いつもお世話になり
ありがとう ございます
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150年の歴史を礎に輝く未来へ新たな航跡
2017年の幕が開けました。今年は神戸開港150年、世
界との交通の結節点としてモノ、ヒト、情報が神戸に
集積し、重厚長大をはじめとしたものづくり産業が活発
化、ファッションなど最新の文化が花開きました。都市
近郊の地の利を生かして農林水産業も独自の成長を遂げ
ました。雄県兵庫の礎を築き、日本の発展をリードして
きたのが、私たちのふるさと神戸です。

22年前の阪神・淡路大震災では甚大な被害を受けましたが、悲しみから立
ち上がり、創造的復興へと力強く歩んでこれたのも、長年培われてきた明日
を切り拓く進取の気風が市民、県民にあったからだと確信しています。
来年は県政誕生150年を迎えます。まさに節目の時です。世界的にも先が見
通せない時代ですが、だからこそ150年の歴史を噛み締め、未来に向けた夢を
描いていこうではありませんか。一人ひとりが知恵を出し、力を合わせれば
どんな荒波も乗り越えることができると確信しています。そのための旗振り
役を果たすのが政治家の使命です。未来への新たな航跡を開くため、この １
年全力で走り続ける決意です。ご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。

神戸西バイパス未
整備区間が着工へ
東西交通が円滑化

昨年９月定例県議会での一般
質問でも取り上げるなど早期整
備を要望していました神戸西バ
イ パ ス の 未 整 備 区 間・ 永 井 谷
JCT か ら 石 ケ 谷 JCT ま で の ６．
９㎞が平成 30 年度にも本格着工
される見通しとなりました。同
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阪神・淡路大震災か
ら丸22年となる １ 月17
日、今年も県などが主
催する「ひょうご安全
の日のつどい」に参加
しました。震 災 後 生 ま
れた私の息子も今年、
成人式を迎えました
が、息子をはじめ、震
災後に生まれた方々に
も、次代を担う若者と
して震災の教訓を受け
継ぎ、地震に負けない
まち、明るい未来を築
いてほしいとの思い

神戸西バイパスの整備状況

22

年 教訓を未来へ

○議決案件
・平成28年度兵庫県一般会計補正予算
・兵庫県税条例等の一部を改正する条例等の一部を改正する条例
・兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例
・警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改
正する条例
など計25件
○同意人事
・土地利用審査会の委員の任命の同意
○意見書・決議
・高齢運転者による交通事故の防止対策強化 など計３件

バイパスは神戸市垂水区と明石
市 を 結 ぶ 全 長 12. ５ ㎞ で 永 井 谷
JCT 以西が未整備となっていま
した。早期着工を県とともに国
に働きかけていました。全面開
通すれば神戸西部地域の東西交
通円滑化が図られます。

震災

第334回12月定例県議会報告（12月5日〜15日）

〜もっと身近に県政を〜

が、なお一層、こみ上
げました。子をもつ親
としても経験を伝え、
減災社会の実現をめざ
していきます。
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新年度県予算編成で神戸市からの要望を知事に申し入れ（12 月９日）
神戸市内選出の超党派の県議で構成する「県議会神戸会」として、先に神戸市から受
けた県への提案・要望を井戸知事に申し入れ、平成2₉年度県予算への反映を求めました。
三宮再整備など都市の活力向上
へ県市協調の取組を要請しました。

都市の活力向上へ県市協調

総務常任委員会活動報告

政調会で予算編成の状況で意見交換

総務常任委員会の閉会中の継続調査事件として、
９月16日に「地方分権の推進」、10月27日に「地域
安全対策及び交通安全対策」「安全安心な消費生活
の推進」、11月16日に「広報・広聴活動の推進」
「芸術文化の振興」、12月16日に「防災・危機管理
対策及び震災復興対策」、１月16日には「科学技術
の振興」「情報化の推進」についてをテーマに開催
されました。

平成29年度県予算の編成状況や、重点事業などについ
て各部局から説明を受ける政務調査会が１月10日から３
日間にわたり実施されました。29年度予算は地域創生戦
略の推進を重点に、現在、
策定作業中の最終２カ年行
革プランを踏まえたものに
なります。事業の選択と集
中により、実効性ある地域
振興の取組などについて意
見交換しました。

管外調査：11月９日〜11日 福岡県、佐賀県、長崎県
○NPO法人久留米ブランド研
究会（久留米まち旅博覧会
の概要・地域資源を生かし
た地域づくり等）
○有田町議会（有田焼・伝統
の町並みを生かした地域づ
くり等）

1.17 希望の灯り分灯 どんと祭り種火に
１月９日、東遊園地の「1.17希
望の灯り」モニュメント前に枝吉校
区ふれあいのまちづくり協議会と出
合ふれあいのまちづくり協議会のメ
ンバーとともに集合しました。「灯
り」を分灯していただき、11日の
枝吉小学校での「どんと祭り」の種
火にさせていただきました。また、
協議会の皆さんは枝吉まで約₃₀キロ
を歩き、鎮魂と減災への思いを新た
にされました。

長崎市役所担当職員と意見交換

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
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伊川谷事務所
〒₆₅1-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬₅3₇︲ 3
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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

農家の方から説明を受け㊤、その後、
職員の方と意見交換を行いました㊦
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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︒

総務常任委員会 委員 兵庫県社会福祉審議会 委員

１月７日、現場視察に来られた久元市長
と意見交換

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

毎年︑西区︑北区選出の県議と神戸農業改良普

平成11年、西区より県議選に出馬するも惜敗

及センターの職員とで行っている﹁神戸の農業を

阪神・淡路大震災直後、会社を退社、代議士秘書

₂₉

日に行われました︒農家での営

白陵中・高、神戸商科大学卒、サラリーマン生活を経て、

₁₁

月

昭和41年 4 月15日生まれ Ｂ型 西区学園西町在住

石井ひでたけ

プロフィール

石井 秀武（いしい ひでたけ）

農指導の実態調査をした後︑普及活動の状況につ

北播磨県民局
㊤、淡路県民
局㊨を訪問。
管内情勢につ
いて意見を交
わしました

語る会﹂が

○北播磨県民局
○加西市地域おこし協力隊
【県民との意見交換会】
○県 立 西 脇 高等学校
（播州織で織りなすま
ちづくり）
【県民との意見交換会】
○淡路県民局
○そばカフェ生田村
（「がんばる地域」交流
・自立応援事業）
○東播磨県民局

東播磨・淡路地区

いて意見交換を行いました︒

管内調査：11月21日〜22日

農業改良普及センター職員と意見交換

○長崎市議会（世界文化遺産登録に向けた取組・交流人口の
拡大等）
○軍艦島［端島炭鉱跡地］（世界文化遺産登録を舞台とした
交流人口の動向等）
○一般社団法人 南島原ひまわり観光協会（体験型観光の
推進・地域住民と連携した地域振興等）

ミドリ電化
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