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県民の声を夢ある政策に
平成27年度決算案を審議
する第333回 ９ 月定例県議
会が閉会し、新年度予算編
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第333回定例県議会 一般質問に登壇
ふるさと意識を醸成する県民歌の制定を
石井

県民のふるさと

井戸知事

従来からそ

成が本格化してまいりま

意識の醸成に向け、「県

の時々の場面にふさわし

す。現在作業を進められて

民歌」を広く公募、制定

い兵庫にゆかりのある歌

いる第 ３ 次行革プランの見

することにより、再来年

を歌ってきた。県民の一

直しを基に、社会に漂う閉

県政150周年を迎える兵

体感やふるさと意識を醸

塞感を破り、安全安心、地

庫の新たなステージへの

成する提案として、県民

域創生の実効性ある展開、

機運を盛り上げるべき。

の意見を聞き検討する。

さらには再来年の県政150
周年をめざし、新規性に富

み夢のある29年度予算にしなければいけません。
そのような観点を踏まえ、今回の定例会では一般質
問に立ち、井戸知事をはじめとした県当局の見解を質
しました。また、県内外での政務調査や現場でいただ
いた多くの皆様の意見、要望をもとに会派として新年
度予算への政策をまとめ知事に申し入れました。今後
ともご意見、ご要望をお待ちしております。

県立大学の改革に理事長と学長の分離必要
石井

県立大学の理事

長と学長の分離が提案さ

な大学改革が必要。
井戸知事

大学改革を

れている。分離によって

早期に具体化するため教

学長は教学に専念し、理

学部門の統一的理解と協

事長は斬新な経営感覚を

力が不可欠。このため、

有する人材が担うなど、

学長と理事長を分離して

新たな体制のもと、大胆

一層の飛躍を支援する。

第333回９月定例県議会報告（９月23日〜10月26日）
○議決案件
・平成28年度補正予算関係
・公立大学法人兵庫県立大学の設立等に関する条例の一部を
改正する条例
・国営明石海峡公園整備事業についての神戸市負担額の決定
・公立大学法人兵庫県立大学定款の一部変更
・平成27年度決算関係
など計43件
○同意人事
・教育委員会の委員の任命
○意見書・決議
・北朝鮮のミサイル発射及び核実験実施に抗議する決議
・災害による長期避難者に対する支援制度の抜本的拡充
・核兵器廃絶を求める意見書
など計11件
補正予算は地域経済の活性化、地域創生の具体化を早
期に進めるため、補正予算債など国の財源措置を活用し
て編成されました。総額約５４７億円にのぼり①県民活躍環
境の整備②地域の元気づくりの促進③安全・安心を支え
るインフラ整備の推進を柱とした事業を実施します。
平成27年度決算は、一般会計で、歳出 1 兆 9 ,087億
2 ,300万円余、歳入 1 兆 9 ,148億 5 ,400万円余で前年度
より若干増となっています。この結果、実質収支 8 億
2 ,100万円の黒字、実質単年度収支 4 億 2 ,800万円の黒
字となりました。

神戸の魅力生かし外国人観光客アップ
石井

神戸は観光面で

高いポテンシャルを有し
ている。まずは、神戸に

た、強気な数値目標を設
定すべき。
産業労働部長

神戸の

外国人観光客を呼び込

魅力が、県全体の観光振

み、徐々に県下にその効

興につながるよう、今年

果をもたらしていく、2

度策定する次期ツーリズ

段構えの手法を取ってい

ム戦略で新たな目標を設

くべきではないか。ま

定し、誘客を図る。

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。

⑵

石井ひでたけ県政報告「みるみる通信」

子どもが輝く施策など要請

石井

平成29年度県当初予
算編成に対する申し入
れを、ひょうご県民連
合議員団として井戸知
事に行いました。県民
本位、生活重視を基本
に「持続可能な行財政構造基盤の確立」「健康福祉社会の
実現」「子どもが輝く社会の実現」など９テーマ・184項
目で具体の施策を提言しました。

日本スポーツマスターズ 成功期す

神戸西バイパス

玉津大久保線及び江井ヶ

と補完的幹線道路である

島松陰新田線について

玉津大久保線及び江井ヶ

は、明石市が来年度、神

島松陰新田線を整備する

戸市境までの未整備区間

ことで、神戸西部地域の

を事業着手する。一方、

東西交通の円滑化を。

神戸市は他の路線の進捗

県土整備部長

国に神

状況等を勘案しており、

戸西バイパスの整備促進

市に対して事業化検討を

を継続して働きかける。

促す。

SMJ兵庫大会・開催地、競技団体への支援強化を

シニア世代のスポーツの祭典「日本スポーツマス
ターズ（SMJ）」が来年９月15〜19日、神戸をはじめ
とした県内10市で開催されます。本年度開催の秋田大
会を視察し、シニア世代の真剣勝負に生涯スポーツの
すばらしさを改めて実感しました。競技団体関係者の
一人としても万全の準備と気運盛り上げに全力投球を
誓います。

石井

日本スポーツマ

まちの活力向上へ県市協調

トで大会のＰＲを展開し

庫大会まであと１年。大

ている。競技運営や「お

会を成功させるには、県

もてなし」は競技団体及

が率先して競技・開催地

び開催市、日本体育協会

ごとに、

とともに準備を進めてい

きめ細や

る。その中で、様々な課

かなサポ

題も生じてくることが考

ート体制

えられ、他府県の例も参

を構築す

考に、県としての支援も

べき。

検討して準備を整える。

石井

神戸市内選出県議で
構成する神戸会の執行
部を対象にした県来年
度予算編成に対する神
戸市要望説明会が開か
れました。トライやる・ウィークの県市負担割合の維持
や、神戸港開港150年記念事業への支援、神戸西バイパス
専用部の有料道路事業導入に向けた国への働きかけなど久
元市長から説明を受けました。まちの活力向上のため、県
市協調の取り組みが一層求められており、今後、県施策と
してまとめ知事に申し入れます。

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

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

神戸西警

利便性向上、狭あい化の

察署は指摘のような課題

解決が課題となってい

があることは否めない。

る。そこで、県民の安全

同署を含む警察署施設の

安心を確保する地域拠点

整備は、耐震性能の確保

として、神戸西警察署の

を図った上で、施設の状

西区役所移転も見据えた

況、県内の人口動態、治

あり方、さらに今後の警

安情勢の変化、住民の利

察署整備をどのような方

便性等を総合的に勘案

針で進めていくのか。

し、着実に進める。

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

所

兵庫県宅地建物取引業協会 顧問 兵庫県議会スポーツ

警察本部長

TSUTAYA

第
二
神
明
道
路

ココ
ローソン
和食さと

たけ
ひで
石井 所 ２Ｆ
事務
大学

学院

神戸
大蔵谷 IC
ミドリ電化

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。

総務常任委員会 委員 兵庫県社会福祉審議会 委員

神戸西警察署の

務

〔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

事

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）

阪神・淡路大震災直後、会社を退社、代議士秘書

各種のイベン

警察力強化へ神戸西警察署の再整備必要

神戸市から来年度予算編成で要望（10 月 28 日）

白陵中・高、神戸商科大学卒、サラリーマン生活を経て、

教育長

スターズ（SMJ）２０１７兵

開幕１年前イベントに参加し団結を誓いました

昭和４１年 ４ 月１５日生まれ Ｂ型 西区学園西町在住

第71号

神戸西部地域の東西交通の円滑化図れ

来年度予算編成で知事申し入れ（11 月４日）

秋田大会の閉会式で参加者に兵庫大会をアピール

2016（平成28）年11月号

