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神戸の発展が兵庫全体の活力に
歳末の候、皆様方にはいかがお過ごしでしょうか。さて、先の大阪ダブル選挙で
は、府と市の二重行政解消の枠組みが争点となりました。一方、兵庫県と神戸市で
は良好な関係のもと効率的な連携を着実に進めていかなければなりません。神戸の
発展は県全体の活力になります。多様な分野でのパートナーシップが重要です。そ
のような観点から12月７日、第329回12月定例県議会で一般質問に立ち、県当局の見
解を質しました。私の主張を反映した取り組みが進むものと手応えを感じていま
す。平成28年も全力で取り組みます。ご意見、ご要望をお待ちしております。
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当日の模様は、兵庫県議会のホームページで録画配信されています。詳細はそちらをご覧ください。
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県新年度予算編成で神戸市提案を申し入れ

神戸里山暮らしの推進など
神戸市内選出県議で構成する神戸

で県施策としてまとめたもの

会として12月１日、県の来年度予算

です。提案・要望内容は次の

編成に対する神戸市提案・要望を井

通りです。

戸知事に申し入れました。10月、久

○神戸里山暮らしの推進など地方創生・人口減少社会への対応
○三宮周辺におけるにぎわいの創出と都市空間の実現に向けた都心・三宮再整備の推進
○大阪湾岸道路西伸部の新規事業着手を国に働きかけ
○六甲山系における森林整備や山地保全など防災対策の推進 など

元市長が出席のもと役員を対象に開
かれた説明会で受けた要望を神戸会

関西広域連合議会・防災医療常任委員会

文教常任委員会活動報告

防災・減災事業の展開強化へ

１２月１６日に行われた閉会中の継続調査事件のひとつ
である「私学教育の充実支援について」では兵庫の公

の第 ８ 回防災医療常

教育の一翼を担う私学振興について質問をいたしまし

任委員会が１２月１２日

た。次回は １ 月１８日に「義務教育の推進」をテーマに

に井戸連合長、久元
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市会の委員会室を会場に開催されました。私からは奈

にかけて中・西播磨

良県の加入を踏まえた広域防災の取組みや大規模災害

地区の管内調査を行

時の港湾機能の活用などについて質問いたしました。

います。

県予算編成に向けた要望を県議会私学振興議
員連盟として受けました。私立学校は少子化
等の影響で厳しい環境にあり、経常費補助や
耐震化、高等学校授業料の軽減補助などにつ
いての予算化が求められました。議連副会長
として永田会長とともに同日、企画県民部長

毎年、西区、北区選出の県議と神戸農業改
良普及センターの職員とで行っている「神戸
の農業を語る
会」が１１月３０日
に行われまし
た。農家での営
農指導の実態調
査をした後、普
及活動の状況に
ついて特に私か

らは神戸フルー
ツのジャンプアップの取組み状況等について

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

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

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

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
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踏み込んだ意見交換を行いました。

に要望内容を申し入れました。

〔趣味〕ドライブ 自転車 登山（日本100名山踏破）他

11

現場を視察後、意見交換を行いました

農業改良普及センター職員と意見交換

私学振興議連が新年度県予算で要望

12月11日、兵庫県私学総連合会から来年度

月 日 県立大学姫路
工学キャンパスの建替整
備工事の安全祈願祭と起
工式に所管委員会の委員
として参列いたしました

関西広域連合議会
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