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For The Future

将来に
将来に夢と希望が
希望が持てる兵庫
てる兵庫の
兵庫の実現に
実現に向けて
ホームページをご
ホームページをご覧
をご覧の皆様方、
皆様方、２００９年の新春をご健勝にてお過ごしでしょうか？
昨年はアメリカで未曾有の金融危機が発生し、その影響等で現在、中小・零細企業の
資金繰りの悪化や期間労働者、派遣労働者の大量解雇など、経済・雇用情勢の深刻さ
が顕在化し、また年金や医療、介護等の社会保障についても明確なビジョンが見出せ
ず、国民の生活不安は拡大しています。一方、本県においても、県財政は多額の債務
を抱え、今後も厳しい運営が続きますが、生活者の視点に立った県民本位、現場主義
の施策に重点を置き、県民誰もが将来に夢と希望が持てるよう、また、経済
雇用対策はもちろんのこと、医療、福祉、教育、治安などの社会的なセーフ
～１２月定例県議会
１２月定例県議会～
月定例県議会～
代表質問で
代表質問で登壇！
登壇！ ティーネットを強化し、県民の不安を払拭していけるように取り組む必要が
あります。今年の干支である牛は、古来より豊穣をもたらす家畜として崇め
られてきました。牛の如く、辛抱強く努力すれば夢が叶う、皆様方とともに今年一年がそのような年にならん
ことを祈念し、本年も旧にも倍してご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

第297回
回12月定例県議会報告
月定例県議会報告

（12月
日開催）
12月4日～12月
12月16日開催
16日開催）

・議決案件について
議決案件について

(2)請願の採択
(1)意見書の議決（下記の７件を議決）
新たに提出された14件と継続審査を行っている3件の計17件の
｢社会保険病院等の機能の存続・充実を求める意見書｣
請願について審査した結果、｢社会保険病院等の機能の存続・
｢地方消費者行政の抜本的拡充を求める意見書｣
充実を求める意見書提出の件｣など計2件を採択とし、5件を
｢大麻の取り締まりの強化を求める意見書｣
継続審査、10件を不採択とした。
｢実効ある追加経済対策の迅速な実施を求める意見書｣
｢偽装ラブホテルの実効性ある設置規制を求める意見書｣
(3)その他
｢日雇い派遣など労働法制の改正等を求める意見書｣
｢食品衛生法基準条例の一部を改正する条例｣の制定など条例
｢太陽光発電システムのさらなる普及促進を求める意見書｣
案件9件、｢第3次兵庫県環境基本計画を策定する件｣など事件
決議案件等12件について可決した。
・代表質問及び
代表質問及び一般質問について
一般質問について
今定例会では、３人が代表質問を、また、１２人が一般質問を行った。
（民主党・県民連合からは、代表質問１人（裏面
裏面に
裏面に要点を
要点を記載）、一般質問３人）
記載
尚、次回第29８回2月定例県議会は、平成２１年２月１８日～３月２４日の予定で開会されます。
また、次回定例会では予算特別委員として平成２１年度予算を審査する予定です。

～昨年を
昨年を振り返って～
って～ 平成２０
平成２０年
２０年 県政１０
県政１０大
１０大ニュース
1 「新行革プラン
新行革プラン」
プラン」を策定、
策定、元気で
元気で安全安心な
安全安心な兵庫づくりをめざす
兵庫づくりをめざす
・行革推進条例に基づき、行財政構造改革を着実に推進

2 県民生活の
県民生活の安定に
安定に向け、緊急経済対策を
緊急経済対策を推進

7 震災の
震災の経験を
経験を生かした被災地支援
かした被災地支援や
被災地支援や
集中豪雨に
集中豪雨に備えた都市河川対策
えた都市河川対策を
都市河川対策を推進

・経営円滑化貸付拡充等の中小企業の資金繰り対策、播但連絡道路や高速道路等の ・岩手・宮城や中国四川省、ミャンマー等の災害応急対策や復旧・復興を支援、
料金割引等の原材料高対策、生活関連物資の価格動向調査等の生活不安対策など 表六甲河川の増水に備えた警報システムの整備着手や「石井ダム」の竣工

3 「全国菓子大博覧会・
全国菓子大博覧会・兵庫」
兵庫」に全国から
全国から92
から 万人が
万人が来場、
来場、
兵庫の
兵庫の菓子文化を
菓子文化をアピール

8 世界を
世界をリードする
リードする産業
する産業の
産業の創出めざし
創出めざし研究機関
めざし研究機関の
研究機関の開設や
開設や
企業立地が
企業立地が進む

・「あいたい兵庫デスティネーションキャンペーン」にも弾み

・放射光ナノテク研究所の開設やニュースバル産業用軟Ｘ線ビームラインの供用
開始、次世代スーパーコンピュータの産業利用に向け産学官で財団設立

4 「G8 環境大臣会合」
環境大臣会合」で環境対策を
環境対策を世界に
世界に発信
・「環境フェアin KOBE」などを多彩に展開、「第3 次兵庫県環境基本計画」を策定し
次世代に継承する“環境適合型社会”の実現めざす

5 「日伯交流年・
周年記念事業」
日伯交流年・ブラジル移住
ブラジル移住100
移住
周年記念事業」など国際交流
など国際交流が
国際交流が進展
・記念式典の開催、友好訪問団や県民交流団の訪伯、旧神戸移住センターの保存
再整備着手、中国での観光トッププロモーションも実施

6 ひょうごの元気
ひょうごの元気は
元気は地域から
地域から地域資源
から地域資源の
地域資源の再発見と
再発見と活用が
活用が進展
・「小規模集落元気作戦」がスタート、放鳥コウノトリベビーラッシュや相次ぐ恐竜化石
発見、JR 姫路駅付近の鉄道高架化完成など交流基盤の整備も進む

9 地域における
地域における医療
における医療や
医療や食の安全安心確保対策を
安全安心確保対策を推進
・地域医師県採用制度の創設、小児救急医療電話相談の充実や「阪神北広域
こども急病センター」の開設、「柏原病院再生プラン」の策定、食品表示監視体制
の強化など

10 体験教育の
体験教育の実践や
実践や芸術文化施設の
芸術文化施設の利活用等が
利活用等が着実に
着実に進展
・35 人学級編制の拡充や環境体験事業の実施校拡大、芸術文化センター公演
入場者数150万人突破、県立美術館・陶芸美術館・考古博物館・人と自然の博
物館・歴史博物館の参加体験事業も好評
＊ 神戸県民局の１０大ニュースは今回から休止です

■県財政の
県財政の状況について
状況について
Ｑ ） 景気悪化により税収の大幅減が見込まれるが、どのような状
況なのか、また、新行革プランの財政フレームを見直す必要があ
るのではないか。

■ 「予防原則」
予防原則」を取り入れた教育施策
れた教育施策について
教育施策について
Ｑ） 児童生徒の問題行動を予防するためにも、「県教育振興基
本計画」において、個性や能力の伸長と基礎学力の向上を図る
きめ細かな指導を充実するよう明確に位置づけることを期待する
が、所見を伺う。

Ａ） 今年度の財政状況は、県税収入では法人関係税が約150億円程
Ａ） 子どもの悩み等を積極的に受け止める教育相談体制を構築するほ
度減収する見込であるなど、厳しい状況であるが、収支としては、減収
か、自然学校やトライやる･ウィークなど､子どもたちの発達段階に応じた
補てん債（地方税収が標準税収を下回る場合、それを賄うために発行
する地方債）の発行等によって、当初の枠組を維持できると考えている。 体験活動の充実、そして個々の児童生徒の個性や適性に応じたきめ細
かな指導の充実など、できる限り具体的な施策を盛り込み、着実な施策
また、来年度も税収の大幅減は避けられず、更に厳しい状況になると
の実現を図っていく。
（吉本教育長答弁）
見込まれる。財政フレームの基本目標は堅持しつつ、予算編成作業を
踏まえて、必要があれば財政フレームの見直しを検討する。
■ひょうご経済
ひょうご経済・
経済・雇用活性化プログラム
雇用活性化プログラムの
プログラムの推進について
推進について
（井戸知事答弁）

■社会保障の
社会保障の充実について
充実について
Ｑ ） 経済対策として必要な政策は、将来にわたる生活の安心感
を与えることであり、来年度の予算編成に当たっては、医療・福
祉等の社会保障の充実、強化対策を明確に打ち出すべきと考え
るがどうか。
Ａ ） 市町と協同しながら、生活保護や医療保険等の全国的な制度を
着実に推進する。また、県独自の福祉医療制度や多子世帯の保育料
軽減など、先導的な取り組みについても時代にふさわしい見直しを行
うなど、今後も、新行革プランを推進する中で、県民生活の安心・安全
に必要な医療・福祉等の施策を進めていく。
（井戸知事答弁）

■市町への
市町への権限移譲
への権限移譲について
権限移譲について
Ｑ） 政府の地方分権改革推進委員会は、都道府県から市町村
への359件の権限移譲を勧告した。今後一層、市町への権限移
譲を進めるべきと考えるが、どのように対応していくのか。
Ａ） 勧告に示された事務については、既に市町に提示し検討を進めて
いる。今後、市町から提起された課題を分析し、市町における人材育成
など対応策を検討するとともに、財源措置等について国に対して強く提
案していく。的確かつ円滑な権限移譲を進めることにより、県と市町の
新しい関係の構築を目指す。
（井戸知事答弁）

■関西広域連合（
関西広域連合（仮称）
仮称）について
Ｑ ） 関西広域連合の推進については、県民や市町へ適切な情
報提供を行い、意見交換を重ねていくことが重要であると考える
が、県民のコンセンサスの醸成に向けて、どのように進めていくの
か。

Ｑ ） 経済・雇用情勢が悪化する中、「ひょうご経済・雇用活性化
プログラム」の想定と現実との乖離が広がっており、プログラムの
見直しを行う必要があるのではないか。

Ａ） 現在、「ひょうご経済・雇用活性化推進会議」において、緊急経済・
雇用対策と中長期的なプログラムの充実方策について検討を行ってい
る。県として、まずは、この厳しい経済危機を打開するため、当面は特に
中小企業の資金繰り対策などを積極的に行っていく必要があると考え
ている。
（井戸知事答弁）

■虐待防止を
虐待防止を中心とした
中心とした要保護児童対策
とした要保護児童対策の
要保護児童対策の推進について
推進について
Ｑ） 本年５月に伊丹市で児童虐待死亡事件が発生した。市町相
談体制の充実や県の立ち入り調査の強化など体制を整備してき
たが、十分に機能しているのか。
Ａ） 学校、医療、警察など関係機関との連携を図るため、全市町に協
議会を設置しており、また県こども家庭センターでは、児童福祉司の採
用・配置など、専門性の向上に取り組んできたが、今後とも必要な対応
を図っていく。なお、今回の事件については、委員会を設置して様々な
角度から検証を行っている。
（齋藤副知事答弁）

■地域活性化を
地域活性化を見据えた
見据えたツーリズム
えたツーリズムの
ツーリズムの推進について
推進について
Ｑ） ツーリズムの振興は地域経済活性化に不可欠であり、積極
的に推進すべきと考えるが、現状をどのように捉え、今後の取り
組みに生かしていくのか。
Ａ） 全庁あげて取り組みを進めてきた結果、本県のツーリズム人口は19
年度には132百万人となった。「あいたい兵庫デスティネーションキャン
ペーン」の成果を将来につなげるために、市町、関係団体、旅行業者と
も連携を図る。国際ツーリスト誘致についても、近隣府県とも連携した海
外プロモーション等を推進していく。
（齋藤副知事答弁）

Ａ） これまでも県や関西広域機構のホームページ、新聞等によるＰＲに
努めてきたが、今後は、関係団体の広報媒体の活用なども含め、さらな ■農水産物の
農水産物の流通改革について
流通改革について
る周知に努めるとともに、県民に対して様々な機会を用いて意見を求め、 Ｑ） 食の安全・安心の確保や農業・水産業経営の安定化が求め
十分な共通理解を得て、全国初の複数府県による広域連合の設立を
られる中で、生産物の流通についても、積極的な改革が必要で
めざす。
（井戸知事答弁）

はないか。

■建設業の
建設業の構造改革と
構造改革と従事者の
従事者の雇用確保について
雇用確保について
Ｑ ） 建設需要が減少する中、既存の建設業者の業種転換など
を進めるとともに、産業創出により労働力の円滑な移動を図る総
合的な対策を講じる必要があると考えるが、所見を伺う。
Ａ） 県制度融資の活用等により、建設会社の業種転換を促進していく
とともに、新たな職業訓練プログラムの提供等により、建設業を含めた
他分野から、人材不足が課題となっている農業分野や介護・福祉分野
への労働力移転について、建設業協会、商工会議所、JAなど、関係機
関とともに検討していく。
（井戸知事答弁）

〔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
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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）

Ａ） 低温卸売場の整備や市場間連携の拡大など、卸売市場における品
質管理向上や流通効率化を進める一方、流通の多様化や簡素化に向け
て、農産物直売所の整備や大手量販店との直接取引等を支援している。
また、食の安全・安心確保に向け、流通関係者のコンプライアンスの徹底
やJAS法に基づく業者間取引の監視を強化していく。
（五百蔵副知事答弁）

〒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。

