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をご覧の皆様、
皆様、今年もはや3月。2月15日から3月18日までの日程で始まった
第308回定例県議会も代表・一般質問では今期限りで勇退を表明した17議員のう
ち6 議員が登壇され、県政に対する万感の想いを込めて質問されました。３月１日
からは予算特別委員会に舞台をうつし、平成２３年度の当初予算案の審議が行わ
れています。さて、この４年間を振り返ってみますと、新任期の始まった１年目には
産業労働常任委員会の委員長をはじめ、現在は農政環境常任委員会の委員長
を務めるなど、県議会の要職にも就き、私にとって大変充実した４年間でした。ま
た、県政に対する姿勢をしっかりと見てもらおうと、早朝より駅頭等での挨拶を毎月
欠かさず行い、“みるみる通信（県政報告）VOL２５～VOL４３”を作成・配布しなが
～もっと身近
もっと身近に
身近に県政を
県政を～
ら、県政に関わる情報提供を行い、多くの皆様からご意見、ご要望等をお伺いし、
その都度、県当局をはじめとする各関係機関とのやりとりの中で、地域の要望を実現してまいりました。一
方、議会における本会議や委員会での質問を振り返ってみますと、地域課題はもとより、県政全般にわたり、
適時、適切に、時期を得た質問をしてまいりました。しかし、４年前と同様、非常に多くの議案等について
審査・審議する必要がある一方で、会期制であるため、時間的な制約があることなどから、一人の議員とし
て発言できる機会は限られ、物足りなさを感じております。そういったことも踏まえ本会議や委員会での審
査・審議の活性化などさらなる議会改革が必要であると痛感していますし、議会の透明性の向上をさらに
推し進め、情報公開を徹底していかなければいけないと思っています。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。前回号でもご報告した通り、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。
４年間での
年間での主
での主な議会改革

議会における
議会における４
における４年間を
年間を振り返って

報酬・
報酬・費用弁償

平成19年4月 ● ２期目の当選
（24,188票でトップ当選、県内では得票数4位）

平成19年6月 ● 産業労働常任委員会 委員長に就任
（みるみる通信VOL25号で報告）

平成２０年２月定例会等において、「議会の議員の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」を可決し、議員報酬月額等の減額を行うと
ともに、会議諸費の廃止、旅行諸費の見直し等でより実態に即した費用弁償を
行うよう改めた。
＊従来より 報酬10％カット、旅行諸費約３５％カット(2,500円→1,650円)

平成20年2月 第294回定例県議会にて一般質問
政務調査費
（みるみる通信VOL29号で報告）

平成20年4月 ● 民主党・県民連合議員団 副幹事長に就任
（みるみる通信VOL30号で報告）

平成20年6月 ● 警察常任委員会に所属
平成20年9月 第296回定例県議会 決算特別委員会に所属
（みるみる通信VOL33号で報告）

平成20年12月 第297回定例県議会にて代表質問で登壇
（みるみる通信VOL34号で報告）

平成21年2月 第298回定例県議会 予算特別委員会に所属

平成２２年９月定例会において、「兵庫県政務調査費の交付に関する条の
一 部を改正する条例」を可決し、本年６月の新議会の任期開始から、政務調査
費・収支報告書の提出にあたり、１円以上のすべての支出に係る領収書の写し
の添付を義務化した。

議員定数の
議員定数の削減
兵庫県議会の議員定数の法定上限数は、１１１人となっているが、平成２２年
２月定例会において、現行の議員定数「９２人」をさらに「８９人」に改める「兵庫
県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数
に関する条例の一部を改正する条例」を可決し、次の一般選挙から施行するこ
ととなった。
＊全都道府県中削減率３位（H２１.５調査時点） ≪公約の一歩前進≫

（みるみる通信VOL35号で報告）
議会審議の
議会審議の活性化

平成21年6月 ● 総務常任委員会に所属
平成22年6月 ● 農政環境常任委員会 委員長に就任
（みるみる通信VOL40号で報告）

平成22年9月 第306回定例県議会にて一般質問
（みるみる通信VOL41号で報告）
※上記質問項目については裏面をご覧ください。
また、みるみる通信バックナンバーは私のホームページへ
アクセスしていただくとご覧になれます。

○本会議
本会議の
本会議の代表・
代表・一般質問における
一般質問における質疑
における質疑・
質疑・質問の
質問の回数制限について
回数制限について
平成２１年６月定例会より、質疑・質問時間の範囲内であれば、同一議題に
ついて、２回を超えて行えることとした。 ※従来２回まで
○委員会審議
委員会審議について
委員会審議について
新行革プランの適切な進行管理のためには、密接公社の経営状況等の監
視が不可欠であることから、公社等外郭団体の理事長等の参考人としての当
該委員会への招致を、関係委員会の判断により積極的に行い、審議の活性化
を図ったほか、議会ホームページ上に掲載している全委員会の記録について、
平成２１年６月の委員交代以降、発言議員の氏名を公表し、審議等の公開の
充実を図った。

第297回
回12月定例県議会
月定例県議会にて
月定例県議会にて代表質問
にて代表質問

第294回
回2月定例県議会
月定例県議会にて
月定例県議会にて一般質問
にて一般質問
１ 地方分権改革について
（１）三位一体の改革について
（２）道州制について
２ 地方債発行方針について
３ 農政環境部のあり方について
４ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理について
５ 将来の県立明石公園のあり方について
６ 交番設置の促進について

１ 県財政の状況について
2 社会保障の充実について
3 市町への権限移譲について
4 関西広域連合（仮称）について
5 建設業の構造改革と従事者の雇用確保について
6 「予防原則」を取り入れた教育施策について
7 ひょうご経済・雇用活性化プログラムの推進について
8 虐待防止を中心とした要保護児童対策の推進について
9 農水産物の流通改革について
10 地域活性化を見据えたツーリズムの推進について

第306回
回9月定例県議会
月定例県議会にて
月定例県議会にて一般質問
にて一般質問
1 公社等のあり方について
2 園芸特産物の新品種の育成等について
3 兵庫楽農生活センターを拠点とする農業ツーリズム
の展開について
4 スポーツの振興について
(1) 地域活性化に資するスポーツイベントについて
(2) 道路を利用したスポーツイベントに伴う交通対策について
5 神戸第三学区の普通科等定員の適正配置等について
6 神戸市西区の警察機能の強化について
7 阪神高速７号北神戸線の最高速度の引き上げについて

平成20年
回9月定例県議会
月定例県議会
平成 年 第296回
決算特別委員会
●健康福祉部
１ がん対策について
（１） 地域がん診療拠点病院の現状と
課題について
（２） 専門医の確保等について
（３） 乳がんの早期発見の推進について
２ 民生委員・児童委員について
（１） 委員の確保について
（２） 委員の質の向上について
３ グリーンピア三木の運営状況について

＊各質問項目の詳細については、石井ひでたけの
ホームページより本会議での議会中継（録画）等を
ご覧になれます。

●財政状況について

●教育委員会、企画県民部教育課
及び大学課

１ 県税収入の見積もりについて
２ 歳入欠陥に係る県民への説明について
３ 将来負担比率について
４ 先行取得用地について

１ 博物館施設の運営について
２ 競技スポーツの振興について
３ 全日制高校の分校について
４ 県立大学の課題について

●病院局
１ 県立がんセンターについて
（１） 機能純化による成果と課題について
（２） がん連携拠点病院の中核施設として
の役割について
（３） 腫瘍内科の運営状況と効果について
（４） 医薬分業について
（５） 療養環境の整備について
（６） 単年度黒字に向けた今後の取組について

平成21年
平成 年 第298回
回2月
月定例県議会 予算特別委員会

●公安委員会
１ 駐車禁止除外指定車標章の適正使用について
２ 信号機の設置について
（１） 設置場所の決定方法について
（２） 今後の整備方針について
３ 駐在所の建て替えについて
（１） 駐在所の現状と認識について
（２） 今後の対応について

●県土整備部

１ 公共事業の透明性の確保について
（１） 公共事業費の現況について
（２） 公共事業等審査会について
●企画県民部①（政策担当部長所管）・部外局
●平成21年度の財政状況について
１ 県有地信託事業について
① 委員の選出基準について
１ 平成21年度の県税収入について
（１） 訴訟の経緯について
② 評価調書作成過程に対する審査について
２ 市町への個人住民税徴収支援対策について
（２） 今後の対応について
（３） 事後評価について
（１）これまでの取り組みと成果について
２ 振り込め詐欺について
（４） 公共事業の効率性と実施過程の透明性の確保に
（２）平成21年度の取り組みについて
ついて
（３）平成22年度以降の市町支援のあり方について
●企画県民部②（企画財政局、管理局、教育・
（５） 公共事業の実施地域別予算について
３ 地方法人特別税及び譲与税について
情報局情報政策課、防災企画局、災害対策局） ２ 但馬空港の羽田直行便就航について
４ 公社等経営評価委員会について
３ 適正な業務執行体制の確保について
１ 地方債の発行について
●企業庁
（１） 仕組債について
１ 地域整備事業について
●教育委員会、
（２） 地方債発行金利の見通しについて
（１） 潮芦屋地区の分譲状況について
２ 住宅再建共済制度について
企画県民部教育課及び大学課
（２） 今後の地域整備事業における住宅分譲
１ 神戸フルマラソンについて
（１） 制度の課題について
のあり方について
（１） 実現に向けての課題について
（２） 目標達成に向けた人材の確保について
（３） ひょうご情報公園都市の整備について
（２） コース設定に係る県警等との協議について
（３） 評価システムについて
（３） 魅力ある大会づくりについて
（４） 今後の展開について

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 常任幹事 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

〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬５３７番地の３

E-mail:voice@ishiihidetake.net
TEL / 078-978-0667
どんどん
ご意見・ご要望を
FAX / 078-978-0668 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。

