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新型コロナウイルス感染症

「第２波・第３波」に備え、医療体制を充実させ、
市民の暮らしと生業への支援強化を
６月17日に神戸市会本会議がひらかれました。
神戸市は、
「再度の感染拡大期に備え、医療提供体制の確保をすすめる
とともに、感染警戒期において『新しい生活様式』を定着させながら、市
民生活・経済活動をできる限り回復させていくことが必要である」として
補正予算を編成しました。味口議員は、さらなる医療体制の確保と市民生
活・経済活動、長期休校による子どもたちへのケアが必要と考え、市長ら
の見解を求めました。
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不要不急の巨大開発より市民の命と暮らしを最優先に
「神戸市 with コロナ対応戦略（骨子案）」に
みなさんのご意見をお寄せください
５月25日、政府の緊急事態宣言は解除され
ましたが、今回の新型コロナウイルス感染症
は、第２波第３波の到来が予想されます。こ
のため神戸市は、
『市の施策だけでなく、市民
の 生 活 ス タ イ ル や 経 済 活 動 を「withコ ロ
ナ」の時代に対応したものへと変容させるこ
とが求められ、本戦略の策定により感染拡大
の防止と市民生活・経済活動の維持・回復を
両立させていくことを目指す』としています。

「神戸市 with コロナ対応戦略
（骨子案）
」
は
こちらからご覧になれます➡

今回の市民意見募集はこれまでのものとは
違い、案の詳細を示す前にゼロベースで意見
を聞くという新しい取り組みになっ ていま
す。さらに久元市長は会見で、不要不急の事
業について「コロナが出てきたことによっ
て、優先順位としてはかなり低くなる」と発
言しています。
意見募集期間

今、神戸市として、新型コロナウイルスと
共存する「長丁場の時期」にどのような施策
をとるべきか、社会の変容を受けて、これま
で市が押しすすめてきた不要不急の事業の見
直しを含めて、ぜひ積極的に意見をお寄せく
ださい。
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味口議員：シン

ダイジ グルマザーの方は
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森本真議員、朝倉えつ子議員が一般質問
６月26日（金）11時30分頃より
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