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石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」

平成25年度県当初予算編成に向けて、 ８ テーマ70項
め、11月 ９ 日、井戸知事に申し入れを行いました。

＊ホームページをリニューアル（ 1 月～）

ホームページをリニューアルし、ブログに力をいれました
が、年末には失速気味となりました。さらに改良を加え、より
身近に情報発信できるように工夫します。
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＊会派の政務調査会長に就任（ 4 月～）

兵庫県議会民主党・県民連合議員団の政務調査会長に就任い
たしました。執行部入りし、登庁する機会も多く、国と地方が
ねじれる中、その対応に追われました。

＊ダイエットに挑戦！（ 6 月～）

6 月から半年間、ダイエットに励み、10キロ以上減量しまし
た。今年はリバウンドしないように真価が問われそうです。

＊文教常任委員会に所属（ 6 月～）

10年目にして初めて文教常任委員会に所属しました。これで
県議会のすべての委員会に所属したことになります。併せて議
会運営委員会にも所属しています。

＊生まれてはじめての手術（ 6 月）

以前から視力の低下に悩んでおり、思い切ってレーシックの
手術を受けました。経過は順調で、半年たった今では両目とも
１ ． ５ あります。

～絆と挑戦～

昨年を振り返って
＊ドイツに視察（ 7 月）

会派でドイツのベルリン市やミュンヘン市などを訪問し、縮
小する都市問題や連邦制などを調査してきました。今回の視察
の成果の一端は代表質問でも披露いたしました。

＊第314回 9 月定例県議会

代表質問に登壇（ 9 月）

県議会で初の分割質問で登壇いたしました。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でご覧ください。
（http://www.ishiihidetake.info）

＊第 2 回神戸マラソンに挑戦！（11月）
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年末に行われた総選挙の結果を真摯に受け止め、決意も新た
により一層の緊張感と機動力をもって県政に全力投球してまい
ります。

＊駅立ち12年。13年目に入る（12月）

毎月欠かさず継続している朝の各駅頭での駅立ちも、総選挙
の影響で12月は実行できるか危ぶまれましたが、選挙の翌々日
からは再開し、欠かすことなく13年目を迎えました。
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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
平成15年、二度目の挑戦で県議会初当選
平成19年・23年 再選
〔現在〕兵庫県議会議員（３期目） 会派政務調査会長
議会運営委員会 委員
文教常任委員会 委員
兵庫県薬事審議会 委員
民主党兵庫県総支部連合会 副幹事長
兵庫県宅地建物取引業協会 顧問 兵庫県議会スポーツ振
興議員連盟 副会長 兵庫県自転車競技連盟 顧問 他
〔趣味〕ドライブ 自転車 登山（日本100名山挑戦中）他

第51号

平成24年 石井ひでたけ １０トピックス

目にわたる要望を民主党・県民連合議員団としてまと

「新しい公共」の実現

2013（平成25）年 １ 月

