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～もっと身近に県政を～ 

   皆様、こんにちは。暑い日が続きますが、ご健勝にてお過ごしでしょうか？ 

６月定例会終了後、知事選挙・参議院選挙があり、県政報告「みるみる通信」
を発行するのが、例年より遅れ申し訳ございません。選挙戦を通してお伺いい
たしましたご意見・ご要望をしっかりと県政へ繋いでまいります。 

さて、私事で誠に恐縮ですが、５月に井戸知事より平成２５年兵庫県功労者表
彰を授与されました。皆様方に兵庫県議会に送っていただき、１０年。もっとこ
れからも頑張れとの激励の意を込めての受賞であると思っております。改めて
初心に立ち返り、全力で県政に取り組む決意をいたしました。 

 
 

 
兵庫県自転車競技連盟会長に就任 

 

 

 

いつもお世話になり ありがとう                
ございます。                

石井ひでたけ 
         です！ 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

兵庫のじぎく国体前から顧問として県との窓口として 

主に活動してまいりましたが、４月から兵庫県自転車 

競技連盟の会長に就任いたしました。 
 

県立明石公園内にある自転車競技場を 

拠点に新たな大会の誘致等をはじめ、 

自転車競技を通して青少年の育成、 

地域の振興に努めてまいります。 

あわせて、健康増進、エコ等の観点から 

も自転車がより安全に快適に利用できる 

ように県施策に反映できるように発信してまいります。 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

第318回6月定例県議会報告（6月4日～12日開催） 

 1 可決・採択された主な議案等は以下のとおりです。 
 

〇予算 

・平成２５年度兵庫県一般会計補正予算 等 

〇条例 

・職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

・兵庫県子ども・子育て会議条例 等 

〇その他の議決案件 

・公立大学法人兵庫県立大学中期目標の策定 

・監査委員の選任の同意 等 

〇意見書 

・電力需給安定化のためのエネルギー政策の着実な実行を 

 求める意見書 

・Ｂ型・Ｃ型肝炎患者等の救済を求める意見書 

・国による総合的な過労死防止対策の実施を求める意見書 

・「障害者差別解消法」の早期制定と「障害者権利条約」 
 の早期批准等を求める意見書 

・空き家問題解消に向けた一層の対策を求める意見書 等 
 

 ２ 代表質問について 

 今定例会では3人（自民・民主・公明）が代表質問を行った。 
 

 ３ 正副議長選挙 

 残念ながら今回も正副議長ともに自民から選任 
 

 ４ 特別委員会の設置 

・行財政構造改革調査特別委員会   

・議員定数等調査特別委員会  

 
 

次回 第319回9月定例会予定 

（会期 9月24日～10月25日まで32日間の予定） 

9月24日（火） 本会議 開会 

         議案上程、知事提案説明 等 

9月27日（金） 本会議 代表質問＊ 

9月30日（月） 本会議 一般質問 

１０月1日（火） 本会議 一般質問 

１０月2日（水） 本会議 一般質問 

１０月3日（木） 常任委員会 付託議案審査 

１０月7日（月） 本会議 委員長報告、追加上程、表決 等 

１０月8日（火）～24日（木） 
          決算特別委員会 付託議案審査 

１０月25日（金） 本会議 閉会 

          委員長報告、請願処理、表決 等 

＊今年度 

 決算特別委員として 

 付託議案審査を 

 行う予定です 

～一歩一歩 前へ～ 

  ６月定例会で、農政環境常任委員会に所属することになりました。３度目の委員会所属ですので、大変楽しみに 

しておりますし、特に県内農業の振興、エネルギー問題には力をいれて取り組んでいきたいと思っています。 

  また、昨年に引き続き、議会運営委員会の委員にも選任されました。併せて、兵庫県議会広報委員会の副委員 

長、議員定数等調査特別委員会の副委員長にも就任いたしました。そして選挙の結果、兵庫県競馬組合議会の 

議員にも選出されました。会派内では幹事長として、また、県議会においてもこのような重責を担う立場を与えられ、 

身の引き締まる思いですが、何事にも積極的に果敢に取り組んでまいりますので、今後とものご指導・ご鞭撻を 

よろしくお願いいたします。 
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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）  会派幹事長  

議会運営委員会 委員  農政環境常任委員会 委員   

議員定数等調査特別委員会・ 広報委員会 各副委員長   

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 会長他  

〔趣味〕 ドライブ 自転車  登山 （日本100名山挑戦中）他  
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      〒651-2113 
      神戸市西区伊川谷町有瀬５３７－３ 

      E-mail:ishiihidetake@gmail.com 
        TEL / 078-978-0667 
        FAX / 078-978-0668 

どんどん 

ご意見・ご要望を 

お寄せ下さい。 
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県政のご相談・お問い合わせは
事務所まで。必ずご氏名・ご連絡
先をお知らせください。 

 ～月曜県政相談会開催中～ 

民主党・県民連合議員団 2013年基本活動方針（項目抜粋） 

１ 県民の参画と協働で「地域主権社会」を目指します 

中央集権の社会システムから脱却し、地域の住民一人 

ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に 

責任を負う「地域主権社会」を目指します。 

・地域の自主性及び自立性の向上 

・行財政構造改革の推進 

・参画と協働による「新しい公共」の実現 
 

２ お互いに支え合う「健康福祉社会」を目指します 

超高齢社会を迎えるにあたり、県民がお互いに支え合う 

ことができる医療・福祉制度の構築に努め、全ての県民 

が生涯にわたって地域の中で暮らし、学び続けることが 

できる「健康福祉社会」を目指します。 

・健康づくり対策の推進  

・地域医療の確保 

・高齢者福祉・介護の充実  

・障がい者福祉の充実 

・生活困窮者支援の充実  

・少子化対策の総合的な推進 

・消費者保護の推進 

・自殺対策の推進  

   

３ 生き抜く力を育み「子どもが輝く社会」を目指します 

全ての子どもに対して個性や発達に応じた教育を提供 

し、豊かな心や生涯にわたって学び続ける姿勢、さらに 

は主体的に生き抜く力を育むことで「子どもが輝く社会」 
を目指します。 

・児童生徒の発達段階に応じた教育環境の充実 

・特別支援教育の充実 

・特色ある高等学校教育の展開 

・県立大学の自律的かつ効率的な運営 

・芸術文化・スポーツの振興 

・生涯学習の推進 
 

４ 命を守る「危機管理型社会」を目指します 

阪神・淡路大震災から復興してきた経験やその取り組み 

を礎として、自然災害やあらゆる事件・事故からの被害を 

最小限に抑えられるよう、県民の命を守る「危機管理型 

社会」を目指します。  

・防災・減災の徹底 

・東日本大震災の被災者・被災地に対する支援体制 

   の強化 

・防災副首都の関西誘致 

・総合的な地域安全対策 

 

５ 雇用を創出する「産業活力社会」を目指します 

若者、女性、高齢者、障がい者など働く意欲のある全ての
人々が、能力を発揮し、安心して働くことのできる雇 

用機会の創出に努め、公共事業依存型の地域経済 

から転換を図り、新しい時代にふさわしい雇用を中心と 

した「産業活力社会」を目指します。 

・産業活性化対策の推進 

・雇用就業対策の推進 

・観光振興 
 

６ 持続可能な「環境循環型社会」を目指します 

兵庫県の豊かな自然環境を次世代に残していくため、 

環境教育をはじめとする普及啓発に加え技術開発 

支援、経済的支援などを一体的に推進することにより 

環境負荷の低減に取り組み、限りある資源を有効に 

活用する持続可能な「環境循環型社会」を目指します。 

・実効性あるエネルギー対策の推進 

・地球温暖化対策等の推進 

・環境の保全・再生の推進 

・農林水産業の活性化 
 

７ 地域特性を活かした「快適で潤いのある社会」を 

目指します 

社会基盤の整備・保全を通じて「日本の縮図」と言われ 

る兵庫県の地域特性を活かした「快適で潤いのある社会」を
目指します。 

・社会基盤の整備・保全 

・総合的な交通施策の推進 

・都市機能の適正立地の推進 

・都市緑化・緑地保全の推進 

・ユニバーサルデザインのまちづくり 
 

８ 多様性を認め合う「こころ豊かな共生社会」を 

目指します 

人権尊重を基本理念とし、県民がお互いの価値観や 

多様性を認め合い、個人や組織の活力を活かす「多文化
共生社会」を目指します。 

・人権尊重の行政と教育の推進 

・男女共同参画社会の実現 

・多文化共生社会の実現 

・国際交流の推進 

持続可能な兵庫をつくる８つの社会像と方向性 

会派の今年度の基本活動方針を政調ラインを中心 

に議員団の意見を調整しまとめました。 

これをもとに、９月には知事に対して来年度の当初 

予算編成に対する重要政策提言、１１月には来年 

度の予算編成に対する申入れを行います。 
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