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For The Future

＊＊＊ ２０１１年
２０１１年 自立新時代に
自立新時代に向かって！
かって！ ＊＊＊
HPをご
をご覧
をご覧の皆様、
皆様、旧年中は何かとお世話になりありがとうございました。皆様方に
おかれましては２０１１年の新春をいかがお過ごしでしょうか？私は昨年に引き続き、
地元の高塚山を愛する会が主催する「初詣と初日の出を！」に参加しました。午前７
時３０分、今か今かと待ちわびながら、素晴らしいご来光を礼拝することが出来ました。
今年もまた、新たな気持ちで１年を迎えることができました。感謝です。
『21世紀の幕開けから10年、新しい社会のしくみづくりが模索されています。デフレ
経済下で経済雇用の停滞が長く続き、先行きに対する閉塞感が漂っています。まず
はデフレ円高対策を適切に実行し、あわせて社会的枠組を再構築して将来不安を
～もっと身近
もっと身近に
身近に県政を
県政を～ 払拭するとともに、多様な地域が個性を発揮して元気な地域づくりを進めなければ
なりません。そのためにも、短期、中長期を見極め、直面する課題を明らかにし、将来
ビジョンを描き、シナリオを準備して力強く実行する必要があります。（中略）
自ら考え行動する人々が拓く新時代に向かって、変化に負けない元気な兵庫を創って
いきましょう。』 今回、兵庫県の平成２３年新年の抱負の一部を掲載させていただきました。
いま、地方自治を取り巻く環境も大きく変化する中で、地方議会もその存在意義を問われて
います。すなわち議員そのものの姿勢が問われています。そのことをしっかりと自覚し、
自立した議会を目指して決意も新たに県政に全力投球してまいります。

＊第
第３０７回
回１２月定例県議会報告
＊
３０７回
１２月定例県議会報告＊
月定例県議会報告＊
＊
（１２月
１２月３日～１５日開催
１５日開催）
日開催）
１ 議決案件について
議決案件について
（１）意見書の
意見書の議決（下記８件を議決）
議決
（２月１５日～３月１８日開催予定）
・「薬物乱用対策のさらなる強化を求める意見書」
・「児童福祉施策としての保育制度の維持と改善を求める意見書」
・「「明石－淡路航路」フェリーの運航再開と離職者の雇用対策を早急に求める意見書」
・「環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉参加への慎重な対応を求める意見書」
・「切れ目ない中小企業支援策を求める意見書」
・「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立等を求める意見書」
・「議員の位置付けの明確化及び都道府県議会議員の選挙区制度の見直しの早期実現を
求める意見書」
・「関西広域連合の実効性を高めるための積極的な取り組みを求める意見書」

（２）請願の
請願の採択
新たに提出された１７件と継続審査を行っている２件の計１９件の請願について審査した結果、
「児童福祉施策としての保育制度の維持と改善を求める意見書提出の件」、「明石－淡路航路」
フェリーの運航再開と離職者の雇用対策を早急に求める意見書提出の件」など計５件を採択し、
５件を継続審査、９件を不採択とした。

（３）その他
その他
「議会の議員の議員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」の制定など条例案件５件、「平成２２年度補正予算」
などその他の議決案件計１６件について可決した。

２ 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、一般質問３人）

２月１５日 本会議（開会）
１８日 本会議（追加上程）
２１日 本会議（代表質問）
２２日～２４日 本会議（一般質問）
２５日 常任委員会
２８日 本会議（補正表決）
３月１日～１５日 予算特別委員会
＊平成23年度予算等が審査される予定です＊
１６日 本会議（当初表決）
１７日 常任委員会
１８日 本会議（閉会）

出前 県政要望
県政要望 ご意見拝聴の
意見拝聴の会ご案内
皆様方のもとに直接お伺いし、兵庫県政に対する
ご意見・ご要望をお聞かせいただく会です。座談会
のような形で何人かお集まりになられる機会がある
時に、是非、お声掛けください。
〈日程調整等、
日程調整等、事務所までご
事務所までご連絡
までご連絡いただければ
連絡いただければ幸
いただければ幸いです〉
いです〉
事務所 ☎078-920-2200 担当：
担当：森川

昨年を
昨年を振り返って～
って～平成２２
平成２２年
２２年 石井ひで
石井ひでたけ
ひでたけ １０トピックス
１０トピックス～
トピックス～
＊農政環境常任委員会 委員長に
委員長に就任（６月～）

＊第２２回参議院議員通常選挙
２２回参議院議員通常選挙

３年前の産業労働常任委員会の委員長に引き続き、今回所属
している農政環境常任委員会の委員長に就任いたしました。
１１月には政権とのパイプを生かし、農林水産大臣等に今年度の
農林関係予算等の確保のため上京し兵庫県の実状を訴えました。

（７月）

政権交代以降、民主党に対する期待とは裏腹に国民の生活
が第一であるという主張からは大きくかけ離れたように見える
中央での動きに民主党にとって厳しい審判が下されました。
結果を真摯に受止め、地道に地域で活動を行います。

＊みるみる通信
みるみる通信（
通信（県政報告）
県政報告） Vol. ４０ 発行（８月）
＊駅立ち
駅立ち１０年
１０年。 １１年目
１１年目に
年目に入る（１２月
１２月～）
私の県議会活動報告として一部地域を除き、約２ヶ月に１回の
朝の各駅での駅立ちも、毎月欠かすことなく継続し、昨年の
割合で西区全戸にポスティング。昨年８月には４０号を発行する
１２月で１１年目に入りました。 初心忘れず、感謝の気持ちです。
ことができました。真夏や真冬のポスティングは、ほんと大変です。

＊みるみるファーム
みるみるファーム（
ファーム（市民農園）
市民農園）（７年目）
年目）
＊第３０６回
３０６回９月定例県議会 一般質問で
一般質問で登壇（９月）
昨年の猛暑には参りましたが、地元の農家さんの指導もあり、
順調に収穫出来ました。 今年はさらに大きな区画で挑戦します。

地元西区のことを中心に、農政、教育、警察に対する質問に
重点を置いて7項目8問にわたり、質問いたしました。
詳しくは、私のホームページから議会中継録画および議事録
がご覧になれます。（
（http://www.ishiihidetake.net）
）

＊淡路島ロングライド
淡路島ロングライド１５０
ロングライド１５０ 完走（１０月
１０月）
１０月に行われた淡路島１周１５０キロを自転車で走る
大会に参加し、雨の中、制限時間内に完走しました。
３月には吉野川リバーサイドハーフマラソンにも参加し、
強風の中、完走しました。 今年は、神戸マラソン頑張ります！

＊南米友好議員団の
南米友好議員団の一員として
一員としてブラジル
としてブラジル訪問
ブラジル訪問（１１月
１１月）
ブラジル兵庫県人会50周年記念式典およびパラナ州友好提携
40周年記念行事出席のため、議長と先輩議員３名で兵庫県議会
を代表してブラジルを訪問しました。
異国の大地で生きぬく日系ブラジル人の力強さに感銘しました。

＊六甲全山縦走大会 参加（１１月
１１月）
連続７回目の六甲全山縦走大会に参加し完走しました。
また、地元の各自治会等で行われたウォーキングにも
積極的に参加し、地域の良さを再発見しました。
本格的に挑戦している日本百名山の登山も昨年迄で
７７座登頂いたしました。

＊県政報告会を
県政報告会を開催（１２月
１２月）
昨年の仕上げに西区民センター大ホールにて
県政報告会を開催いたしました。多くの方々に
ご来場いただき、感謝、感謝です。

＊
平成２２年
１０大
ニュース＊
２２年
＊＊
＊平成２２
平成
年 県政
県政 １０大
１０
大ニュース＊
ニュース
＊＊
＊
1 震災から
震災から15
から15 年経験と
年経験と教訓を
教訓を国内外・
国内外・次世代にさらに
次世代にさらに発信
にさらに発信
皇太子同妃両殿下御臨席のもと15 周年追悼式典を開催、国連が
防災・減災の模範都市に兵庫県を認定、家財再建共済制度とひょうご
災害緊急支援隊を創設

6 友好提携周年記念事業や
友好提携周年記念事業や観光プロモーション
観光プロモーションの
プロモーションの実施により
実施により国際
により国際・
国際・
観光交流深まる
まる
観光交流深
ブラジルパラナ州と中国海南省で記念事業を実施、上海万博での観光
プロモーションやあいたい兵庫キャンペーンで兵庫の魅力を紹介

2 都道府県レベル
都道府県レベルでは
レベルでは全国初
では全国初となる
全国初となる特別地方公共団体
となる特別地方公共団体
「関西広域連合」
関西広域連合」が設立
関西における広域行政を展開し、地方分権改革の突破口を開く、
井戸知事が初代連合長に

7 ドクターヘリの
ドクターヘリの共同運航開始により
共同運航開始により県北部
により県北部の
県北部の救急医療体制が
救急医療体制が充実
開始から600 回を超える運航実績で地域医療に貢献
8 淡路花博2010
淡路花博2010「
2010「花みどりフェア
みどりフェア」
フェア」に約219 万人が
万人が来場
「人と自然の新たなコラボレーション」をテーマに緑化再生・環境再生の
重要性をアピール、全国「みどりの愛護」のつどいも三木市で開催

3 第２次新行革プラン
次新行革プラン策定
プラン策定に
策定に向けた取組始
けた取組始まる
取組始まる
持続可能な行財政基盤の確立に向け、改革を着実に推進
4 山陰海岸ジオパーク
山陰海岸ジオパークが
ジオパークが世界ジオパークネットワーク
世界ジオパークネットワーク(
ジオパークネットワーク(ＧＧＮ)
ＧＧＮ)に加盟認定
貴重な地質遺産の保全・活用やそこで育まれたコウノトリの野生復帰など
持続可能な地域社会を目指す官民協働の取組が進展
5 山手幹線の
山手幹線の全線開通や
全線開通や余部鉄橋の
余部鉄橋の架け替えなど兵庫
えなど兵庫の
兵庫の社会基盤
づくり進
づくり進む
武庫川水系河川整備計画（案）の策定など未来に向けた取組も推進

10 緊急経済対策の
緊急経済対策の実施と
実施と産業集積・
産業集積・競争力強化のための
競争力強化のための基盤
のための基盤
整備推進
２度の補正予算で緊急経済対策を実施、「阪神港」が国際コンテナ戦略
港湾に決定、次世代スパコン「京」の整備進む

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）
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）
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 顧問 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

9 県立芸術文化センター
県立芸術文化センター開館
センター開館５
開館５周年累計公演入場者数が
周年累計公演入場者数が250万人
250万人を
万人を
突破するなど
突破するなど県立芸術文化施設
するなど県立芸術文化施設が
県立芸術文化施設が盛況
陶芸美術館も開館５周年で累計入館者数50 万人を突破、県立美術館は
年度別来館者数（21 年度）が過去最高の約105 万人を記録

〒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。

