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まっすぐに ひたむきに
県政へ 全力投球
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For The Future

民主党・県民連合県議団

平成25年５月吉日

石井ひでたけ県政報告

いつ

いつもお世話になり
ありがとう ございます
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幹事長に就任

不断の改革 ! 活力維持できる財政構築へ
新緑の候、皆様方にはいかがお過ご
しでしょうか。この度、平成25年度の

れましたのでご報
告いたします。

民主党・県民連合議員団の幹事長を拝

さて、兵庫県で

命致しました。１年間しっかりと会派

は今後４年間の舵

運営に務めてまいります。

取りを担う知事選

〜もっと身近に県政を〜

また、４月13日の淡路島を震源とす

挙が７月に執行さ

る地震災害で被災された方々にお見舞

れます。井戸知事

い申し上げます。民主県連と合同で被

が２月県議会の最

災地を視察した結果をまとめ、復旧対

終日に出馬表明いたしました。これに

ちにおちいることが懸念され、身の丈

策、安全安心対策を井戸知事に申し入

先立ち団内において井戸県政３期目を

に合った県政運営の観点も踏まえ不断

評価・検証する委員会を設け、集約し

の改革に努めなければなりません。

岸口実前幹事長とともに井戸知事の県政運営に
対する緊急政策提言を行いました

点的に実施しようとしていま
淡路地震災害で井戸知事に申し入れ
を行いました

すが、副作用として長期金利
が上昇すると県財政は崖っぷ

た意見を報告書にまとめ井戸知事に報

今を生きる私たちの責務として、活

告しました。また、改善点や充実が求

力を維持できる県財政を構築し、子ど

められる分野を「県政への緊急政策提

もたちが夢と希望をもって、いきいき

言」として知事に提示しました。

と暮らす故郷づくりに今年度もまい進

一方、今年度は行財政改革３年目の
総点検の年です。政府は投資事業を重

する決意ですので、ご指導・ご鞭撻を
お願いいたします。

第317回2月定例県議会（2月19日〜3月25日）

平成25年度県当初予算案など可決
総額で３兆2,377億円に

開会日には芸術文化センター管弦楽団による議場コンサートが行われました

のぼる平成25年度当初予

平成25年度当初予算
総額３兆 2，377 億円
一般会計１兆 ９，５８１ 億円
特別会計１兆 ８７２ 億円
公営企業会計 １，９２４ 億円

算案などを審議する第

のための12月・２月補正

317回定例県議会が２月

予算とあわせた16カ月予

19日から３月25日まで開

算としての推進を基本方

かれ、同予算案や公立大

針に編成されました。

学法人兵庫県立大学の設
立等に関する条例など計
87件の議案、５件の意見

神戸県民局管内では、

先進・創造性あるチャレンジ事業創設

○県民交流広場フォロー
アップ事業○農都こうべ

書、１件の決議を可決し

を基本にした施策の選択と

るチャレンジ事業の実施な

食農教育推進事業○ホタ

ました。

集中による重点化②国の政

ど県民ニーズに対応した重

ル飛び交う生息空間の保

25年度県当初予算案

策動向の注視・検証と予算

点施策の推進④デフレ脱却

全などの事業が実施され

は、①第２次行革プラン

への反映③先進・創造性あ

に向けた切れ目のない経済

ます。

⑵

石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」
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神出バイバスが部分開通（３月16日）

復旧・復興対策を知事に要請

渋滞が緩和、安全が向上

亀裂が入った運 動 場
など被災状況を 視 察

淡路地震被災地を視察（４月17日）

西区平野町常本から同神出町小
束野を結ぶ国道175号神出バイパ
ス（延長5.7㎞）のうち神出町北

竹の台小学生が議場見学（２月22日）

から小束野間

県議会の仕事を説明

2.2㎞が完成

４月13日午前５時33分、最大震

２月定例県議会開会中に地元の

しました。こ

度６弱を観測した地震で、４月17

竹の台小学校の 6 年生が議場見学

れにより交通

日、震源地で最も被害が大きい淡

に来ました。わずかな時間でした

渋滞の緩和、

路地域を視察しました。淡路県民

が、県議会での仕事の様子を説明

安全の確保が

局長、洲本市副市長らと意見交換

させていただきました。元気な子

期待されます。３月16日に開かれ

し、支援制度の拡充、二次被害防

供たちの姿に癒されたひと時でし

た開通式典に出席し、地元の皆さ

止、被災地の活性化などの復旧・

た。（議場見学等は随時行ってい

んとともに悲願を喜び合い、全線

復興対策をまとめ、井戸知事に早

ますので、機会があれば是非お越

の早期完成へ努力することを約束

急な取り組みを要請しました。

しください。）

しました。

開通式に出席しました

ピ ー タ ー・
ＩＡＧＴＯ
会長と懇談

新しい芽吹きを確かなものに

ゴルフツーリズムの推進めざす
昨年会派で北海道ゴルフ協会を

ほっと一息

協会長と意見交換（３月３日）

淡路市の風力発電
施設を視察

国際ゴルフ

ツアーオペ
レーター

視察した際に、アジアゴルフツー

２月定例会終了後、会派で管内

リズムコンベンションの開催候補

調査を行いました。今回は主に淡

地として日本の可能性があると聞

路島を中心に南あわじの農業の

き、是非その時には関西で開催で

取り組みやパソナの「ここから

きないかとの思いを持っていたと

淡路で会派管内調査（３月27〜28日）

ころ、運よく、欧米のゴルフ・
ツーリズムで先鞭を付けた国際ゴ

自然エネルギーの活用探る

ルフツアーオペレーター協会（Ｉ

村」、企業庁の遊休地を活用した

ＡＧＴＯ）の会長で、その権威で

太陽光発電の現地調査や関西電力

あるピーター・ウォルトン氏と懇

の風力発電の取り組み、そして兵

談の場を持つことができ、有意義

庫区にある三菱重工の原子力事業

な意見交換を行いました。

の取り組みを視察いたしました。

事

早く満開を迎え、今回は葉
桜中心の「さくら祭り」と
なりましたが、晴天に恵ま
れ、多くの家族 連れで賑

賑やかに西神中央公園さくら祭り（４月13日）

春の陽ざしの中、地元の方々と交流
わってい
ました。
また、今
年は県民
局長や区
長も代わり、毎年恒例ですが、こ
の場が名刺交換の場となりました。
（地元の方々からもいろんなご意見
をいただきました。）

伊川谷事務所
〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬537- 3
TEL/078-978-0667

E-mail：ishiihidetake@gmail.com

玉津事務所
〒651-2133
神戸市西区枝吉 1 -215
TEL/078-920-2200

県政に対する相談・お問い合わせは石井ひでたけ事務所
まで。必ずご氏名・ご連絡先をお知らせ下さい。
月曜県政相談会 （原則毎週月曜日開催AM10:00～12:00）
場所:伊川谷事務所
どんどんご意見・要望をお寄せ下さい
山陽新幹線

所
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公務等で不在の場合が
ありますので、ホーム
ページか事務所で確認
の上、お越し下さい。

務

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） 会派幹事長
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 組織委員会委員長
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

石井ひでたけ

プロフィール

石井 秀武（いしい ひでたけ）

今年は例年より10日ほど

