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石井ひでたけ県政報告

さて、「地方創生元年スタート予算」と銘打っ
た平成28年度県当初予算案が編成され、2月18日
に開会した第331回２月定例県議会に上程されま
した。現在、活発な審議を行っています。
県内の景気動向を見ますと、回復基調が続いて
いるとはいうものの、中国をはじめとするアジア
新興国の景気減速や欧米の金融政策等により、輸
出・生産面等において景気の下振れリスクが懸念
されます。経済雇用対策が喫緊の課題であるとと
もに、人口減少に負けない地域創生の実現、その
基盤となる県民の安全安心確保対策に取り組まな
ければなりません。
このため、国の補正予算を活用し、緊急経済対
策を柱にした平成27年度補正予算が編成され、２
月１日の臨時議会で集中審議を行い可決しまし

第329回12月定例県議会報告（12月１〜11日）
○議決案件

地域創生元年スタートを期す

かれましては如何お過ごしでしょうか？
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まっすぐに ひたむきに
県政へ 全力投球

〜日々の活動はブログをご覧ください〜

春の陽気が待ち遠しい今日この頃、皆さま方にお
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〜五十にして
天命を知る〜

For The Future

発行元：石井ひでたけ事務所

た。補正予算と当初予
算を一体的に展開し、
地域創生のスタート
ダッシュを期すことに
しています。
関西広域連合におい
ても、平成28年度予算
編成が行われ、３月５
日の定例議会で審議
されます。私も一般
質問に登壇の予定で

〜もっと身近に県政を〜

す。関西はもとより国全体、グローバルな視点
でふるさと兵庫、神戸市西区の発展につなげてい
く決意です。
桜の便りとともに皆さまの元気につながるような
県政報告ができるよう、今年も全力を尽くす決意で
す。ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

○意見書
・義務教育諸学校の教職員定数の充実と教員養成・研修予算の確保
・中小企業の成長と持続的発展に向けた施策の充実・強化

・グリーンピア三木用地等の処分

・農林水産業の強化・育成対策の充実

・県立美術館王子分館（原田の森ギャラリー）本館

・地方大学の機能強化

他耐震補強その他建築工事請負契約の締結
・兵庫西流域下水汚泥広域処理場受泥・脱水他中央
監視設備改築工事請負契約の締結
センター等 11 施設） など計 17 件
○同意人事案件
・収用委員会の委員の任命

計２件

指定管理者が選定された
県立芸術文化センター

第330回臨時県議会報告 （２月１日）
○議決案件
・平成２７年度県一般会計補正予算
・平成２７年度県病院事業会計補正予算
・職員給与等に関する条例の一部を改正する条例

など計10件

平成27年度補正予算は一般会計約４２８億 ７ 千 ７ 百万円、公営企業会計など
を加えた総額で約４３５億 ５ 百万円にのぼります。国の補正予算を踏まえ、緊
急経済対策を柱とし、財源は新たに創設された地方創生加速化交付金や、後
年度の実負担が生じない補正予算債などを活用しています。子育て・介護環
境の整備、地域創生の展開、ＴＰＰ関連農林水産業対策、防災・減災対策な
どの事業を実施していきます。
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・地域の実情を反映した民泊の実現
・電線の埋設による無電柱化の促進

・公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立芸術文化

・監査委員の選任

・災害ボランティア活動に対する支援制度の構築※

・くい打ちデータ偽装問題の再発防止策など計 8 件
※災害時に大きな役割を果たすボ
ランティアの交通費や宿泊費の負
担を軽減する「災害ボランティア
割引制度」を実現するため、ボラ
ンティア有志が署名活動を行って
います。ご理解の上、
ぜひご協力を。

第331回２月定例県議会日程
２月18日＝開会、議案上程
知事提案説明
23日＝追加議案上程
24日＝代表質問
25日＝一般質問
26日＝一般質問
29日＝一般質問
３月１日＝一般質問
（計４日間※）

３日＝27年度関係議案表決
４日＝予算特別委員会
18日まで
22日＝28年度関係議案表決、
追加議案上程
知事提案説明、質疑
24日＝追加議案表決
請願処理、閉会

※新議会より議会改革の一環で、２月定例会は一般質問日を１日増やしています
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⑵

石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」
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文教常任委員会活動報告

民主党・県民連合 管外調査報告

文教常任委員会が１月18日・２月16日に、閉会中の継
続調査事件として、それぞれ「義務教育の推進」、「社
会教育・地域教育の推進、文化財の保全と活用」につい
てをテーマに開催されました。
また、１月21日〜22日には中・西播磨地区の管内調査
を行いました。スーパー・プロフェッショナル・ハイス
クール（ＳＰＨ）指定校として介護技術の高度化に取り
組む龍野北高校などを視察しました。小中一貫教育推進
校の白鷺小・中学校では県民と意見交換し、学校と地域
の連携など興味深い話を聞くことができました。

兵庫への移住に向けた取り組み視察
民主党・県民連合議員団として２月８日〜10日の３日
間、東京都及び千葉県で管外調査を行いました。首都圏か
ら兵庫県への移住促進のた
め、県が東京駅の近くに設
置したカムバックひょうご
東京センターの取り組みな

中・西播磨地区

田区議会で国家戦略特区に

小中一貫教育校で県民と意見交換

業に関する条例について説

管内調査：１月21日〜22日

より外国人滞在施設経営事
千葉県柏市の地域医療連携センターを視察

明を受けました。千葉県柏市では長寿社会に向けたまちづ

○県立相生産業高校（高校生の心のサポートシステム）
○県立龍野北高校（ＳＰＨ指定校）
○デモクラティックスクールまっくろくろすけ
（日本初のサドベリータイプスクール）
○姫路市立白鷺小・中学校（小中一貫教育推進校）
○東洋大学附属姫路中学校（平成26年４月開校）
○県立大学姫路工学キャンパス（26年度からキャンパス建替整備）

くりに取組む柏地域医療連携センター等を視察しました。

水岡参議院議員に要望

地域創生推進など

姫路市立白鷺小・中学校で小中一貫教育の取り組みについて地域住民の方と
意見交換しました

参議院議員
会館で民主党
兵庫県連代表
の水岡俊一参
議院議員と面
談し、県地域創生戦略の推進などについて要
望を行いました。水岡議員とは同じ西区に住
む議員として地元課題も共有しながら、国・
県一体となって今後も連携してまいります。

政調会・新年度予算ヒアリング

平成28年度県予算の編成状況や、重点事業

大震災から21年

などについて各部局から説明を受ける政務調

減災への誓い新たに

査会が１月６日から３日間にわたり実施され

１月17日、阪神・淡路大震災

ました。説明を受けた後、地域創生戦略の具

から丸21年を迎えました。今年

体化等について活発に意見を交わしました。

も県などが主催する「ひょうご

２月５日には神戸県民センターによる新規

安全の日のつどい」に参加し、

事業を中心とし

減災への誓いを新たにしました。経

た神戸管内の施

験の風化が懸念される中、若い

策の説明を受

世代の参加促進が重点的に図ら

け、意見交換を

れ、若者による防災活動の発表などが行われました。

行いました。

特に家族連れの姿も多かったのが印象的でした。

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

〔趣味〕ドライブ 自転車 登山（日本100名山踏破）他

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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大学
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神戸
大蔵谷 IC

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

石井ひでたけ

プロフィール

石井 秀武（いしい ひでたけ）
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神戸市と合同利用する県東京事務所を訪問

どを聞くとともに、東京大

ミドリ電化
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