⑷

クリングロード「播磨中

シニア世代を対象にした全国総合スポーツ大会「日本スポーツマスター
ズ2017」の兵庫県での開催が決定しました。私は健康と生きがいの基本に

しました。これを記念し

央自転車道」が全線開通
たサイクリングイベント

なる生涯スポーツの振興や、スポーツツーリズムの普及に取り組んできま
したが、その大きな弾みになるものと、大いに歓迎し、大成功を収めるよ
う準備に協力し、これまでの経験を生かしてさまざまな提案を行っていき

が11月１日に行われ、神
戸電鉄と北条鉄道にサイ
クルトレインが運行しま

たいと考えています。

した。
自転車を通じて健康づ

生涯スポーツの普及・振興に大きな弾み
日本スポーツマスターズは、ス
ポーツ愛好者の中で、競技志向の高

とから、兵庫の魅力を全国にアピール

ツーリズム振興などの観

する絶好の機会となります。

点から早期全線開通と、

大会の実施計画等はこれから協議さ

長距離を楽しむサイクリ

れることになりますが、県議会議員と

ストはもちろん、家族連

して積極的に参画します。

れや観光客などにも魅力を感じて

いマスターズ世代を対象としたス
ポーツの祭典です。
全国で初めての総合競技大会とし

くり、地域間交流による

また、県自転車競技連盟の会長とし

いただけるよう、利活用の仕掛け

年、全国各地で開催されています。

て13競技のコア競技の一つである自転

づくりを県に要望してきました。

日本スポーツマスターズの兵庫県

車競技については、関係者と力を合わ

今回のサイクルトレインは、神

での開催は生涯スポーツの普及・振

せて、成功裡に導いていけるよう、

戸電鉄での運行は初めてで、西鈴

興が大いに期待されるとともに、約

しっかりと取り組んでまいります。ご

蘭台駅～粟生駅で実施されまし

8000人の参加者が予定されているこ

支援よろしくお願いいたします。

た。交流人口の拡大や神戸電鉄の

サンテレビでもライブ中継される予定ですので、テレビでもご覧下さい。
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まっすぐに ひたむきに
県政へ 全力投球
１４１
For The Future

皆さま方におかれまし

淡路大震災から丸20年で

を届ける活動を始めまし

ては、平成27年の新春を

す。20年前はサラリーマ

た。多くの壁に当たって

いかがお過ごしでしょう

ン生活を送っていました

も挫けずにがんばってき

か？昨年12月の衆院選挙

が、被災された方々の現

ました。大震災が政治家

の執行により、「みるみ

状を目の当たりにし、自

としての原点です。

る通信」の発行が遅れま

分のすべきことを問い直

昨年12月に議会改革の

したことをお詫び申し上

しました。そして、会社

提言をまとめ議長に提出

げます。

を辞し、避難所や仮設住

しました。震災20年の節

宅を回り、行政に生の声

目にあって「県民ととも

今年１月17日で阪神・

いります。▼サイクリングコース

また、当日はインターネット議会中継もしていますので、ご自宅、職
場等でもライブでご覧いただけます。（http://hyogokengikai.jp/)

平成27年１月吉日

〜決意と覚悟〜
発行元：石井ひでたけ事務所

「県民本位、現場主義」初心を胸に全力投球

地域の活性化に向けて発信してま

平成27年度県当初予算案などを審議する ２ 月定例県議会において、会
派を代表して ２ 年連続で、 ２ 月20日㈮午前11時より、県議会において代
表質問に登壇する予定です。
お時間がある方は、本会議場で是非、臨場感ある生の議論を傍聴して
いだければと思います。
傍聴ご希望の方は下記の事務所までご連絡ください。傍聴券を手配い
たします。

NEW
NE
W

石井ひでたけホームページ
http://ishiihidetake.info

はないかと思います。引き続き、

傍聴ご希望の方は事務所まで

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
関西広域連合議会 議員
議会運営委員会 委員
産業労働常任委員会 委員
行財政構造改革県民会議 委員 広報委員会 副委員長
民主党兵庫県総支部連合会 財政委員会 事務局長
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名山踏破）他

です!

利用促進に少しでも繋がったので

２ 月定例県議会代表質問に登壇

石井 秀武（いしい ひでたけ）

石井ひでたけ

井戸知事とともに安全安心と元気の
創造をめざし、全力を尽くします

て、2001年に開催され、その後、毎

兵庫県議会議員

いつもお世話になり
ありがとう ございます

も

“日本スポーツマスターズ2017”兵庫で開催

全長１３．
６ キロのサイ
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播磨中央自転車道完成記念・サイクルトレイン
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〜もっと身近に県政を〜

に歩む」という自治の原

将来にわたり自らの政策

点に立ち帰る思いで改革

に責任を持ち行動してま

案の検討に臨みました。

いります。県民の皆様の

今後も不断の努力を続け

夢を育み、実現するため

てまいる決意です。

に全力で走り続けること

今年はポスト震災20年

を約束いたします。

を見据え、いま一度、初

今後とものご指導、ご

心を胸に県民本位、生活

鞭撻をよろしくお願いいた

重視、現場主義の姿勢で

します。

第324回９月定例県議会報告（９月22日〜10月24日）

第325回12月定例県議会報告（12月2日〜12月12日）

2016神戸サミット開催を国に求めて決議

衆院選に対応し一般会計補正予算案を可決

○条例
・兵 庫 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に
関する条例の一部を改正する
条例
・医療介護推進基金条例
・薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る
条例
・動物愛護センター設置条例の
一部を改正する条例 など
○その他の議決案件
・平 成２６年度兵庫県一般会計
補正予算（第 １ 号）

８月豪雨災害からの早期復旧を
求める意見書を可決しました

・平 成２５年度兵庫県一般会計
歳入歳出決算の認定
など
○意見書・決議
・燃油高騰緊急対策の継続・強
化及び漁業用軽油に係る軽油
引取税の免税措置堅持
・高等学校等に対する私学助成
に係る国庫補助制度の堅持及
び一層の充実
・豪雨災害からの早期復旧及び
被災者支援の充実
・各 種 有 給 休 暇 ・ 休 業 制 度 の
利用率向上
・産後ケア体制の支援強化
・保育の「質の改善」
・子ども・子育て支援新制度施
行に向け私立幼稚園に対する
支援
・2016年主要国首脳会議の神戸
開催を求める決議 など

○条例
・議会の議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部
を改正する条例
・職員の給与等に関する条例等
の一部を改正する条例
○その他の議決案件
・平成２６年度兵庫県一般会計補
正予算（第 ２ 号）
・平成２６年度兵庫県一般会計補
正予算（第 ３ 号）
・主要地方道三木宍粟線粟田橋
上部工事請負契約の締結
・公の施設の指定管理者の指定
（阪神・淡路大震災記念人と
防災未来センター） など
○意見書
・介護福祉士養成施策の充実・
強化
・エボラ出血熱など広域感染症
に対する適切な対応

人と防災未来センターの
指定管理者指定の件など
を審議しました

・災害救助犬を育成・活用する
ための体制整備
・Ｃ Ｌ Ｔ の 普 及 促 進 に よ る 林
業・木材産業の活性化 など

次回 第326回（ ２ 月）定例県議
会は ２ 月中旬～ ３ 月下旬に開催
される予定です。
http://www. hyogokengikai. jp/

⑵
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平成27年度県当初予算編成に向けて、 ９ 月に行った県当局へ
の重要政策提言を踏まえ、昨年11月 ５ 日、 ９ テーマ76項目にわ

施策を打ち出しました。
⑷障がい者福祉の充実

⑴地 域の自主性及び自
立性の向上
⑵Ｎ ＰＯ法人との連携

⑸少子化対策の総合的推進

「子どもが輝く社会」の実現

行財政構造基盤の確立
⑴行財政構造改革の推進

「健康福祉社会」の実現
⑴健康づくり対策の推進
⑵地域医療の確保
⑶高 齢 者 福 祉・ 介 護 の
充実

充実
⑵特 色ある高校教育の
展開
⑶教 職員の執務環境の
改善

「危機管理型社会」の実現
⑴危機管理体制の充実
⑵治安の向上
⑶防災副首都の関西誘致

「産業活力社会」の実現

「快適で潤いのある社会」の実現

⑴産業活性化対策の推進
⑵雇用就業対策の推進

⑴社 会資本ストックの
有効活用
⑵総合的な交通施策の推進
⑶都 市のあり方の適正
化と緑化推進

⑶観光振興

「環境循環型社会」の実現
⑴地 域温暖化対策等の
推進  
⑵農林水産業の活性化
⑶農 山漁村振興と担い
手対策の推進
詳しくは会派のホームページ
（http://www.hyogo-minshu-kr.
jp/）をご覧下さい

県民とともに歩む議会として決意を新たに
など議会改革に向けて取
り組んできました。今後
とも議会改革に継続的に
取り組み、実効あるもの
するため昨年６月、議会
改革検証委員会が設置さ
れました。
会派の幹事長として委

「改革への提言書」
を議長に提出

県議会では、本会議で
の一問一答方式等の導入

「こころ豊かな共生社会」の実現
⑴人 権尊重の行政と教
育の推進
⑵男 女共同参画社会の
実現
⑶国際交流の推進
会派のメンバーととも
に梶谷議長を訪問、提
言書を手渡しました

▼

よる議会改革のワ
ーキングチームを
発足させました。
７月以降に発覚し
正使用をめぐる一

議。結果を「兵庫県議会

取り組みを提示しました。 の設置○正副議長の立候

てとりまとめ、昨年12月

強く主張した内容を盛り

16日、議長に手渡して実

込みつつ、より実効性の

③議事録の全面公開○

現を求めました。

ある提言内容になるよう

議場・傍聴席のバリアフ

提言では、①県民が未

留意しました。主な提言

リー化○本会議の夜間開

来を託す「機能する」県

内容を紹介いたします。

催など日時多様化

議会②県民感覚の県議会

①質問時間・機会の確

④請願審査における発

③県民に見える「開かれ

保○予算特別委員会の常

言機会の付与○常任委員

年４月には、会派として

た」県議会④県民の声が

設化○政策立案機能強化

会における県民との意見

も各期の代表ら計９人に

届く「身近な」県議会―

②費用弁償の実費支給

果を報告書にまとめ昨年
12月12日に議長に提出し
ました。
「正副常任委員
長の資質向上」など今後
の方向や具体的な改善方
策を示しました。
検証委員会に先立つ昨

産業環境委員会に所属 観光振興など審議
関西広域連合議会は構成団体各
議会の議員から選出し、定数は36
す。３月と８月

も設けられて

に定例会、６月

おり、私は総

と11月に臨時会

務常任委員会と産業環境常任委員

全、低炭素社会の構築、関西全体

を開き、予算案

会に所属しています。

の観光・文化振興などはじめとし

など重要事案の

総務では連合の運営全般につい

審議、一般質問

て、産業環境では広域的な環境保

政務調査会を開催
県幹部からヒアリング
平成27年度県当初予算編成につ
いての進捗状況と重点施策につい
て県幹部からヒアリングを受ける
政務調査会が１月７〜９日の３日
間にわたり、県庁の県議会会議室
で開かれました。
来年度の財政見通しは、社会保

た経済産業施策について調査、審
議を行っています。

阪神淡路20年事業
県民総参加で減災活動
震災から20年が経過し、被災地では
震災を知らない世代や他の地域から
引っ越してきた人々が、神戸市では市
民の４割を超えており、防災意識の低
下と記憶の風化に対する懸念が広がっ
ています。20年の節目を機に教訓をど
う語り継ぎ、次の災害に備えるかが問
われております。
このことから、県では｢阪神淡路20
年― 1 .17は忘れない―『伝える』『備
える』『活かす』｣をコンセプトに昨年

神戸市消防団の出初式（１月 11 日）にて。
阪神・淡路大震災発生直後、消防団の方々
が活躍し、当時の西消防団の活動は今でも
語り継がれています

４ 月から阪神・淡路大震災20年事業を
展開しています。県民総参加「減災」
キャンペーンなどが家庭・地域・職場
で展開されており、毎月17日を「減災
活動の日」と定め、家庭・地域・職場
での実践的な防災・減災の活動を呼び
かけています。

復興の教訓、経験を未来に生かす
震災20年ウォーク（１月12日）
当時振り返りロングウォーク

例廃止

など

ます。
常任委員会

補制導入と１年交代の慣

交換会の拡充

等を行ってい

人となっていま

○政治倫理審査会（仮称）

議会改革検証委員会で

関西の復権と創造に取り組む

私も昨年６月から議決機関である関西広域連合議会の議員の一員として活動してきました。広域的
な観点と地域に根差した狭域的な視点に磨きをかけ、より一層、議員活動に邁進していきます。

し、信頼回復に向
の４つの視点で具体的な

⑶

「国と地方の二重行政の解消｣を掲げ、広域防災をはじめとする７つの広域事務はもとより、関西共
通の課題である広域インフラ整備の基本方向や中長期のエネルギー戦略の検討、国家戦略特区の提案
など、着実に歩みを進めています。

連の問題にも対応
けたさらなる改革案も協

石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」

７府県４政令市で構成する関西広域連合（連合長：井戸兵庫県知事）が昨年１２月で発足から丸４年
を迎えました。関西の復権と創造をめざし、｢地方分権改革の実現｣｢関西における広域行政の展開｣

障関係費の自然増や新規需要増、
公債費の増を考慮すると、一層厳

た政務活動費の不

改革への提言書」とし

員会に参画し、協議の結

関西広域連合議会
議員の一員として

関西の地域ブラン
デ ィ ン グ「 は な や か
関 西 」を 表 現 す る シ
ンボルマーク

による参画と協働の
推進

⑴児 童生徒の発達段階
に応じた教育環境の

井戸知事に申し入れ書を手渡しました
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産業環境常任委員会で関
西全体の経済施策を審議

「地域主権社会」の確立

希望をもてる社会実現へ

たる申し入れを井戸知事に行いました。厳しい財政状況が続く
中、徹底した「選択と集中」による事業展開が重要との認識の
もと、県民が将来にわたり、希望を持てる社会の実現にむけた

関西広域連合が設立４年

来年度予算編成で知事に申し入れ（11月５日）
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しくなると見込まれます。
政務調査会においては、このよ
うな財政状況の説明を聞くととも
に、新年度の予算編成に当たって
は、事業の「選択と集中」を一層
徹底するよう要請しました。ま
た、県民ニーズに対応した施策展
開について意見を交わしました。

１月12日、枝吉校区・出合両ふ
れあいまちづくり協議会主催の
「震災20年ウォーク」に参加しま
した。神戸市役所南・東遊園地内
の「１.17希望の灯り」前から、
旧西国街道沿い進み、私の事務所
のある枝吉までの約29㎞。今回の
テーマである「震災20年『災害時
帰宅難民にならないために』」
の意義を踏まえ、当時を振り返り
ながら歩きました。

