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１４１
For The Future

任期最終年の定例会閉会へ
西区の
西区の皆様、
皆様、今年もはや3月。 昨年、「みるみる通信」を一軒一軒ポスティングして
いた時のことを思い出すと、街全体をおおう“いかなご”のくぎ煮を炊く醤油の甘いに
おい。今年も皆様のご家庭の味付けで”くぎ煮”づくりに奮闘されている方もいらっしゃ
るのではないかと思いをめぐらせながら、春の訪れを関西独特のにおいで感じていま
す。また、今年は暖冬のせいか、朝駅頭に立っていると例年になくマスクをされて通
勤される方が多く、私も花粉症に悩まされている一人として人事ではございません。
何はともあれ、与えられた任期最後まで全力で頑張ってまいりますので、変わらぬ
ご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
さて、2月14日から3月19日までの日程で始まった第290回定例県議会も代表・一般
質問では今期限りで勇退を表明した１１議員のうち５議員が登壇され、県政に対する
万感の想いを込めて質問されました。また、２月２８日からは舞台を予算特別委員会
～もっと身近
もっと身近に
身近に県政を
県政を～ にうつし、平成１９年度の当初予算案の審議が行われました。一般会計では前年度比
０．７％増の２兆８８３億円となっています。（内訳等は予算が確定した次回号で報告予定）

４年間での
年間での主
での主な議会改革

～議会における
議会における４
における４年間を
年間を振り返って～
って～
平成15年4月 皆様の温かいご支援のもと2度目の挑戦で県議会初当選
平成15年6月 第275回6月定例会にて初登庁
健康生活常任委員会（１年任期）に所属（みるみる通信VOL.２号で報告）
平成15年12月 第277回11月定例会にて一般質問で初登壇。
（みるみる通信VOL.3号で報告）
平成16年6月 第279回6月定例会
建設常任委員会に所属（副委員長）
（みるみる通信VOL.4号で報告）
平成17年2月 第282回2月定例会 予算特別委員会に所属
（みるみる通信Vol.5号で報告）
平成17年4月 ひょうご・県民連合議員団 政務調査副会長に就任（任期1年）
平成17年6月 第283回6月定例会にて代表質問で登壇
警察常任委員会に所属
（みるみる通信Vol.6号で報告）
平成17年9月 第284回9月定例会 決算特別委員会に所属
（みるみる通信Vol.9号で報告）
平成18年6月 第287回6月定例会
農林水産常任委員会所属 現在に至る （みるみる通信Vol.15号で報告）
平成18年12月 第289回11月定例会にて一般質問。
4年間の総決算の思いで登壇（みるみる通信Vol.21号で報告）
＊質問項目については裏面をご覧ください。
また、過去の「みるみる通信Vol.１～Vol.２３号」は
私のホームページへアクセスいただくとご覧になれます。

費用弁償
平成１５年９月定例会において、「議会の議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を可決し、
実態に即した費用弁償を行うよう改めた。＊従来より ６割 カット

政務調査費
平成１８年１１月定例会において、「兵庫県政務調査費の交付に
関する条例の一部を改正する条例」を可決し、来年の新議会の
任期開始から、政務調査費・収支報告書の提出にあたり、一定の
制限を設けたうえで、１件５万円以上の支出について領収書等の
証拠書類の写しを添付することとした。（「１件５万円以上」の基準
についても、将来的には基準額を引き下げることも視野に入れ、
引き続き検討していきたいと考えている。）
＊現状、県内の議会で領収書添付は兵庫県議会を含め３
３議会。
西宮市、伊丹市等でも領収書添付義務化へ

議員定数の
議員定数の削減
兵庫県議会の議員定数の法定上限数は、１１１人となっているが、
平成１８年９月定例会において、現行の議員定数「９３人」をさらに
「９２人」に改める「兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び
各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を
改正する条例」を可決し、次の一般選挙から施行することとなった。
＊全都道府県中削減率６
６位（H18.７調査時点）≪公約の
公約の一歩前進
一歩前進≫
前進≫

編 集 後 記
この４年間は私にとってあっと言う間の日々でした。県政に対する姿勢をしっかりと見てもらおうと、４年
間、早朝より駅頭等での挨拶を毎月欠かさず行い、“みるみる通信（県政報告）”を作成・配布しながら、
県政に関わる情報提供を行い、多くの皆様からご意見、ご要望等をお伺いし、その都度、県当局をはじ
めとする各関係機関に問い合わせをする中で、大いに自身の勉強になったと感じています。しかし、議
会における本会議場や委員会での質問を振り返ってみますと、非常に多くの議案等について審査・審
議する必要がある一方で、会期制であるため、時間的な制約があることなどから、一人の議員として発言
できる機会は限られ、物足りなさを感じております。そういったことも踏まえ本会議や委員会での審査・審
議の活性化などさらなる議会改革が必要であると痛感していますし、議会の透明性の向上をさらに推し
進め、情報公開を徹底していかなければいけないと思っています。

第２７７回定例会
２７７回定例会（
回定例会（１１月
１１月）

［一般質問］
一般質問］

１ ニュータウン周辺地域における地域防犯体制
の確立について
２ 三木震災記念公園（仮称）の周辺道路整備に
ついて
３ レジ袋の削減に向けた環境ファンド等先導的な
仕組みづくりについて
４ 明石川の管理のあり方について
５ 神戸市営地下鉄の延伸について
６ 関西復権プロジェクトの推進について

※各項目の詳細については、
石井ひでたけのホームページより
本会議での議会中継（録画）を
ご覧になれます。
http://www.ishiihidetake.com

第２８３回定例会
２８３回定例会（
回定例会（６月）

平成１７
平成１７年度予算特別委員会
１７年度予算特別委員会

第282回2月定例会

≪県民政策部≫
県民政策部≫
１ パブリック・コメント手続の効用について
（１）本県におけるパブリック・コメント手続の実施状況について
（２）今後の意見募集のあり方等について
２ 将来の道州制に向けての検討について
３ 関西復権プロジェクトについて
（１）大阪湾ベイエリアの開発整備について
（２）国家危機管理都市としての副首都の誘致について
≪健康生活部≫
健康生活部≫
１ 兵庫県の温暖化防止の取組について
（１）温暖化防止対策の取組の評価と今後の方向性について
（２）環境負荷の少ない新たな取組の促進について
（３）事業プロセスにおける環境面からのチェックシステムの必要性について
２ 少子化対策について
（１）若い世代に対する取組について
（２）少子化対策としての乳幼児医療費助成事業のあり方について
３ グリーンピア三木の利活用の検討について
≪公安委員会≫
公安委員会≫
１ 自転車の交通安全対策について
（１）自転車運転免許制度の現状と成果について
（２）自転車運転免許制度の今後の展開と自転車交通安全の実践教育の
場所の必要性について
２ 警察官の地域行事への参加等による地域防犯力の活性化について
３ 警察署の職場環境の改善について
４ 警察官の勤務実態と士気高揚について
５ スピード取り締まりについて

［代表質問］
代表質問］
平成１６
平成１６年度決算特別委員会
１６年度決算特別委員会

１ ユニバーサル社会の創造について
２ ポスト合併期に向けた県のあるべき姿について
３ 「防災副首都」の関西誘致について
４大規模事故災害に対する危機管理体制の充実・
強化等について
５ 魅力ある県立大学への取組について
６ 地球温暖化対策について
７農業の担い手育成・確保と農地の有効利用の
促進について
８青少年の健全育成のためのスポーツの振興に
ついて
９ 高校生の就業体験について
10体感治安の向上について
第２８９回定例会
２８９回定例会（
回定例会（１１月
１１月） ［一般質問］
一般質問］
１ 明石川の自然環境の維持管理について
２ 兵庫楽農生活センターを拠点とした魅力ある地域
づくりについて
３ 神戸市営地下鉄西神中央駅からの新たな交通機関
の導入について
４ 総合リハビリテーションセンターについて
５ 成人病センターの機能の充実強化について
６ 兵庫県立大学について
７ 神戸西警察署管内の治安維持等について

現在 兵庫県議会議員（１期目） 農林水産常任委員会委員
交通安全対策委員会委員 民主党兵庫県連常任幹事
民主党兵庫県第４区総支部幹事長 兵庫民社常任幹事
兵庫県宅地建物取引業協会会員 明石青年会議所会員
明石市柔道協会理事 兵庫県自転車競技連盟顧問
全国介護者支援協会理事（兵庫県支部長）
社会福祉法人相談役 他

≪県民政策部≫
県民政策部≫
１ 自転車関係交通事故の現状とその防止対策について
２ 自転車運転免許証等発行制度の意義・必要性等について
３ 自転車講習会の開催できる会場の確保について
４ 国からの事務の移譲による地方分権の推進について
５ パブリック・コメントに対する県民意識の醸成について
≪企画管理部≫
企画管理部≫
１ 県立広域防災センターについて
（１）広域防災センターのこれまでの取組の評価と今後の取組方針について
（２）消防学校について
２ 救急業務体制の充実・強化について
（１）救急救命士の育成について
（２）メディカルコントロール体制について
３ フェニックス防災システムの機能について
４ 災害時要援護者への情報伝達について
≪健康生活部≫
健康生活部≫
１ 社会福祉施設の整備について
（１）社会福祉施設整備の現状認識について
（２）すこやかひょうご障害者福祉プランについて
２ 環境率先行動計画に基づく取組について
（１）省エネルギー化の推進について
（２）病院及び警察における取組について
３ ごみ減量化の取組について
４ がん予防対策について
≪県土整備部≫
県土整備部≫
１ サイクリングロードの補修について
２ 県立明石公園の自転車競技場・球技場について
（１）自転車競技場・球技場の利用状況等について
（２）指定管理者の公募に向けた条件整備について
（３）国体開催を契機とした自転車競技場・球技場の利活用の促進について
３ 石井ダム周辺における親水空間等の整備について

石井ひで
ひでたけ
ひでたけ 事 務 所

プ ロ フ ィ ー ル

石井 秀武 （いしい ひでたけ）
昭和４１年４月１５日生まれ Ｂ型 西区学園西町在住
白陵中・高、神戸商科大学卒、サラリーマン生活を経て、
阪神・淡路大震災直後、会社を退社、代議士秘書
平成１１年、西区より県議選に出馬するも惜敗
平成１５年、二度目の挑戦で県議会初当選

第284回9月定例会
第285回11月定例会

〒651-2133
神戸市西区枝吉1丁目215番地

E-mail:voice@ishiihidetake.com
TEL / 078-920-2200
どんどん
FAX / 078-920-2211 ご意見・ご要望を
お寄せ下さい。
県政のご相談・お問い合わせは
事務所まで。必
必ずご氏名
ずご氏名・
氏名・ご連絡
先をお知
をお知らせください。
らせください。

