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For The Future

農政環境常任委員会委員長に
農政環境常任委員会委員長に就任
HPをご
をご覧
をご覧の皆様、
皆様、暑い日が続きますが、お変わりなくご健勝にてお過ごしでしょうか。
政権交代からはや１年が経とうとしていますが、７月に行なわれた参議院選挙では、民主党政
権に大変厳しい結果となりました。国民の審判を真摯に受け止め、国民の生活が第一であると
いうことをしっかりと再認識し、その期待に応えていかなければいけないと思います。
さて、先の６月定例県議会において私は１年間、農政環境常任委員会に所属することになり、
３年前の産業労働常任委員会に引き続き、２度目の委員長に就任いたしました。
私たちの住む西区は兵庫県下でも屈指の農業生産地であり、かつ大消費地でもあります。国
の土地改良事業費等の大幅削減に伴う地域の不安解消や農家の戸別所得補償制度のモデ
ル事業の円滑な実施、安全安心な県産食品の安定供給や地域特性を生かした力強い農林水
～もっと身近
もっと身近に
身近に県政を
県政を～
産業の展開に加え、県民の食の安全・安心を確保するため、危機管理を徹底し、山積する農
林水産業を取り巻く諸課題に迅速に取り組むとともに、地球温暖化や生物の多様性をはじめとする環境問題への対応
など、広範囲の政策課題を所管する極めて重要な委員会です。しっかりと緊張感をもって舵取りに務めてまいります。
また、兵庫県では財政健全化のため、行財政構造改革を行っており、本年度は条例に基づく３年目の総点検の時期で
過去２回にわたる行財政構造改革において十二分に成果が得られなかったことも踏まえ、今回、経済雇用情勢や政権
交代に伴う国の動向など、プラン策定後の行財政環境の変化を踏まえた上で、プランの全項目について徹底した検証
を行っているところです。国の事業仕分け同様に県においても、無駄削減に向けて取り組んでいかなければなりません。
皆様方の更なるご理解とご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

＝第３０５回
３０５回６月定例県議会報告＝
月定例県議会報告＝

（６月３日～６月１１日開催
１１日開催）
日開催）

議決案件について
議決案件について

正副議長の選出
農政環境常任委員会に所属

（１）意見書の
意見書の議決（下記の４件を議決）
議決
新たな高速道路料金制度
たな高速道路料金制度の
高速道路料金制度の導入に
導入に関する意見書
する意見書
神戸淡路鳴門自動車道、阪神高速道路の新料金案について、利用者の負担を軽減し、公平かつ統一的な料金制度に見直すことなどを求めるもの。

地方自治体における
地方自治体における獣医師
における獣医師の
獣医師の確保対策等を
確保対策等を求める意見書
める意見書
公務員獣医師確保のため、勤務環境の改善、獣医師の公的役割に関する教育の充実、緊急時の応援体制整備を求めるもの。

新卒者等の
新卒者等の就職支援策のさらなる
就職支援策のさらなる実施
のさらなる実施を
実施を求める意見書
める意見書
卒業後３年間の「新卒」扱い、就職活動早期化の見直し等の新たな就職活動のルールづくりや新卒者の就職活動への経済的支援を求めるもの。

小規模高齢者施設の
小規模高齢者施設の防火体制の
防火体制の強化を
強化を求める意見書
める意見書
小規模高齢者施設について、スプリンクラー設置を義務化し、夜間の人員配置基準を強化するとともに、これらに対する財政的支援を求めるもの。

（２）請願の
請願の採択
新たに提出された２件と継続審査を行っている５件の計７件の請願について審査した結果、「政務調査費の領収書の公開範囲拡大を求める意見書」、
「裁判員制度の適切な実施に向けた諸条件の整備と取り調べの可視化を求める意見書」等の３件を継続審議とし、新規の２件を含め、４件を不採択
とした。 （＊政務調査費の件に関しては、自民会派等の反対により、平成１９年９月定例会以来、連続して計１２回、継続審査となっています。
現在、次期改選時以降、領収書の全面公開に向けて、各会派で検討中ですが、県民には理解しがたい状態になっています。行財政改革を進めて
いく上でも、まずは、議会改革にしっかり取り組んでいく必要があります。）

（３）その他
その他
「兵庫県議会委員会条例の一部を改正する条例」など条例案件４件、「抗インフルエンザウイルス薬の取得」など計１５件の案件を可決しました。

農政環境常任委員会活動報告
＝今後の
今後の委員会日程＝
委員会日程＝
・８月２日～４日
第１回目は６月１７日に第２回目は７月１６日に行われ、
管内行政調査（丹波・但馬地区）
委員長デビューしました。また、第１回目の管内行政
・9月１日～２日
調査は７月２２日、２３日の両日にわたり、東播磨、北播 管内行政調査（西播地区）
磨、淡路県民局管内の調査を行いました。現地に足を ・９月８日～１０日
管外行政調査（秋田・青森県方面）
運んで様々な取り組みを見せてもらうことはお互いに（ ・８月１７日 9月16日 １０時３０分～
視察先を含め）大変、意義のあることであると思います。 常任委員会
（委員会審議の様子）

県 議 会 傍 聴 の ご 案 内
＜本会議＞
本会議＞
●本会議の傍聴には、一般傍聴券によるものと議員の紹介によるものがあります。
●一般傍聴券は、会議当日に開会予定時刻の１時間前から議場棟１階（県庁2号館と3号館
の間）の 受付で先着順に交付しています。傍聴受付には、2号館南玄関からおこしください。
＜委員会＞
委員会＞
●常任委員会、特別委員会を傍聴する場合は、委員会
直近の
直近の議会日程
当日、開会予定時刻の30分前までに傍聴申出書を
本会議 第３０６回
３０６回９月定例県議会
提出する必要があります。
・９月２２日から１０月２６日までの３５日間
●受付は3号館1階玄関ロビーで行います。傍聴定員は
11時～
９月２２日（水） 開会日
２８日（火） 代表質問 10時～
各委員会10名で、定員を超える場合は抽選により
２９日
時～
２９日（水） 一般質問 10時
決定します。
＜一般質問で
で登壇予定＞
一般質問
登壇予定＞
☆ 兵庫県議会へのお問い合わせ 078(341)7711(代）
３０日（木） 一般質問 10時～
・本会議の傍聴／議会事務局 総務課 （内線5030）
10月１日（金） 一般質問 10時～
・委員会の傍聴／議会事務局 議事課 （内線5050）
4日（月） 常任委員会 10時30分～
５日（火） 常任委員会予備日
6日（水） 表決
11時～
10月26日（火） 閉会日 11時～

< お 知 ら せ >
・9月定例県議会において9月29日（水）の午前10時45分
頃から本会議場において一般質問に登壇予定です。
傍聴ご希望の方は事務所までご連絡ください。傍聴券を
手配いたします。 また、当日はインターネット議会中継も
していますので、ご自宅、職場等でもライブでご覧いただ
けます。 （http://hyogokengikai.jp/)
・県議会の活動をタイムリーに紹介する議会広報テレビ
番組「県議会リポート」では、今回、私の所属する農政環
境常任委員会の活動紹介を9月19日（日）午後6時30分
から午後7時までサンテレビジョンで放映されます。
是非、ご覧ください。

決算特別委員会
・10月7日（木）から25日（月）まで 10時～
常任委員会 10時30分～
・8月の閉会中の継続審議
8月16日（月） 〔総務、健康福祉、
産業労働、建設、文教、警察〕
17日（火） 〔農政環境
農政環境〕
農政環境
・9月の閉会中の継続審議
9月16日（木） 〔農政環境
農政環境、総務、
農政環境
産業労働、建設、文教、警察〕
17日（金） 〔健康福祉〕
（＊ 開始時間等詳しくは兵庫県議会まで
お問い合わせ下さい。）

♪～ 編集後記 ～ ♫
夏山登山には絶好の季節を迎えました。現在、日本100名山を
制覇すべく、時間を見つけて、一座一座登頂して、７０座を越え
ました。７０座目は「剱岳」。早月尾根の下山口にあった「試練と
憧れ」の石碑はまさに今の自分の心境に合致するものでした。
今年も六甲全山縦走大会の申し込みの時期が近づいてきまし
た。毎年、参加すべしかどうかを悩みながらも連続６回完走。秋
には「淡路島ロングライド１５０」－自転車で淡路島一周150キロ
を走る大会にも出場予定です。（エントリー済み）
（この仕事、何よりも頑健な体が必要です。）

（剱岳下山後、「試練と憧れ」の石碑をバックに）

また、市民農園（みるみるファーム）は現在、夏野菜から秋野菜に向けて準備中で順次、植え付けてい
ます。一方、大蔵谷ＩＣ近くにも新たに農地を借りたので、今、土作りに励んでいます。
＊＊自分で体験してそこで得た経験を生かしていくように頑張ってまいります。＊＊

〔現在〕 兵庫県議会議員（２期目）
農政環境常任委員会委員長 兵庫県都市計画審議会 委員
民主党兵庫県総支部連合会 副幹事長 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
〔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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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（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）

〒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
ご意見・ご要望を
FAX / 078-920-2211 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。

