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決算特別委員会に参画 10月２日〜10月24日

財政健全化へ決算状況を厳しくチェック
11月に入り、めっきり冷え込んできまし

も施策の重点化を図る「選択と集中」の徹

たが、お変わりございませんか。10月は地

底など厳しくチェックしていきます。

元西区の祭りやスポーツ、文化行事などに

11月に入り、これから平成26年度予算編

多数参加させていただき、皆さまと楽しい

成が本格化することになります。10月23日

ひと時を過ごさせていただきました。改め

には県予算に対しての神戸市からの要望

まして感謝申し上げます。

事項を矢田市長らから説明を受けました。

県議会で秋といえば決算です。第319回

皆さまからいただいた要望、意見などと併

定例県議会が 9 月24日から10月25日まで開

せて、事務局を務める県会神戸会として各

催され、平成24年度県決算案を集中審議す

会派の意見をまとめ神戸市関連の政策を

る決算特別委員会の委員として審査に臨み

近々、井戸知事に申し入れることにしてい

ました。

ます。

24年度の一般会計決算は、実質収支 5

10月27日の神戸市長選挙では新市長に

億 9 千 6 百万円の黒字、実質単年度収支

久元喜造氏が当選しました。県・市ともに

3 億 4 千 9 百万円の黒字となりました。しかし収支不足は

財政状況が厳しい中にあって、今以上に県・市が一体、協

565億円と、未だ本県の厳しい財政状況を反映したものとな

調して事業を進めていく必要があります。神戸選出の県議

っています。

会議員として県市のさらなる連携に一層努力いたします。も

このため、現在見直し作業が進められている第 ２ 次行革

ちろん県と市の役割分担はありますが、西区民のみなさまの

プランの着実な推進による持続可能な行財政構造の確立を

声をワンストップで受けとめ、行政にしっかりと届けてまいりま

強く要請しました。決算案は原案通り可決しましたが、今後

す。今後とものご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。

財政状況

企画県民部

税収確保の強化に向けた納税環境の整備

大規模災害に備えた広域防災の推進

収 納 窓 口の拡大を図 れ
石井 税収確保のため、収納窓口拡大など滞納にならな
い納税環境を一層整備することが重要だ。
税務課長

広域応援・受援実施要綱の徹底を
石井 広域災害に備
えた応援・受援体制を

平成26年1月の新税務電算システムの稼働に

市町とともに構築する

合わせ、コンビニ収納対象税目を申告税目以外の全税目に

ため関西広域連合が広

拡充するとともに、インターネットバンキングやＡＴＭか

域応援を実施する手順

らの収納が可能となるマルチペイメントネットワークの導

を取りまとめた「関西

入を行うなど、引き続き収納窓口の拡大を図っていく。

広域応援・受援実施要

石井 職員が大幅に削減されている状況の中、債権管理
支援チームによる各債権所管課とのノウハウの共有につい
てどのように進めていこうとしているのか。

綱」の徹底を図ること
が必要。

今年、神戸で行われた関西広域連合
の大規模図上訓練

防災局長 関西広域連合で市町職員も対象に要綱に基づ

財政課長 新規徴収職員を対象とする研修会の参加対象

く職員研修や広域防災訓練を定期的に実施することにして

を税務職員以外の職員にも広げ、税務職員とともに具体的

いる。今後ともこのような取り組みを進めることにより、

事例の検討を行う。債権所管課職員の専門的･法的知識の

研修、訓練から防災実務にわたる広範な市町との連携強化

向上やノウハウの蓄積に引き続き努める。

に努める。
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県土整備部

高齢者を悪質商法から守る取り組み

大規模自転車道の利活用策

消費者トラブル防止対策の強化を

播磨中央自転車道の全線開通急げ

石井 高齢者が悪質な投

石井 国内有数の魅力あ

資や訪問販売等の被害にあ

る自転車道として期待され

うケースが続発している。

る播磨中央自転車道線の全

高齢者トラブルを防止する

線開通に向けた見通しは。

ため、取り組みの強化を。
生活消費局長 被害防止

第57（決算特別委員会特集）号

道路保全課長 加古川市

高齢者消費トラブル防止に向
けて街頭キャンペーンを展開

境から加西市玉野町の「い

播磨中央自転車道

対策強化キャンペーンを展開した。今後も高齢者を支援す

こいの村はりま」までの１期工区13.6kmが、平成26年度

る人からの情報収集や提供、医療機関へのネットワークの

に完成する。２期工区着手の条件である利用増に向け、イ

拡充など高齢者の安全・安心な暮らしの推進に努める。

ベント開催など利用促進策を着実に進める。

企

業

庁
水道課長 地域のスポ

県有資産の有効活用

ーツ活動、催しなどに活

権現ダムを県民の憩いの場に

用されている。今後もダ

石井 資産の有効活用や地域おこしの観点から、周辺道

ム周辺で行われるイベン

路を含む権現ダムの活用について、県民局や市役所などの

ト等で、企業庁施設の利

権現ダム

団体から県民が広く参加できるイベントを開催する旨の申

用の申し出などがあれば、事業に支障のない範囲で協力し

し出があった場合、企業庁として協力が可能かどうか伺う。

ていきたい。

上記以外にも部局別審査において質問しましたので、詳しくは私のＨＰ（http://ishiihidetake.info）をご覧ください。

県立神戸高塚高校30周年記念式典に出席

日本100名山完全登頂

神戸高塚高等学校で挙

９月定例県議会

行された30周年記念式典

直前に「日本100

に出席し、10年前の20周

名山」で最後に残

年の時と同様に議会を代

していました「奥

表して祝辞を述べました

穂高岳」に登頂い

（時の経つ早さをしみじ

たしました。同行

みと感じました）。

のメンバーや天候

同時期に西神の地に誕生した滝川第二高等学校の30

に恵まれ、「試練と憧れ」を胸に刻みながらの感動の

周年式典にも参列いたしました。

登山となりました。

県立高校ならびに私学振興にも同年代の子どもを持

同時に今回の登山で3000Ｍ超級の21座も完全踏破い

つ親の目線で、これまでの経験を生かし、しっかりと

たしました（今は新たな目標を模索中です。今度は絵画

取り組んでいこうと決意も新たにいたしました。

や写真にも挑戦してみようかなと思っています）。
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
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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
行財政構造改革県民会議 委員 兵庫県競馬組合議会 議員
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名山踏破）他
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プロフィール

石井 秀武（いしい ひでたけ）

