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～もっと身近に県政を～

残暑厳しい中、ご健勝にてお過ごしでしょうか？
今号は４月に統一地方選挙もあった関係で、しばらく発行を見合わせておりましたが、６月
定例県議会も閉会し、各種行事等もお盆を挟み、ひと段落しましたので、再開いたしました。
また、従来通り、伊川谷事務所（有瀬）と玉津事務所（枝吉）は開設いたしておりますので、
県政に対するご意見・ご要望等ございましたら、お気軽にお声掛け下さい。
なお、伊川谷事務所での月曜県政相談会も継続いたしております。

（公務等で事務所が不在になることがありますので、ご来所の折には、お電話でご確認いただければ幸いです。）

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！

～走り続ける！
県政のランナー！～

４期目スタート！！
引き続き 関西広域連合議会議員に選出！

※可決した意見書や請願の詳細はホームページをご覧ください。
各議案等に対する会派等の賛否をホームページで公表しています。
県議会トップページから「議案等に対する会派態度」をご覧ください。

さて、４月の選挙の結果、県議会の定数８７名（欠員１名）のうち、私の所属する民主党・県民連合議員団は１１名
で会派を構成し、自民(４４名）・公明(１３名）に次ぐ、第３会派として新議会に臨むことになりました。また、新議会
（第３２７回６月定例県議会）では改めて関西広域連合議会議員（定数３３名／兵庫県議会枠５名）に選出されました。
あわせて、２度目の文教常任委員会に所属することとなりました。前任期では会派の幹事長をはじめ、様々な役職
を経験させていただきましたので、県庁に登庁する機会も多く、地元に腰を据えて十分に活動することができてい
なかったのではないかと反省いたしております。今期はそういった会派での用務からは少し解放されそうなので、
その分、しっかりと地域に入り込んだ活動を展開できるよう心掛けてまいります。特に、地域の課題解決はもとより、
県の行革の総仕上げを着実に進め、ポスト震災２０年における新たな諸課題の解決、人口減少局面を顕著に迎
えるなかで、持続可能な地域づくりにむけた仕組みづくり、健康寿命の延伸への取組みの強化などに力をいれて
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。

第３２７回６月定例県議会報告（６月１２日～２５日開催）

関西広域連合議会登壇予定（９月５日）

９月に開会される関西広域連合議会において一般質問に登壇
いたします。兵庫県の持ち時間２０分（神戸市は８分）の内、私
の持ち時間は１０分間ですので、２～３問予定しています。特
に奈良県が今回、ようやく部分参加ですが、広域連合に加入
する運びになってきましたので、そのことにも少しふれながら、
現在質問を作成中です。また、大阪の橋下市長も今回で
最後の関西広域連合議会となりそうですので、橋下市長に
対しても質問をしようと考えています。

詳細は次号にて報告いたします。

１ 可決・採択された主な議案等は以下のとおりです。
「環境の保全と創造に関する条例等の一部を改正する条例」、「関西広域連合規約の変更」、
「監査委員の選任の同意」、「公安委員会の委員の任命の同意」、「収用委員会の委員の任
命の同意」など１８議案。

２ 意見書の議決６件
○持続可能な国民健康保険制度の構築を求める意見書
○認知症への取り組みの充実強化を求める意見書
○地方単独事業に係る国保の減額調整措置廃止も含めた見直しを求める意見書
○我が国の領土、領海及び海洋資源を守る体制整備を求める意見書
○震災時緊急輸送道路確保のための沿道建築物耐震化への支援制度の充実と延長
を求める意見書

○義務教育諸学校における定数改善等教職員配置の充実を求める意見書

２ 代表質問・一般質問について
今議会から維新も含め、自民・公明・民主の４会派が代表質問を行った。また、１９日からは
３日間にわたり、それぞれの立場から１５人の議員が一般質問を行いました。

（特に５人の新人議員の質問は新鮮さがありました。）

３ 正副議長選挙について
４月の選挙を踏まえ、自民会派が過半数を維持した結果、
今回も正副議長ともに自民から選出。旧態依然とした状態で
新議会が始まることとなりました。兵庫県議会における全国
的にも稀な正副議長を１会派が独占している現状をはじめと
した諸課題に対して、今後も会派として議会改革の一環として
位置づけ改善していくようにねばり強く取り組んでいきます。

（会期 ９月２８日～１０月２９日の３２日間）

９月２８日（月） 本会議（開会）
１０月 １日（木） 本会議（代表質問）
１０月 ２日（金） 本会議（一般質問）
１０月 ５日（月） 本会議（一般質問）
１０月 ６日（火） 本会議（一般質問）
１０月 ７日（水） 常任委員会
１０月 ９日（金） 本会議（表決）
１０月１３日（火）～１０月２８日（水）

決算特別委員会
（土、日は除く）

１０月２９日（木） 本会議（閉会）

＊正式な日程は８月２８日の議会運営委員会で
決定いたします。



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・２７年 再選

〔現在〕 兵庫県議会議員（４期目） 民主党・県民連合議員団所属

文教常任委員会 委員 兵庫県社会福祉審議会 委員
関西広域連合議会議員（２期目） 総務、防災・医療各常任委員会委員

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
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伊川谷事務所 〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬５３７－３（神戸学院大学前）

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
（原則 午前１０時から正午まで

会派政務調査会・文教常任委員会等での活動報告（抜粋）

地方議会に求められる改革
のあり方などをテーマに北川
氏に講演していただきました。
特に、議会改革においては、「
形式的ではなく、議員の存在
価値を認めさせる実質的な改革
をしてほしい」と注文され、その
上で「議員提案条例で積極的に
政策立案し、本気の態度を示す
ことで県当局の見る目も変わる。互いに緊張感のあるパートナー
シップを築くべきだ」と二元代表制のあるべき姿を今までの経験
を踏まえながら、的確に講演していただきました。

文教常任委員会では閉会中の継続調査事件として７月１６日に
「高等学校教育の推進について」をテーマに開催されました。

尚、次回委員会は８月２８日「特別支援教育の推進」、９月１６日
「防災・情報教育等の推進」をテーマに開催予定です。
委員会傍聴については、委員会開会予定時刻（午前１０時３０分）
の３０分前から、県庁舎３号館１階玄関ロビーで受付を行っており、
委員会ごとに先着順に１０名まで受け付けています。

＊＊＊ 文教常任委員会管内調査 ＊＊＊
（７月２２日～２４日／丹波・但馬地区）実施

＊＊＊ 文教常任委員会管内調査 ＊＊＊
（８月４日～５日／阪神地区）実施

各会派政務調査会開催（８月６日～７日）

ほっと ひと息。 県職白陵会（８月３日）開催

改選後、初めての県職白陵会
（会員約７６名）が３１人の会員らの
参加のもと開催されました。
今回で１３回目。母校や恩師の話
題に大変盛り上がり、県職員との
懇親の深める機会を得ました。

（現在、私も含め、３名の県議が白陵卒です）

来年度の重要政策提言や予算要望に資するため、９部局より
今年度の主要事業の進捗状況を集中的にヒアリングしました。

質疑、応答の場では特に日頃
皆さまからご意見・ご要望をいた
だいていることを中心に意見交
換や要望を行いました。

。

今後、会派として９月に知事
に対する重要政策提言。１１月
に来年度の予算要望を行って
まいります。

（警察本部に対するヒアリング風景）

早稲田大名誉教授の北川元三重県知事を招き
会派政策調査会を開催（６月２日）

少子高齢化の進展や人口減少、東京一極集中の是正などの
構造的な課題に中長期的な視点で取り組み、将来にわたって
活力ある地域社会を構築していくため、人口対策と地域の元気
づくりを柱とする「地域創生」の取り組みを推進します。

≪主な内容≫
兵庫県地域創生条例の制定
地域創生に関する目的、基本理念、県の責務、市町・県民の役割、
戦略の策定、人口対策および地域の元気づくりに係る施策、税財
政上の措置などについて定める条例を全国に先駆けて制定。

兵庫県地域創生戦略（仮称）の策定
次回９月定例県議会において、課題
認識を整理し、兵庫の多様なポテン
シャルおよび地域性を生かした「兵
庫らしさ」を活用した全県一律では
ない地域創生戦略を策定予定。

トピックス ～地域創生の推進～

現在パブリックコメント中（～８月３１日）
の兵庫県地域創生戦略（素案）について
関係部局よりヒアリング。（８月１０日）

本会議閉会中も活発に委員会活動が開催されています

（調査先）

○ 県立伊丹西高等学校
○ 阪神教育事務所
○ 県立美術館
○ 県立阪神特別支援学校分教室

○ 西宮今津高等学校
○ 尼崎朝鮮初中級学校
○ 国際高等学校
○ 育英高等学校

篠山産業高等学校丹南校生から課外活動の
取り組み状況などの説明を受けました。

＊ミュージアムロードのオブジェ《Sun Sister》の愛称募集！
ミュージアムロードとその周辺地域の更なる賑わいを願って制作した
オブジェの愛称を募集していますので、ふるってご応募ください。
締切は９月２５日（金）必着です。
＊応募要領は県立美術館等のホームページでご確認ください。

（兵庫県立美術館南側敷地内・Ｓｕｎ Ｓｉｓｔｅｒ前にて）

（調査先）
○ やよい幼稚園
○ 県立北摂三田高等学校
○ 県立篠山産業高等学校丹南校
○ 丹波教育事務所

○ 県立豊岡高等学校
○ 県指定建造物 達徳会館
○ 県立出石特別支援学校みかた校
○ 但馬教育事務所

○ 県指定名勝 観正寺庭園
○ 県立円山川公苑
○ 県立篠山東雲高等学校


