
重要政策提言重要政策提言重要政策提言重要政策提言まとまるまとまるまとまるまとまる

みるみるみるみるみるみるみるみる

通信通信通信通信

みるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみるみる

通信通信通信通信通信通信通信通信

兵庫県議会議員

石井ひでたけ県政報告

vol.36 2009年9･10月号

石井石井石井石井ひでひでひでひでたけたけたけたけホームページホームページホームページホームページ

http://www.ishiihidetake.net

まっすぐに ひたむきに

県政へ 全力投球

１４１１４１１４１１４１

For The Future

平成21年９月吉日

発行元：石井ひでたけ事務所

～～～～もっともっともっともっと身近身近身近身近にににに県政県政県政県政をををを～～～～～～～～もっともっともっともっと身近身近身近身近にににに県政県政県政県政をををを～～～～

2010年度当初予算編成年度当初予算編成年度当初予算編成年度当初予算編成にににに対対対対するするするする重要政策提言重要政策提言重要政策提言重要政策提言についてについてについてについて（（（（9月月月月11日日日日））））

ホームページホームページホームページホームページをごをごをごをご覧覧覧覧のののの皆様方皆様方皆様方皆様方、秋の訪れとともに過ごしやすくなりましたが、お変わ

りなくご健勝にてお過ごしでしょうか？

今回号は７月の知事選、８月の衆議院選等の関係もあり、また、１０月には神戸市長

選と言った限られた日程の中での発行となり、定期的に県政報告が出来ませんでした

ことにまずもってお詫び申し上げます。

さて、衆議院選挙では民主党が大きく議席をのばし、政権交代が実現いたしました。

今回の選挙期間中にもいろんな地元のご意見・ご要望をお伺いすることができました。

県・市でできること、また、国に対して要望していかなければならないことなど多岐に

わたりますが、各級議員団と連絡を密にしながらしっかりと取り組んでまいります。

私も知事与党として、また、政権党所属の地方議員として、その責務の重さに改めて

＝＝＝＝当面当面当面当面のののの議会日程議会日程議会日程議会日程＝＝＝＝

９９９９月月月月 １６日 総務常任委員会

「芸術文化の振興」について

２５日 ９月定例県議会 開会

３０日 本会議（代表質問）

10月月月月 １日 本会議（一般質問）

2日 本会議（一般質問）

5日 本会議（一般質問）

6日 常任委員会

８日 本会議（表決）

９日～２８日 決算特別委員会決算特別委員会決算特別委員会決算特別委員会

２９日 本会議 閉会

３０日 総務常任委員会

○○○○真真真真のののの分権型社会分権型社会分権型社会分権型社会のののの構築構築構築構築とととと県民県民県民県民のののの参画参画参画参画とととと協働協働協働協働にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 地方分権地方分権地方分権地方分権のののの推進推進推進推進

(1) 地方分権の推進 (2) 県と市町の役割の見直し ●住民に最も身近

な行政体である市町が適切な行財政運営を行い、それぞれの能力を高

めることができるよう、広域・専門的な視点からのきめ細やかな支援に努

め、また市町の能力や実情に応じて、県から市町への事務事業の移譲

を推進すること。

(3) 近隣府県との連携強化 (4) 防災副首都の関西誘致

２２２２ 行財政構造改革行財政構造改革行財政構造改革行財政構造改革のののの推進推進推進推進

★★★★ 行改推進条例に規定されたフォローアップ、総点検等の仕組みを最

大限活用して、政策の「選択と集中」を徹底し、県民本位の行財政構造

改革を進めることが重要である。

(1) 行財政構造改革の推進 (2) 県民局のあり方の精査
(3) 公的施設運営の改善 (4) 投資事業の改革 ●特に事業実施にお

いては、トータルコストにおいて最も合理的な整備手法を採用するなど、

事業費の削減に努めるとともに、予算の内訳や使途の妥当性、事業の実

施過程の透明性確保、費用対効果の事後検証など、県民への説明責任

を果たすこと。 (5) 公社等外郭団体の改革 ●監査委員の監査対象と

ならない団体も含めて、監査体制の強化や、十分な情報開示を行い、透

明性の確保と効率的な運営を図ること。 (6) 企業庁事業の改革

３３３３ 参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のののの推進推進推進推進とととと共生社会共生社会共生社会共生社会のののの実現実現実現実現

(1) 県民の参画と協働の推進 (2) 人権尊重とDV・家庭内暴力対策
の推進 ●各地域において、警察を含めた全庁的な取り組み体制を構

築した上で、関係機関の密接な連携の下に、効果的な抑止及び被害者

の救済・支援に取り組むこと。 (3) 男女共同参画社会の実現
(4) 自殺対策の推進 ●職域、学校、地域等において心の健康を保

持・増進できる環境の整備を推進するとともに、庁内に自殺対策の専門

部署を設置するなど、推進体制を強化し、精神保健的な視点だけではな

く社会・経済的な視点も含め、総合的な対策を実施すること。

○○○○健康福祉社会健康福祉社会健康福祉社会健康福祉社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり対策対策対策対策のののの推進推進推進推進・・・・医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実

(1) 県民の健康づくりの推進 (2) 地域医療の確保
(3) 疾病対策の推進 ●特に新型インフルエンザ対策については、必

要な法令の整備等を国へ求めるとともに、ワクチン等の適切な備蓄や、

発熱外来の運営など、医療機関との調整を一層進めるなど、万全の対策

を講じること。 (4) 県立病院の円滑な運営 (5) 食の安全確保と食育の
推進

２２２２ 介護介護介護介護・・・・高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実

(1) 充実した高齢者医療制度の確立 (2) 介護サービス基盤の充実
●地域包括支援センターの機能強化などにより、地域ケアの総合的な

推進を図るほか、介護職員の処遇改善やキャリアアップ支援、また多様

なニーズに対応した介護施設の整備を進めることによって、介護サービ

ス提供体制の充実を推進すること。

(3) 認知症対策の推進 ●介護サービスの充実を図るとともに、地域住

民の認知症に対する理解促進に努め、認知症サポーターの養成を推進

するなど、地域ぐるみの見守り体制の整備を支援すること。

３３３３ 障障障障がいがいがいがい者福祉者福祉者福祉者福祉のののの充実充実充実充実

(1) 障がい者福祉サービス基盤の確保 (2) 就労・社会参加支援の充実
●特に就労については、多様な就業形態の実現と就業の場の拡大等、

企業等との連携を通じた取り組みを推進するとともに、県の物品調達等

における障がい者就労支援事業所への優先発注等を一層進めること。

４４４４ 少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

(1) 少子化対策の総合的な推進
(2) 子育て支援の充実・青少年健全育成の推進
●保育所の待機児童解消・保育所サービスの地域格差解消等に向けた

取り組みを進めるとともに、「認定こども園」の設置促進など、保育所機能

の強化や学童保育の拡大等、保育の質の確保・向上に努めること。

（詳しくは会派のホームページwww.hyogo-minshu-kr.jpでご覧になれます。）

●印は井戸知事に対して会派から

当日、口頭で提言したものです。

気を引き締めて県政に全力投球してまいる決

意でございますので、今後ともご指導・ご鞭撻

よろしくお願いいたします。（９月定例会は２５日

から３５日間の日程で開会されます。また、来

年度の当初予算に対する会派（民主党･県民

連合議員団）の重要政策提言がまとまりました

ので、是非、ご覧ください。～裏面にも続きます～）

いつもお世話になり ありがとう

ございます。

石井石井石井石井ひでひでひでひでたけたけたけたけ
です！



○○○○産業産業産業産業のののの活性化活性化活性化活性化、、、、雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策のののの充実及充実及充実及充実及びびびび国際化国際化国際化国際化のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 産業活性化対策産業活性化対策産業活性化対策産業活性化対策のののの推進推進推進推進

(1) 活力ある兵庫の産業の構築 (2) 中小企業の自立と地域経済・雇用
の活性化の推進 ●従来からの取り組みに加えて、省エネルギー等、

新しいライフスタイルや価値観に対応した実需要の創出など、切れ目

のない経済・雇用対策を実施し、地域経済・雇用の活性化を推進す

ること。 (3) ものづくりブランド戦略等の推進
(4) ものづくりを支える人材の育成
(5) 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

２２２２ 雇用就業対策雇用就業対策雇用就業対策雇用就業対策のののの推進推進推進推進

(1) セーフティネットの構築 ●特にこの厳しい雇用情勢に対応していく

ため、住宅確保や生活資金・能力開発資金の貸し付け等の離職者支

援制度について、その拡充に積極的に取り組むこと。

(2) ワークライフバランスの推進 ●大企業だけでなく、中小企業も含め

た取り組みの中で、働き方の見直しによる仕事と生活の調和、地域に

おける子育て支援、若者の自立支援を推進すること。

(3) 雇用対策の充実 ●特に若年者の雇用の安定については、就業体

験等による職業意識の涵養や、若者しごと倶楽部等におけるキャリア

カウンセリングなど、行政・労使一体となって、雇用安定のための環境

づくりを進め、また、障がい者の雇用については、障害者雇用率制度

を中心として一層の雇用拡大を図ることとし、企業に対する制度の普

及・啓発や特例子会社設立への支援等を推進すること。

(4) 非正規雇用の待遇改善 ●非正規雇用から正規雇用への転換を

促進するとともに、正規雇用と非正規雇用の均等待遇・均衡処遇の

実現に向け、賃金のみならず、教育訓練機会の均等についても取り

組むこと。

３３３３ 交流交流交流交流のののの拡大拡大拡大拡大

(1) ひょうごのツーリズムの振興 (2) 国際交流の推進

○○○○環境適合型社会環境適合型社会環境適合型社会環境適合型社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 総合的総合的総合的総合的なななな環境施策環境施策環境施策環境施策のののの推進推進推進推進

(1) 環境適合型社会の形成 (2) 地球温暖化対策等の推進 ●エネル

ギー多量消費事業者の温室効果ガス排出抑制の自主的な取り組み

を促進し、また取り組みが十分でない企業に対する指導を強化する

など、産業部門における排出削減を積極的に進めること。

２２２２ 循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築・・・・地域環境負荷地域環境負荷地域環境負荷地域環境負荷のののの低減低減低減低減

(1) 循環型社会の構築 (2) 地域環境負荷の低減

３３３３ 生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの保全保全保全保全

(1) 里地・里山・里海等の自然再生の推進 (2)野生動植物の保全と共生

○○○○新新新新たなたなたなたな兵庫教育兵庫教育兵庫教育兵庫教育のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 基礎学力基礎学力基礎学力基礎学力のののの定着定着定着定着とととと個性個性個性個性をををを生生生生かすかすかすかす教育教育教育教育のののの推進推進推進推進

(1) 発達段階に応じた教育環境づくりの推進 ●少人数学級の着実な

拡充などにより、基礎・基本の学力の確実な定着や一人ひとりの個性・能

力を伸ばすなど、児童生徒の発達段階に応じた教育環境づくりを推進す

ること。 (2) 特色ある高等学校教育の展開 (3) 県立大学の自律的かつ
効率的な運営

２２２２ 豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進

(1) 「生きる力」を育む教育の充実 ●「自然学校」や「トライやる・ウィー

ク」等の成果を踏まえ、引き続き、児童生徒の発達段階に応じた体験教

育を推進すること。 (2) 学校における総合的な食育の推進

３３３３ 家庭家庭家庭家庭・・・・地域社会教育地域社会教育地域社会教育地域社会教育のののの充実充実充実充実

(1) 学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

４４４４ 学校教育学校教育学校教育学校教育のののの環境環境環境環境のののの整備整備整備整備

(1) 教育を受ける機会均等の保障 ●私立学校を含めた公教育におけ

る公費負担を増やすことによって教育を受ける機会の平等を図り、また

県立高校の統合再編に当たっては、通学の利便性等を十分に考慮し、

教育を受ける機会が損なわれることのないよう慎重に対応すること。

(2) 安全・安心な学校づくりの推進 (3) 教職員の勤務環境の改善

５５５５ 芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツのののの振興振興振興振興

(1) 芸術・文化の振興 (2) スポーツの振興

○○○○快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らすらすらすらす社会環境社会環境社会環境社会環境づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤のののの整備整備整備整備・・・・保全保全保全保全

(1) 社会資本ストックの有効活用 (2) 総合的な交通施策の推進 ●交

通政策を専門に担当する庁内横断的な部署を設置し、交通量の削減策、

公共交通の利用促進策、交通安全対策など、総合的な交通政策を推進

すること。 (3) 情報基盤の整備

２２２２ 都市都市都市都市のののの再生再生再生再生

(1) 都市機能の適正立地の推進 (2) 都市緑化・緑地保全の推進

３３３３ 安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちづくりのらせるまちづくりのらせるまちづくりのらせるまちづくりの推進推進推進推進

(1) ユニバーサルデザインのまちづくり ●「福祉のまちづくり」の下に、

公共交通、公共施設等の社会基盤の整備を進めるとともに、民間施設に

ついても協力を求め、高齢者や障がい者が安心できる公共空間のバリア

フリー化を一層強力に推進すること。 (2) 生活安心住宅の確保

○○○○食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率のののの向上向上向上向上とととと活力活力活力活力あるあるあるある農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 食料政策食料政策食料政策食料政策のののの総合的総合的総合的総合的なななな推進推進推進推進

(1) 安全・安心・良質な農林水産物の安定供給の実現
(2) 食と農への理解促進と食品リサイクルの推進 ●地産地消の推進と

ともに、特に次世代に対する「食育」の観点から、また日本型食生活

実践の観点から、米をはじめとした県産農林水産物の

学校給食への導入を促進すること。

２２２２ 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの活性化活性化活性化活性化

(1) 6次産業化の推進 ●地域の農林水産物の特徴を利用した商品の

開発・生産、市場の開拓、人材育成など、農林漁業者による生産から

加工・流通・販売までの取り組みに対する支援を行うこと。

(2) 農水産物ブランド戦略の推進 (3) 担い手対策の推進 ●家族経

営、集落営農、法人経営等の多様な主体による取り組みを支援する

とともに、加えて、Ｕターン・Ｉターン希望者や地元企業など、意欲と能

力のある者の参入を促進するための施策の充実を図ること。

(4) 林業の振興 (5) 水産業の振興

３３３３ 総合的総合的総合的総合的なななな農山漁村振興対策農山漁村振興対策農山漁村振興対策農山漁村振興対策のののの推進推進推進推進

(1) 農地・農業用水の保全 (2) 総合的な活性化対策の推進

石井石井石井石井 秀武秀武秀武秀武 （（（（いしいいしいいしいいしい ひでたけひでたけひでたけひでたけ））））

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）

〔現在〕 兵庫県議会議員（２期目）

総務常任委員会 委員 兵庫県都市計画審議会 委員

民主党兵庫県第４区総支部 所属 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

〔趣味〕 ドライブ 自転車 登山 （日本100名山挑戦中）
家庭菜園 他
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〒651-2133
神戸市西区枝吉1丁目215番地
E-mail:voice@ishiihidetake.net

TEL / 078-920-2200
FAX / 078-920-2211 どんどん

ご意見・ご要望を

お寄せ下さい。
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県政のご相談・お問い合わせは

事務所まで。必必必必ずごずごずごずご氏名氏名氏名氏名・・・・ごごごご連絡連絡連絡連絡

先先先先をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記

○○○○県民県民県民県民がががが安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる治安体制治安体制治安体制治安体制のののの充実充実充実充実とととと

危機管理危機管理危機管理危機管理にににに向向向向けてけてけてけて

１１１１ 治安治安治安治安のののの向上向上向上向上

(1) 総合的な地域安全対策の推進 (2) 犯罪の抑止と徹底検挙 ●警

察組織・人員の効率的な運用や初動捜査体制の整備など、捜査力・執

行力の充実・強化を図るとともに、特に銃器や薬物の密輸・密売の防止

を推進すること。 (3) 総合的な交通安全対策の推進 ●特に飲酒運転

や悪質な駐停車違反の取締り、暴走族の検挙、自転車による事故の防

止などを重点的に取り組むこと。 (4) 信頼される警察行政の推進

２２２２ 防災防災防災防災・・・・危機管理危機管理危機管理危機管理のののの推進推進推進推進

(1) 防災・危機管理体制の充実 ●自然災害や感染症、テロ等の危機

管理事案などに迅速かつ的確に対応するため、全庁的な連携を図るとと

もに、行政、警察、消防、保健・医療機関などの県域を越えた広域的な

ネットワークの構築など、危機管理体制を充実すること。

(2) 自然災害への対応 (3) 震災復興のフォローアップ

今年も六甲全山縦走大会（５６キロ・６回目）の申し込みを済ませました。

１１月の本番に向けて徐々に体力づくりに励んでいます。また、１２月には

フルマラソンの出場も考えており、完走目指して頑張ります。気力・体力を

充実させながら、しっかりと日々の活動に取り組んでまいります。


