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〜走り続ける！

まっすぐに ひたむきに
県政へ 全力投球
For The Future

９月28日には第328回９月定例県議会が開会し
ます。平成26年度決算案などとともに「兵庫県
地域創生戦略（仮称）」案が上程されます。
2060年を展望した未来を左右するものであり、
兵庫の強みである「多様性と連携」を活かした
思い切った施策を進めなければなりません。
また、神戸市会においても政務活動費の問題
が発生しました。兵庫県議会では昨夏の事件を
踏まえて、全国で最も厳しい制度が導入されて
いますが、引き続き議会改革に取り組み「県民
とともに歩む県議会」の実現に全力を尽くす覚

県民とともに歩む
県議会をめざして

秋風が心地よい時節となりました。間もなく

悟です。

県政のランナー！〜
発行元：石井ひでたけ事務所

の一般質問を
行いました。
概要は下記の
通りです。
兵庫、関
西、日本、さ
らにグローバ
ル的な視点に
立ち、地域に

関西広域連合議会で一般質問に立ち、
関西復権の取り組みを質しました

根ざしたきめ

〜もっと身近に県政を〜

細かな行動で、西区民、県民のみなさまの幸せ
のために邁進してまいります。
今後とものご指導、ご鞭撻をよろしくお願い

９ 月 ５ 日は関西広域連合議会において ２ 回目

いたします。

広域連合議会９月定例議会・一般質問に登壇（９月５日）

関西版ポートオーソリティ構想を提案
関西広域連合議会の９月定例議会が大阪市内で開かれました。平成26年度決算案などを可決したほか、連合
議会では２度目の一般質問に立ち、奈良県加入後の広域連合の展開や広域課題について井戸連合長（兵庫県知
事）ら連合委員（７府県４政令市首長）の見解を質しました。この模様は連合ＨＰで録画配信される予定です。

奈良県加入後の広域連合の展開は

Ｇ７神戸保健大臣会合にどう参画

石井

石井

奈良県が「防災」

井戸連合長

ドクターヘ

来年、神戸でＧ７

での先端的な医薬品・医療

「観光・文化・スポーツ」

リの運航では実質的に参画

保健大臣会合が開かれる。

機器等の研究開発・事業化

の２分野での連合への加入

している。その他の分野も

関西は先端医療技術研究開

等の取り組み、加えて関西

を表明した。ドクターヘリ

連合の活動を積み重ねる中

発拠点。大変喜ばしいこと

の魅力を国内外に広く発信

の効率的な運航の観点など

で、取組内容が評価される

だが、連合が果たす役割は。

する。詳細が示されるとと

から医療など他分野への拡

と確信する。今後とも追加

久元委員（神戸市長）

もに連合の果たす役割を検

大が望まれる。

されるよう働きかける。

神戸医療産業都市や、関西

討する。

関西の港湾を一元管理し競争力強化を

道州制など広域行政体制をあり方問う

石井

石井

神戸港など関西の

港湾の競争力を高めるた

討を行っている。議論の深
化を図っていく。

道州制は慎重に議

広域自治体、基礎自治体そ

論すべきと考えている。都

れぞれが責任と権限と財源

め、港湾管理の一元化、い

橋下委員（大阪市長）

心への一極集中が進むこと

を持って進めていくために

わゆる「関西版ポートオー

先ずは大阪府市での港湾管

などが懸念される。導入を

は統治機構改革が必要。ま

ソリティ構想」推進を。

理一元化を実現するべく、

めざす橋下委員の見解は。

ず基礎自治体はどうあるべ

連合では大阪

９月議会に行政委員会の府

橋下委員（大阪市長）

きかを考え、その上で、広

湾港部会において、連携策

市共同設置にかかる議案を

今後の地域の発展には地方

域自治体の権限や区割り等

など機能強化の観点から検

再上程することとした。

が自立するしかなく、国と

も検討する必要がある。

久元委員
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石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」

文教常任委員会での活動報告

第65号

県教委による
と定員は３学年

西区に県立特別支援学校を新設

144人。職業科
が設けられ、自

委員会審議で地元周知などを要望

８月28日、「特別支援

2015（平成27）
年９月号

立して働くこと

問しました。

県立高等特別支援学校の完成予想図
ができる子ども
業に結びつくように工業
たちを育んでいきます。通

教育の推進」をテーマに

知的障害がある子どもた

閉会中の委員会調査が開

ちの特別支援学校への入学

学区域は県内全域ですが、

団地との連携、開かれた

催されました。その中

希望者は増加傾向にあり、

自力通学のため神戸市西

学校づくりのため、地域

で、平成29年４月、地元

これに対応して県教育委員

部、明石市、三木市などが

住民への一層の周知を要

の神戸市西区押部谷町の

会が西区での設置を決めま

通学範囲となりそうです。

望しました。

神戸ワイナリー農業公園

した。神戸市内においては

また、神戸市との連携、

後日、地元紙で詳しく

内に新設される県立高等

市教委の所管ですが、県市

自然豊かな立地環境の特徴

報道されるなど、関心が

特別支援学校について質

連携により実現しました。

を生かした学校づくりや就

高まっています。

南あわじ市滝川記念
美術館では４月に発
見された弥生時代の
松 帆 銅 鐸 を 視 察・ 調
査しました

文教常任委員会管内調査
○県立大学明石看護キャンパス

○播磨東教育事務所

○県立明石城西高等学校

○高砂市立高砂小学校・高砂中学校

○南あわじ市滝川記念美術館

（小中一貫教育実践校）

○淡路教育事務所

わたる重要政策提言を民主党・県民連合議員団としてまと
め、９月11日、井戸知事

園出場を果たした地元
の滝川第二高校の応援
に行ってきました。結

に申し入れを行いまし

果は仙台育英に対して

た。私からは特に、近年

７対１でしたが、球児の白球を全力で追う直向な姿

問題となっている高齢者

に感動しました。スポーツを通じて学校・地域等が

等の貧困対策の推進を強

活性化する施策展開に今後も取り組みます。

編集後記
事

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

所

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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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。

〔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

先日、開催された関西広域連合議会で、道州制への見解を
橋下大阪市長に質問しました。関西の発展、現在進められて
いる地方創生を実現をするためには、地域主権社会の確立が
何よりも重要です。橋下市長とは「手法」「立場」は違えど関
西復権のため、一層議論を深めていくことを確認しました。

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・27年 再選

石井ひでたけ

プロフィール

石井 秀武（いしい ひでたけ）

〔趣味〕ドライブ 自転車 登山（日本100名山踏破）他

8月14日、夢の甲子

ほっと一息

平成28年度県当初予算編成に向けて、９テーマ81項目に

く要請しました。

○県立北はりま特別支援学校

甲子園出場!滝川第二高校を応援

来年度予算編成で知事に重要政策提言（９月11日）
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