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重要政策提言まとまる
重要政策提言まとまる
９月に入り、若干朝晩涼しくなり、少し過ごしやすくなりましたが、お変わりなくお過ご
しでしょうか？
兵庫県議会では９月２４日から３１日間の日程で第２９６回（９月）定例県議会が開会
されます。本年から神戸市会同様に９月定例会ですべての決算審議を行うことに
なりましたので、会期が大幅に延長されることとなりました。行革に引き続き、決算
ですので、今回は委員ではありませんが、会派の幹事団の一員としてほぼ毎日県庁
に詰め、緊張しながらも充実した毎日を送っております。その間、地元西区において
も、敬老会をはじめ、運動会、文化祭に神社の秋祭り等々の各種行事が予定されて
～もっと身近
もっと身近に
身近に県政を
県政を～
おり、私も出来るだけ多くの行事に参加しながら、皆様方にお会いできるのを楽しみ
に元気に頑張ってまいります。また、１１月には恒例の六甲全山縦走大会（５６キロ）にも参加予定（５回目）で、
徐々に体力をつけながらパワーアップしていきたいと思っております。引き続きのご指導、ご鞭撻をよろしく
お願いいたします。また、皆様方におかれましては、季節の変わり目ですので、お体をご自愛くださり、ご健勝
にてご活躍されますことを心よりご祈念申し上げます。

＝当面の
当面の議会日程＝
議会日程＝

「環境と
環境と農業」
農業」をテーマした
テーマした
シンポジューム開催
シンポジューム開催のお
開催のお知
のお知らせ

１０月
１０月１日 本会議（一般質問）
９月 １７日 警察常任委員会
２日 本会議（一般質問）
「県民の理解と協力の確保について」
３日 常任委員会
２４日 ９月定例県議会 開会
６日 本会議（表決）
２８日 サンテレビ 県議会レポート放映
７日～２３日 決算特別委員会
PM１０時～ ３０分
２４日 本会議 閉会
（警察常任委員会他）
２９日 本会議（代表質問）
３１日 警察常任委員会
３０日 本会議（一般質問）

日時 平成２０年１１月１５日（土）
PM１時３０分～PM３時
場所 ラッセホール（神戸市中央区中山手通4-10-8 ）
主催 民主党兵庫県連 環境リサイクル委員会
私が委員長を務める上記委員会で「環境と農業」をテーマに
天野明弘先生（兵庫県立大学副学長）をお招きし、シンポジュー
ムを開催する予定です。参加ご希望の方は民主党県連（０７８－
２６５－
２６５－３４１０）までご連絡ください。
３４１０

2009年度当初予算編成
年度当初予算編成に
月11日
日）
年度当初予算編成に対する重要政策提言
する重要政策提言について
重要政策提言について（
について（9月
我が国の経済情勢は、世界的な原油・原材料価格の高騰やサブプライムローン問題を背景に戦後最長の景気回復
期も後退局面に入りつつあります。また、少子高齢の本格的な人口減少社会を目前に控え、国民生活に大きなウエイ
トを占める年金、医療、介護等の社会保障制度に対して明確なビジョンが見いだせない中、後期高齢者医療制度の
実施、地域医療・救急医療の崩壊など、今後の国民生活・社会経済に対する不安感も広まっています。
そのような中、本県の経済・雇用情勢も中小企業の経営環境は厳しく、業種や地域による景況格差も
拡大する一方、雇用面においても有効求人倍率の低下、新規求人数の減少が続くなど、減速感が
鮮明となりつつあります。一方、輸入食品による食中毒事件や偽装表示をはじめ社会の信頼を大
きく揺るがす事件が続発しているほか、自然災害や青少年をめぐる問題も多発しており、くらしの
安全・安心の確保、危機管理体制の確立、学校・地域教育力の向上、加えて、環境問題や資源・エネルギー問題と
いった地球規模での対応を迫られている課題も山積しています。以上のように、様々な分野で深刻な課題を抱える状
況の中、持続可能な行財政構造の確立を図るため、本年度から第一次新行財政構造改革の取り組みが始まりました。
2009年度は初年度（2008年）構造改革の成果を踏まえた兵庫の将来を決める実質的、本格的な予算編成と位置付け
られます。そのためにも、今まで以上に施策の「選択と集中」を徹底し、限られた予算を県民の視点に立った、県民本
位の施策に重点的に配分することにより、厳しい環境の中でも県民が将来の兵庫に希望を持つことができる政策を県
民に示す必要があります。井戸知事には、引き続き、参画と協働を基本姿勢として、県民本位、生活重視、現場主義
の県政を推進し、「元気で安全安心な兵庫」、「ふるさと兵庫の再生」の実現に向けた強力なリーダーシップが期待され
ます。 こうした考えのもと、兵庫県議会民主党・県民連合議員団では、危機的な財政状況のもとであっても、来年度
政策決定にあたっては、県民の生活を第一に考え、「県民だれもが安全で安心な社会の実現」に向け、2009年度当初
予算が編成されるよう、ここに87項目からなる重要政策提言を行うものです。
（裏面に項目記載 ＊詳しくは会派ホームページでご覧になれます。www.hyogo-minshu-kr.jp ）

１ 真の分権型社会の
分権型社会の構築と
構築と県民の
県民の参画と
参画と協働に
協働に向けて
(１) 政策推進のための組織体制の整備
(２) 真の分権型社会の構築
(３) 行財政構造改革の推進〔拡〕
(４) ポスト合併期における市町への支援
(５) 国、県、市町の役割分担の見直し
(６) 県民局による地域施策の展開
(７) 総合的な交通政策の推進
(８) 県民の参画と協働の推進
(９) 男女共同参画社会の推進【新規提言】
●男女共同参画社会を実現するため、「ひょうご男女共同参画プラン21後期実施
計画」に基づき、県民、企業、市町等へのさらなる浸透を図り、男女共同参画に
関する諸課題の解決に向けた総合的かつ計画的な取組を推進すること。
(10) 県民緑税の効果的な活用等
(11) 県民交流広場事業の推進

６ 快適に
快適に暮らすことのできる社会基盤
らすことのできる社会基盤づくりの
社会基盤づくりの推進
づくりの推進
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

｢つくる｣から｢つかう｣プログラムの推進
ユニバーサルデザインのまちづくりの推進〔拡〕
少子高齢化に対応した安全安心な公営住宅の入居システムの構築
大規模集客施設の適正な立地の推進等
ＰＦＩ方式の導入による民間技術等の積極的な活用〔拡〕
緑あふれる美しいまちづくりの推進

７ 新たな兵庫教育
たな兵庫教育の
兵庫教育の推進に
推進に向けて

(１) 安全・安心な学校づくり〔拡〕
(２) 特色ある学校づくりの展開
(３) 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進
(１) 県民の健康づくりの推進〔拡〕
(４) 「生きる力」を育む教育体制の充実〔拡〕
(２) 食の安全確保と食育の推進
(５) 発達段階に応じた教育環境づくりの推進
(３) 県民の福祉医療の推進【新規提言】
(６) 学校における総合的な食育の推進
●福祉医療４事業が新行革プランで見直しされ、このうち老人医療、重度障害者
(７) 図書館活用教育とメディア・リテラシー教育の充実
医療、乳幼児等医療の３事業は、２年間の経過措置が講じられることとなっているが、 (８) 社会教育の基盤づくりの推進
経過措置の終了後も県民の広範な意見を踏まえた福祉医療制度を構築すること。
(９) 教職員の勤務環境の改善【新規提言】
(４) 小児医療・産科医療等の充実〔拡〕(５) 県立病院の自立した経営の確保〔拡〕 ●子どもたちに対する学習指導や生活指導をはじめ、研修、保護者や地域住民と
(６) 地域医療の充実と疾病対策等の推進 (７) がん対策事業の充実・強化〔拡〕
の関係づくりなど、多忙化している教職員の勤務実態を踏まえ、業務や研修のあり
(８) 園芸療法及び音楽療法の普及・推進
(９) 障がい者施策の推進
方を見直すなど勤務環境の改善を図ること。特に、教職員に大きな精神的負担を
(10) 充実した高齢者医療の確立【新規提言】
与えているモンスターペアレントへの対応策の強化を図ること。
●本年４月より施行された後期高齢者医療制度については、多くの問題点があるこ
(10) 教育振興基本計画の策定【新規提言】
とから、高齢者が安心して受診できる医療の確立をめざすこと。
●教育振興基本計画の策定に当たっては財源的な確保を踏まえた計画の策定、
(11) 介護基盤の充実〔拡〕
(12) 少子化対策の総合的な推進〔拡〕
教育環境整備へ向けた数値目標、優先順位の決定、そして、すべての子供たちに
(13) 子どもたちのための保育環境の確保
公教育の「機会均等・保障」を担保するとともに、審議会の設置は勿論のこと、現在
(14) 子育て支援、青少年健全育成の推進
までに全国に先駆けて実施し全国的評価を受けているトライやるウィーク、自然
(15) ＤＶ防止対策など女性、子ども、高齢者を護る施策の推進〔拡〕
学校、防災教育等々の取組を踏まえた上で、真に兵庫の子供たちのためになる
(16) 自殺予防対策の推進〔拡〕
(17) 第２の人生の生きがい対策の推進
財源に裏打ちされた基本計画の策定を行うこと。
(18) アスベスト対策の推進 〔拡〕
(11) 防災面で活躍できる人材創出システムの構築【新規提言】
●阪神・淡路大震災の教訓を生かし、全国で唯一の環境防災学科が県立舞子
高校に新設されたが、卒業後も環境防災の勉強が続けられる受け皿として、県立
３ 環境適合型社会の
環境適合型社会の実現に
実現に向けて
大学に環境防災の教育・研究の場を設け、兵庫県あるいは全国において防災面で
(１) 環境適合型社会の形成
活躍できる人材が創出できるようなシステムを構築すること。
(２) 地球温暖化防止対策等の推進〔拡〕
(３) 大気環境への負荷の軽減
８ 芸術文化・
芸術文化・スポーツの
スポーツの振興に
振興に向けて
(４) 「５Ｒ生活」の実現に向けた積極的な取組の推進〔拡〕
(５) 有害化学物質対策の推進
(６) 環境学習・教育の推進〔拡〕
(１) 芸術文化の振興
(７) 人と環境にやさしい総合的な交通政策の推進〔拡〕
(２) スポーツ活動の振興
(８) 自然環境の保護・再生等の推進【新規提言】
●環境大臣会合の成果も踏まえ、コウノトリの自然放鳥に向けた野生復帰の取組、
９ 県民が
県民が安全で
安全で安心して
安心して暮
して暮らせる治安体制
らせる治安体制の
治安体制の充実と
充実と危機管理
豊かで美しい瀬戸内海の再生に向けた取組など、自然環境の保護と再生をめざす
に向けて
取組を一層推進するとともに、都市部における環境問題の解決に向けた取組を
進めること。
(１) 体感治安の向上
(２) 生活経済事犯等の予防
(３) 警察機能の充実・強化
４ 産業の
産業の活性化、
活性化、雇用対策の
雇用対策の充実及び
充実及び国際化の
国際化の推進に
推進に向けて
(４) 総合的な交通安全対策の推進
(１) ひょうご経済・雇用活性化プログラムの推進【新規提言】
(５) 信頼される警察行政の推進
●本県の経済・雇用を巡る情勢は、緩やかに拡大してきたものの、原油・原材料価
(６) 犯罪や交通事故の防止に向けた県民運動等の推進
格高騰の影響等により中小企業の経営環境は厳しく、雇用面においても有効求人
(７) 危機管理体制の充実〔拡〕
倍率の低下が続いており、本県経済の活性化、多様で安定した雇用就業の実現に
(８) 阪神・淡路大震災の経験と教訓を生かした復興フォローアップの推進
向け、本年２月に策定された「ひょうご経済・雇用活性化プログラム」を着実に推進し、
(９) 自然災害への防災対策の推進
実効あるものとすること。
(10) 県住宅再建共済制度の普及・定着と全国展開等
(２) 活力ある兵庫の産業の構築〔拡〕
(３) 中小企業の自立と地域経済・雇用の活性化の推進〔拡〕
10 関西の
関西の復興・
復興・復権に
復権に向けて
(４) ものづくりブランド戦略等の推進 (５) ものづくりを支える人材の育成
(１)
関西広域連携等の推進〔拡〕
(６) 地域とともに成長する商店街づくりの推進と中心市街地の活性化
(２) 防災副首都の関西誘致
(７) 雇用対策の充実〔拡〕 (８) 正規雇用と非正規雇用の均等待遇改善等〔拡〕
(９) ワークライフバランスを中心に据えた労働環境の確保〔拡〕
(10) ホームレスの自立の支援等
(11) 国際性豊かな共生社会の実現〔拡〕
(12) ひょうごのツーリズムの振興

２ 健康福祉社会の
健康福祉社会の実現に
実現に向けて

編 集 後 記

５ 活力ある
活力ある農山漁村
ある農山漁村づくりの
農山漁村づくりの推進
づくりの推進に
推進に向けて
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)

美しく活力ある農山漁村づくりの推進〔拡〕
安全・安心・良質な農林水産物の安定供給の実現
「スローフード」運動の展開等
食料を安定供給するための担い手の育成等〔拡〕
農家等の経営体制の充実
新ひょうごの森づくりと災害に強い森づくりの一層の推進等
ワイルドライフ・マネジメントの推進

〔現在〕 兵庫県議会議員（２期目） 議会運営委員会 委員
警察常任委員会 委員
兵庫みどり公社 顧問
兵庫県議会民主党・ 県民連合議員団 副幹事長
民主党兵庫県連常任幹事（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
明石市柔道協会 理事 兵庫県自転車競技連盟 顧問
社会福祉法人 相談役 他

石井ひでたけ 事 務 所

ププププ ロロロロ フフフフ ィィィィ ーーーー ルルルル

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（１６３１５票）
平成１５年、二度目の挑戦で県議会初当選（２３１２９票）
平成１９年、再選（２４８８１票）

前号のVol.31号では我が会派の基本活動方針の重点項目の抜粋を
記載報告いたしましたが、それを参照しながら、読んでいただければ、
幸いです。尚、今回は拡充提言は〔拡〕と記載し、新規提言のみ内容を
記載いたしました。詳しくは会派のホームページwww.hyogo-minshukr.jpをご覧下さい。いよいよ１２月定例県議会では代表質問で登壇
いたします。今回の行革委員会、決算委員会、また、９月定例会等での
議論をしっかりと踏まえた上で、未来に希望の持てる県政施策として
展開できるような質問に組み立ててまいります。

〒651-2133
神戸市西区枝吉1丁目215番地

E-mail:voice@ishiihidetake.net
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。

