です!

石井ひでたけホームページ
http://ishiihidetake.info
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阪神・淡路の教訓活かし熊本支援
た。関西広域連合では広

するやいなや、熊本県を

域防災担当の兵庫県を中

中心とした連続地震が発

心に迅速、的確な情報収

生しました。亡くなられ

集による支援を矢継ぎ早

た方々に哀悼の誠を、被

に実施しております。

災された方々にお見舞い
申し上げます。

兵庫県及び関西広域連
合議会議員の一員とし

今回の地震は、震度７

て、阪神・淡路の教訓を

の地震が２回、本震と思

活かし、被災地の方の実

われた地震が前震とさ

状に沿った継続支援を要

れ、その後も強い余震が

請するとともに、県民生

ため当初予定しておりま

相次ぐなど災害はその都

活の礎となる安全確保に

した「みるみる通信」の

度、違う顔を見せるとい

全力を傾注してまいりま

発行が遅れましたことを

う言葉を痛感いたしまし

す。また、今回の地震の

お詫び申し上げます。

第331回２月定例県議会報告（２月18日〜３月24日）
○議決案件
・一般会計等平成28年度予算
・県税条例等の一部を改正する条例
・青少年愛護条例の一部を改正する条例
・産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関
する条例の一部を改正する条例
・県立森林大学校の設置及び管理に関する条例
・第３次行財政構造改革推進方策の変更
・関西広域連合規約の変更 など計104件

2016 年５月号

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〜

平成28年度がスタート

平成28年５月吉日

〜もっと身近に県政を〜

関西広域連合及び県の
熊本地震における対応
４ 月14日・前震発生
○災害支援準備室設置
○先遣隊 ３ 名派遣
４ 月16日・本震発生
○現地支援本部を熊本県庁に設置
○熊本地震災害支援会議を兵
庫災害対策センターで開催
４ 月20日
・職員派遣を本格実施
○災害対策支援本部設置（本
部長：井戸連合長）
○益城・大津両町に現地連絡
所設置（兵庫県は主に益城
町を担当）
４ 月21日
○菊陽町に現地連絡所設置
【構成団体による人的支援】
○４ 月14日から ４ 月28日まで
の間に、自治体職員延べ
約750人、消防延べ約1400
人、警察延べ約1440人
○そのほか、地震被災建築物
応急危険度判定士、保健
師、医療関係者等を派遣
【避難者の受け入れ】
○公営住宅計1154戸（うち兵
庫県100戸）用意
仮設住宅への移行に向けた準備
など地元ニーズを的確に踏まえ
た支援を継続中

○同意人事案件
・副知事・監査委員・人事委員会委員の選任 計３件
○意見書・決議
・精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用
・難病・疾病対策の充実
・社会資本の老朽化対策の充実
・福祉人材の確保対策の強化
・高齢者の消費者被害を防止・救済する実効的な法制度の実現
・民間及び自治体の非正規雇用労働者の処遇改善
・北朝鮮によるたび重なるミサイル発射に抗議する
決議 など計11件

平成28年度県当初予算 地域創生元年を期して
２月定例県議会で可決した平成28年度県当初
予算は、「兵庫地域創生元年予算」と銘打た
れ、人口減少対策、地域の元気づくり対策を中
心に、県民ニーズに対応した総合的な内容と
なっています。予算規模は下記の通りです。

一 般 会 計：１兆 9,495 億円（前年度比 101.4％）
特 別 会 計：１兆 1,949 億円（前年度比 92.6％）
公営企業会計：
2,088 億円（前年度比 99.4％）
総
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額：３兆 3,532 億円（前年度比 98.0％）

主な事業としては
○多子世帯の保育料軽減
○在宅サービスの提供拡大
○私立高校の授業料軽減
○中小企業向け融資制度の拡大
○神戸アグリツーリズムの振興 西区などで外国人向け農業体験を実施
○次世代産業の育成による雇用確保
○東京五輪、関西ワールドマスターズゲームズを
視野に入れた競技・生涯スポーツの振興など
予算編成に向けた会派としての知事申し入れ、一
般質問での政策提言の内容も反映されています。
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⑵

石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」

関西広域連合議会
３月定例会に登壇（３月５日）

予算などを可決しました。審議の過程では一般質問が行われ、兵庫県議会を代
表して登壇。関西一丸となったスポーツ、観光、産業振興などについて井戸連
合長（兵庫県知事）ら連合委員（ ８ 府県 ４ 政令市首長）の見解を質しました。

外国人観光客増へ関西を積極発信すべき

参考にしながら、スポーツ
ツーリズムにつながること
も検討する。

石井 原発の使用済燃料
の中間貯蔵施設確保を電力
会社まかせにせず、国の責

果の高い事業となるよう、
出展内容等を検討すべき。
松井委員（大阪府知事）
構成府県市や関係機関と
も連携して、より充実した
ものになるよう努める。
任において整備するよう、
あらゆる機会に提案を。
文教常任委員
会が４月18日、
閉会中の継続調

査事件として「児童生徒の体力づくりと健
康教育」「生涯スポーツ・競技スポーツの
振興」についてをテーマに開催され、東京
オリンピック・パラリンピックにおける事
前合宿の効果的な誘致をはじめ、部活動中
の事故防止、安全対策で学校現場や顧問の
先生方に対して、県教育委員会としての積
極的なフォローを求めました。また、５月
16日には大学生の委員会傍聴のもと「人権
教育の充実」をテーマに審議しました。
熊本地震の翌日４月15日に、50歳の誕生日を
迎えました。阪神・淡路大震災をきっかけに政
治の世界を志した者として、何か因果めいたも

の奥深さを堪能してもらえ
る個人、家族を中心とした
長期滞在型のツーリズムの
積極的な発信を。
山田委員（京都府知事）
それぞれの国の特徴に合
わせた多様な旅行商品を開
発し、いろんな国の人が楽
しめるようにしたい。

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

論が必要な重要問題。国が
しっかり対応するよう注視
する。

４月２９日、地元の総合運動公園で
開かれた兵庫県障害者のじぎくス
ポーツ大会開会式に参加しました

５月８日に行われた県民体育大会
開会式（県立明石公園）に文教委
員会委員として出席しました

のを感じ、原点を忘れてはならないと心に誓い
ました。今後とも、まっすぐに、ひたむきに全
力投球してまいります。

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）ひょうご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

大阪府と大阪市が共同で立
ち上げた副首都推進本部で
は、方向性の一つとして首
都機能のバックアップ拠点
を挙げており、めざすべき
方向性は一致している。

県会スポーツ振興議員連盟の総会
が３月３日開催され、活躍した県選
手を表彰するとともにスポーツ立県
ひょうごをめざし、一層の取り組み
を確認しました。私も副会長として
閉会挨拶で競技の視察実施などを提
案しました＝写真㊨。

務

石井ひでたけ

プロフィール

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

〔趣味〕ドライブ 自転車 登山（日本100名山踏破）他

井戸連合長 中間貯蔵施
設の安全確保は、国民的議

編集後記

石井 秀武（いしい ひでたけ）
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石井 関西広域連合が取
り組む首都機能のバック
アップ構造の構築と、大阪
府市が取り組む副首都構想
は、どのような関係か。
吉村委員（大阪市長）

原発使用済燃料の中間貯蔵は国の責任で

スポーツ振興議連総会

文教常任委員会
活 動 報 告

石井 外国人観光客の増
加を図るため、首都圏にな
い魅力を持つ関西で、日本

首都機能バックアップ構築と副首都構想の関係は

メディカルジャパンの事業効果を高めよ
石井 関西の強みを活か
した広域産業振興が重要。
その一つとして、医療機器
等をブース出展するメディ
カルジャパンについて、関
西広域連合としてもより効

第69号

関西広域連合議会の ３ 月定例会が ３ 月 ５ 日、大阪市内で開かれ、平成28年度

東京五輪の合宿誘致パッケージ化を
石井 関西広域連合とし
て、東京オリンピックなど
の事前合宿誘致に取り組む
自治体を後押しするため、
宿泊施設や競技施設、行政
によるバックアップ体制を
パッケージにした活動を展
開してはどうか。
井戸連合長 提案の点も

2016（平成28）
年５月号

ミドリ電化
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