとともに、いつ起こるか分からない自然災害への備えや減災対策などの緊急対策などに充てます。

里親への委託前養育等
支援事業の実施

新規

里親委託前のマッチングに要する里親の経済的
負担を軽減することで、子どもと里親の交流を十分
に行うことが可能な環境を整備し、里親委託を推進

一方、新型コロナは県内でもワクチンの優先接種が始まり、感染拡大を抑える一つの正念場となっています。引

き続き医療提供体制の充実や拡大抑止対策を徹底するとともに、関西全域が会場となるワールドマスターズゲー

ムズ2021関西
（WMG2021）
の開催準備や、ポストコロナという新しい社会を念頭にした各種政策も盛り込んで
います。

コロナ禍 対 策

融資目標

8千億円を確保

主な事業を紹介

ひょうご住まいの耐震化の促進
（住宅耐震化補助）

新型コロナウイルス感染症に
対応した心のケア支援の実施

拡充

地震に対する十分な安全性を確保するため、所
有する住宅の改修計画策定や改修工事を実施する
県民等に助成

大規模災害ボランティア活動
応援の実施

拡充

大規模災害時の被災者の生活、早期復旧、自立を
応援するため、被災地でボランティア活動を行う団
体・グループの交通費等を助成

県立がんセンターの建替整備

新規

過去
最大！

新規

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う心
身の変調を訴える者の増加に対応するため、地域
での相談体制を強化

新規

兵庫津ミュージアム開館
準備事業の実施

新規

令和4年11月
（予定）の兵庫津ミュージアム
（仮
称）
のグランドオープンに向けて、開館機運を醸成
するため、
イベントなどを実施

●初代県庁館内覧会の実施

ひょうごはじまり館
（仮称）
起工式に合わせ、初代
県庁館
（仮称）
の内覧会を実施することにより、プレ
オープンに向けた機運を醸成

●住民や医療従事者等への心のケア
電話、Web等による相談支援を実施

●市町・関係機関等への技術的助言

がんばるお店・お宿
応援事業の実施

新規

市町等の相談支援窓口に対し、相談技術支援を
するとともに、新型コロナウイルスにより様々な影
響を受けている機関・組織に対して、精神科医等に
よる心のケアに関する技術的支援を実施

飲食店等の事業の安定的な継続と感染症まん延
防止のため、店内の感染防止対策やテイクアウト・
デリバリー等の取組を支援

アウトリーチ型在宅育児
相談事業の実施

Welcome to Hyogo
キャンペーン

新規

子育ての悩みや不安を抱え在宅で育児をする世
帯をより積極的に支援するため、アウトリーチ型の
派遣方式を取り入れた相談支援体制を構築

兵庫県骨髄等移植ドナー
支援事業の推進

三世代同居対応改修工事
推進事業の実施

白血病等の有効な治療法である骨髄等移植の実
施を促進するため、
ドナー登録及び骨髄等を提供し
やすい環境づくりを推進する企業を支援

不妊治療ペア検査助成事業の
実施

早期に夫婦で受診・検査を行うことにより不妊の
原因を発見し、効果的な治療へ繋げるため、不妊治
療の入り口となる検査費用について助成

施設の老朽化、狭隘化が進んでいる
がんセンターについて、最先端の高度ながん医療
を提供するため、建替整備を実施

拡充

新規

●1年前イベントの実施

県議会の自民党議員団はこのほど、4兆6068億円に上る令和3年度県当初予算を成立しました。新型コロナの

中 小 企 業 の経 営 支 援 に全 力

ワールドマスターズゲームズ
2021 関西（WMG2021 関西）
への参加促進

新規

家族の支え合いにより在宅にて子育てしやすい
環境を整備するため、三世代同居の実現に資する
改修工事費を支援

一般県民対象の競技体験会や、
「 神戸まつり」
で
のパレード参加等によるPRを実施

●リハーサル大会の実施

兵庫県開催競技団体と開催市町において、with
コロナ対策を踏まえた大会の運営ノウハウを取得
するとともに、海外へのPRを目的として海外選手や
障害者も参加するリハーサル大会を開催

●県外参加者の参加促進

兵庫県開催競技の各競技団体から、WMG2021
関西開催府県以外の各都道府県競技団体に対して
大会のPRを依頼するとともに、兵庫県海外事務所
とも連携し、本県開催競技への国内外からの参加
を促進

●ひょうご女性スポーツの会の活動支援

WMG2021関西への参加を促進し、女性のス
ポーツ環境の向上、女性スポーツ人口の増加を目
指し、ひょうご女性スポーツの会の活動を支援

●障害者のWMG2021関西参加促進事業

障 害 者 スポ ーツ支 援 団 体 等 に 対して 、
WMG2021関西大会の関連スポーツイベント開催
等に要する費用を補助

●高齢者のWMG2021関西への参加を促進
県産木材利用拡大キャンペーン
事業の実施

新規

新型コロナウイルス感染症の影響により木造住
宅着工戸数の減少が見込まれることから、県産木
材の需要喚起を図るため、県産木材を活用した住
宅の建築・リフォーム費を支援

水素ステーションの整備促進

新規

●宿泊割引支援事業の実施

Go To トラベル終了後の観光関連産業の回復
を継続的に下支えするため、県内宿泊施設での宿
泊割引を実施

●
「兵庫五国の名湯に泊まろう
キャンペーン」
の実施
Go To トラベル終了後の県内観光需要の早期回復
に向けて、事業者を切れ目なく支援するため、
「兵庫
五国の名湯に泊まろうキャンペーン」
の第3弾を実施

水素ステーションの県内への整備促進を図るた
め、整備費の一部を補助

ひょうごフードドライブ運動の
推進

拡充

家庭で余っている食品をごみにせず、それを必要
とする福祉団体等にスーパー等を通じて寄附する
活動
「フードドライブ」
の全県展開を推進

動物の適正飼育の推進
動物愛護センターのリニューアル

新規

