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新年度のスタート！
メリケンパークがリニューアルオープン！
神戸港開港 150 年事業として進められてき
た再整備が完成し、4 月 5 日に全面オープンし
ました。芝生広場が 2 倍に拡張され、50 本の
桜並木が植えられました。夜間は、水際沿い
の手すり照明や桜並木などもライトアップされ
ます。多目的広場には、屋根付きの野外ステ
ージも設置され、5 月は音楽祭、7 月は海フェ
スタ、9 月は食のイベントなど、開港 150 年に
因んだ行事がたくさん開催される予定です。
私の子ども時代は「メリケン波止場」と呼ば
れ船上生活されている方々もありましたが、時
代の変遷とともに公園として整備されました。
神戸の魅力アップの起爆剤になることを期
待しています。ぜひ足を運んでみてください！
女性議員は何故増えない？
現在、兵庫県内選出の国会議員 17 人
のうち、女性は 1 人。県議会における女
性議員の割合は 11.6％、神戸市会では
21.7％。女性が参政権を得て初の衆院
選で 8.4％の議席を獲得しましたが、71
年経過した現在でも 9.3％。世界 193 カ
国中 163 位という低さです。
社会の半数を占める女性の生の声が
政治の場に届きにくいという現状をどう
打ち破っていくのか、男性も女性も真剣
に考えていく時代だと思います。

＃7119 「救急安心センター」開設！
神戸市の救急出動件数は 80,859 件
で、2009 年度と比べ約 20％増えていま
すが、搬送者の 6 割が軽症です。このま
までは真に必要な傷病者への対応が遅
れ、救命率に影響がでかねません。
そこで、急な病気や怪我で救急車を呼
ぶか、医療機関を受診すべきか迷った
際に、24 時間 365 日いつでも電話で相
談できる窓口を設置します。対応するの
は看護師で緊急性の判断をします。迷っ
た時は「＃7119」へ。今年秋開設です！
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5 月は神戸開港 150 年記念事業も目白押し！
新「港島クリーンセンター（CC）」が稼働！
旧港島 CC の老朽化に伴い、一日最大 600
トンを処理できる 3 基の焼却炉を持つ新 CC が
稼働し、市内 3 焼却場と 3 中継施設を結んだ
ネットワークが完成しました。燃焼時に発生す
るガスを再度炉内へ循環させ、排出ガスの削
減、有害物質の発生抑制を実現しています。
ごみの焼却時に発生する熱を活用して高効
率発電を実現し、瞬時最大約 15,000KW を発
電でき、これは約 3 万世帯分に相当します。
津波対策はもちろん、災害時に外部電源が途
絶えても自家発電で自立稼働し、一週間以上
安定的にごみ焼却できる最新技術を駆使した
施設です。最新技術でごみ処理を効率的に行
う頼もしい CC です！外観もオシャレですよ。
道の駅 フルーツフラワーパーク大沢！
3 月 30 日、フルーツフラワーパーク
（FFP）内に神戸市 2 か所目となる道の
駅がオープンしました。地元の野菜・果
物の直売、神戸産牛肉・地元のお酒の
販売に加え、地元食材をふんだんに使っ
たカフェ、レストランもあります。
FFP は農業 ICT や植物工場など、競
争力のある農業を目指す先進的農業技
術を実証する拠点にもなっています。
地産地消を推進する意味でも、神戸
の農業の新しい展開を目指します。

国際フルートコンクール 開幕！
ミュンヘン、ジュネーブと並び世界 3 大
コンクールの一つに数えられる 4 年に一
度ﾞ開催されるコンクールで、今年が第 9
回目です。1985 年ユニバーシアードを機
にスタートし、世界的にも稀なフルート単
独コンクールとして若手奏者の世界の登
竜門になっています。「神戸国際フルー
ト音楽祭」として、市内のあちらこちらで
市民も参加できるフルートに関係するイ
ベントが目白押しです。ぜひ、 検索して
みてください。☎322-6598 へもどうぞ。
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神戸市営交通 100 周年記念事業！
中学生以下フリーパスと「U-15 定期券」！
1917 年（大正 6 年）8 月に、神戸市営発電・
配電・市街地路面電車（神戸市電）事業を開
始して 100 周年の記念事業を実施します。
平成 29 年 6 月 1 日から受付開始、7 月 1
日から平成 30 年 3 月 31 日まで、神戸市営地
下鉄海岸線全線で、中学生以下無料の社会
実験を行います。有効期間中、無料で海岸線
が乗り放題です。中学生以下であることがわ
かる証明書をもって保護者の方が、三宮・新
長田の定期発売所で申し込んでください。
また、市営地下鉄全線（西神・山手線およ
び海岸線）を対象として、通学だけでなく、塾
や習い事などで 15 歳以下の方が利用できる
「U-15 定期券」も 4 月 1 日から発売中です。
「KOBE パークレット」3 基が人気！
「パークレット」とは、車道の一部（停車
帯）などにウッドデッキを敷き、ベンチや
テーブルを設置して、憩いや賑わいの場
を創出する施設で、米国サンフランシス
コが発祥で世界各国に設置されていま
す。車道の一部利用は日本で初です。
現在三宮中央通りに 3 基設置していま
すが、毎日多くの方に利用していただい
ており、増設も予定しています。どなたで
も自由にいつでも使える休憩施設です。
ぜひご利用くださいね。

神戸市こども医療費助成制度拡充！
平成 29 年 7 月から全年齢の所得制限
を撤廃し、中学 3 年生以下の全てのお子
さまの医療費を助成の対象とします。外
来一部負担金は、0～2 歳が無料、3 歳
～中学 3 年生までが一日上限 400 円と
なります。上限は 1 医療機関等ごとの上
限額で、月 3 回目以降は無料です。
三宮周辺にも、神戸市役所、中央区
役所はじめそごう、大丸、ファミリア本店
など授乳施設の整備も進んでいます。
「子育てしやすいまち神戸」にします！
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