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◆ 県政報告が遅くなりましたが、新任期（6月11日から）の報告をいたします！
　3 期目の任期が、皆様方の大きなご支持のもと、始まりました。会派（民
主党・県民連合議員団）の幹事長と 2 回目の建設常任委員を務めます。県
政はもとより、神崎郡 3 町、中・西播磨を重点に活動していくつもりです。
   当選後（新任期以前、いわゆる空白の 2 か月）、すぐに会派届や役員構成、
常任委員会・各種審議会委員の選出等々、また、2 か月の空白解消に向けた
新議会世話人会・各会派代表者会議を精力的にこなしてきました。審議会発足後は、正式な会派代
表者会議、議会運営委員会での議論を精力的に且つ激しく行っています。
   新議会は、自由民主党議員団44人、公明党・県民会議議員団13名、民主党・県民連合議員団11名（以
上 3 会派が与党会派）、維新の会議員団が 9 名と躍進して、4 会派が交渉会派（代表質問、議会運
営委員会構成等要件）となりました。日本共産党 5 名、無所属 4 名、欠員 1 名（たつの・太子選挙区）
となっています。議長に石川憲幸議員（丹波市）、副議長に上田良介議員（美方郡）を選出しました。

◆ 6月議会　　・・・兵庫県議会のホームページを見てください。
　環境の保全と創造に関する条例の一部を改正する条例をはじめとする知事提出議案 16 件、兵庫
県議会委員会条例の一部を改正する条例をはじめとする議員提出議案 2 件を、可決しました。請願
では、安保関連法案の速やかな廃案を求める意見書提出の件（我が会派は採択を主張）をはじめ 4
件すべてが、不採択となりました。意見書は、持続可能な国民健康保険制度の構築を求める意見書、
認知症への取組の充実強化を求める意見書等 6 件が原案可決されました。　

◆ 9・10月議会　　　・・・兵庫県議会のホームページを見てください。

　県民緑税条例の一部を改正する条例、個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例をは
じめ 47 件、中小企業の振興に関する条例をはじめ議員提出議案 2 件を可決しました。請願では、
高等学校等に対する私学助成に係る国庫補助制度の堅持及び一層の充実を求める意見書提出の件１
件が採択され、安保法制（国際平和支援法、平和安全法制整備法）の廃止を求める意見書提出の件
をはじめ 3 件が不採択となりました。意見書は、地方財政の充実・強化を求める意見書、災害に強
い河川の実現に向けた対策等を求める意見書等 7 件が原案可決されました。
■中小企業の振興に関する条例で我が会派は、特に次の点を主張し反映されました。（条
　例は、県のホームページを参照してください。）
●条例制定の目的では、雇用の推進。
●中小企業振興の基本的理念では、全文に中小企業の振興が地域経済の活性化と本県の持続的発　
　展を確固たるものにするとの要旨。
●各主体の責務・役割では、大学等の役割を規定。
●県として取り組むべき方策では、中小企業者の雇用を規定。環境の整備を規定及び円滑な事業の
　承継を促進する規定。県は「円滑な事業の承継を促進する」を規定。
●施策の実施状況の検証・公表では、知事は毎年度議会に報告しなければならないと規定。
■決算特別委員会では、知事に対する総括質疑と企画県民部①、農政環境部、病院局の
　質疑を行いました。

県 政 報 告 レ ポ ー ト
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・・・兵庫県議会議員上野ひでかずweb をご覧ください！

●総括質疑
１．公共施設等の適正な配置の考え方について
２．がん対策の推進について
３．元気兵庫の実現に向けた多様な起業支援について
４．農林水産業における生産者の自立について
５．教職員の多忙化の改善について
６．警察人員の配置の考え方について
７．警察職員関連事案について
８．人口減少社会を踏まえた財政状況の見える化について

●企画県民部
１．公益財団法人兵庫丹波の森協会について
２．丹波の森公苑について
　　（１）施設や事業の広報について（２）全県への展開に対する認識について
３．人口減少社会における生活支援施設の配置について

農政環境部
１．ひょうごの農業の再構築について
　　（１）担い手の開拓と育成支援について
　　（２）集落営農組織の法人化、企業参入等について
　　　　①実績と評価について　②法人化の推進について
　　（３）再構築への展望について
２．ひょうごの林業の再構築について
　　（１）（協）兵庫木材センターと優良な林業事業体の育成について
　　（２）広葉樹林の活用と森林ボランティアの育成について

　　　①広葉樹林の活用について
　　　②森林ボランティアの育成などのマンパワーの確保について

要　点
　ＴＰＰ合意に対して日本の農林漁業は大丈夫かという観点から、農業と林業問題に対して 6 問
の質問を行いました。
　再構築に向けた兵庫の農業のあり方として、一つに野菜を中心とした大都市近郊型農業、二つ
に稲作を中心とした大規模・効率化農業、三つに中山間地、高地での有機・無農薬をはじめ付加
価値の高い農業があり、さらに、農業の 6 次産業化が必要です。それを担うのが、認定農業者や
新規就農者、集落営農組織、参入企業ですが、営農組織の法人化は企業的経営理念の構築が必要
な中、緩やかに増加しており、また、木材加工センターや木質バイオマス施設の稼働により、農・
林業とも若者の新規就業が進んでいる等の答弁から、明るい兆しが見えていることを確信しまし
た。

病院局
１．利用状況について
２．経営改善について
３．財務比率について

　
◆ 12月議会　　　・・・兵庫県議会のホームページを見てください。

　学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例等の一部を改正する条例をはじ
め知事提出議案 19 件を可決しました。請願は、義務教育諸学校の教職員定数の充実と教員養成・
研修予算の確保等を求める意見書提出の件をはじめ 2 件を採択、県下の中小病院の看護師不足を解
消するため「兵庫県看護学生奨学金制度」の創設を求める件をはじめ 7 件が不採択となりました。
意見書は、中小企業の成長と持続的発展に向けた施策の充実・強化を求める意見書、農林水産業の
強化・育成対策の充実を求める意見書等 8 件が原案可決されました。
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◆H.27神崎郡関係事業予定箇所（発注済を含む）！　　　　　　　　　

●播但連絡有料道路の全区間に ETC ゲートを平成 27 ～ 28 年度で設置。( 注：兵庫県道路公社 )
●県土整備部

１．国庫補助事業
　道路改良：国道 312 号線（市川町屋形）
　　　　　　　　Ｌ =227 ｍ、Ｗ =6.0（7.5）ｍ　工事　　
　　　　　　一般県道甘地福崎線（市川町甘地）
　　　　　　　　Ｌ =140 ｍ、Ｗ =5.5（7.0）ｍ　用地・工事　…写真③
　　　　　　主要地方道三木宍粟線（福崎町大貫）Ｌ =175 ｍ、Ｗ =6.5 ｍ（12.0）ｍ　工事
　　　　　　主要地方道三木宍粟線（福崎町西治）Ｌ =1,000 ｍ、Ｗ =6.0（9.0）ｍ　測量・設計
　歩道設置：主要地方道西脇八千代市川線（市川町上瀬加）用地・補償
　　　　　　一般県道岩屋生野線（神河町岩屋）Ｌ =180 ｍ、Ｗ =5.5（9.25）ｍ　用地補償・工事
　　　　　　一般県道岩屋生野線（神河町越知）
　　　　　　　　Ｌ =220 ｍ、Ｗ =5.5（9.25）ｍ　用地補償・工事
　　　　　　一般県道甘地福崎線（福崎町福田）用地補償　…写真④
　　　　　　一般県道長谷市川線（神河町比延）
　　　　　　　　Ｌ =35 ｍ、Ｗ =5.5（9.25）ｍ　用地補償・工事写真⑤
　道路防災：一般県道岩屋生野線（神河町岩屋～作畑）用地測量・用地
　災害復旧：主要地方道西脇八千代市川線（市川町下牛尾）Ｌ =23 ｍ、Ｗ =5.9 ｍ　工事
　通常砂防：（砂）寺家東谷川（市川町上牛尾）砂防堰堤　1 基　床固工　1 基
　　　　　　（砂）後尾川（市川町上牛尾）砂防堰堤　1 基
　　　　　　（砂）仙玉谷川（市川町下牛尾）砂防堰堤　1 基
　　　　　　（砂）丹波山川（市川町下牛尾）砂防堰堤　1 基
　急傾斜：西谷（1）地区（福崎町西治）擁壁工　Ｌ＝ 130 ｍ
　　　　　西谷（2）地区（福崎町西治）擁壁工　Ｌ＝ 100 ｍ　
　総流防：二級河川振古川（市川町谷）護岸工・根固工
　　　　　二級河川振古川（市川町甘地）河川改修詳細設計　Ｌ＝ 900 ｍ
　災害復旧：二級河川市川（市川町美佐）護岸工
　　　　　　二級河川七種川（福崎町高岡）護岸工
　　　　　　二級河川越知川（福崎町大畑他）護岸工
２．県単事業
　道路改良：一般県道長谷市川線（市川町澤）Ｌ =20 ｍ、Ｗ =6.0（10.0）ｍ　詳細設計
　　　　　　主要地方道西脇八千代市川線（市川町保喜）Ｌ＝ 1,420 ｍ　概略設計
　橋梁耐震補強・補修：一般県道甘地停車場線（市川町甘地）市川新橋・橋脚Ｎ =6 基
　　　　　　　　　　　一般県道鶴居停車場線（市川町屋形）屋形橋・橋台Ｎ＝ 1 基、
　　　　　　　　　　　橋脚Ｎ =8 基　
　舗装修繕：主要地方道西脇八千代市川線（市川町下瀬加）
　　　　　　　　Ｌ＝ 860 ｍ、Ｗ＝ 5.5 ｍ  …写真⑥
　砂防施設改良：二級河川七種川（福崎町田口）
　　　　　　　　　根固ブロック製作設置
　河川維持：二級河川市川（福崎町西田原）
　　　　　　　駒ヶ岩環境整備工事
　県単災害：二級河川小畑川他（市川町東川辺他）護岸工他
　　　　　　　二級河川雲津川他（福崎町東田原他）護岸工他

●農政環境部
１．土地改良センター
　①国庫補助事業（県営）
　　　　農業水利施設保全合理化事業：岡部川水路（市川町上田中）水管理施設 1 式

⑤ 比　延　

⑥ 下瀬加　

④ 福崎駅前

③ 甘　地
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　　　　　農山漁村地域整備交付金事業・基幹水利施設保全型：西光寺野Ⅱ期（市川町西田中）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水路補修一式
　　　　　農地整備事業：圃場整備（福崎町西治）区画整理 1 式
　　　　　農村地域防災減災事業：河川応急スガイ堰（市川町上瀬加）頭首工 1 箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　ため池・馬場池（市川町下瀬加）測・試

　②国庫補助事業（団体営）
　　　　ため池等整備事業：ため池点検事業（市川町）
　　　　　　　　　　　　　ため池点検事業（福崎町）
　　　　圃場整備調査設計事業：圃場整備実施計画策定（市川町屋形）　
　　　　　　　　　　　　　　　圃場整備実施計画策定（福崎町高岡・福田）
　③県単事業
　　　　小規模農地緊急整備事業：排水路整備（市川町）
２．治山課
　①国庫補助事業
　　　復旧治山事業：谷止工（神河町川上字ハタギリ）2 期　Ｖ＝ 856㎥
　　　保育事業：下刈　Ａ＝ 6.01ha　本数調整伐（福崎町田口他）
　　　　　　　　下刈　Ａ＝ 6.01ha　本数調整伐（市川町谷他）
　　　　　　　　下刈　Ａ＝ 48.72ha　本数調整伐Ａ＝ 25.00ha（神河町福本他）
　　　混交林整備事業：神河町川上
　　　鳥獣被害防止総合対策事業：神河町、市川町、福崎町　
　②県単事業
　　　治山事業：落石防止柵（神河町宮野）
　　　緊急防災事業：谷止工（神河町岩屋字高坂）1 基　Ｖ＝ 1,113㎥
　　　　　　　　　　谷止工（福崎町大貫字亀坪谷）1 基　Ｖ＝ 490㎥
　　　　　　　　　　谷止工（神河町越知字向野）1 基　Ｖ＝ 350㎥
　　　　　　　　　　谷止工（神河町岩屋字高坂）1 基　Ｖ＝ 183㎥
　　　里山防災林整備事業：基本計画調査業務（市川町下瀬加字城ヶ谷）Ａ＝ 18ha  
                       　　　　　 基本計画調査業務（市川町小畑字野畑山）Ａ＝ 16ha
　　　　　　　　　　　　　基本計画調査業務（福崎町大貫字宮ノ前）Ａ＝ 13ha
　　　　　　　　　　　　　基本計画調査業務（神河町宮野字壱ノ谷）Ａ＝ 13ha
　　　　　　　　　　　　　基本計画調査業務（神河町猪篠字北山）Ａ＝ 14ha
　　　　　　　　　　　　　整備造成業務（福崎町西治字五郎谷）Ａ＝ 14ha
 　　　　　　　　　　　 　 整備造成業務（市川町下牛尾字西山）Ａ＝ 15ha
　      野生動物育成林整備：市川町上牛尾、坂戸、神河町鍛治、福崎町田口　整備造成
　　　　　　　　　　　      市川町下牛尾、西田中、福崎町東田原　基本計画調査
　    緊急防災林整備（渓流対策）：市川町下牛尾字椋野①②、福崎町田口字七種、
                                                  福崎町山崎字大谷　整備造成
　　　　　　　　　　　　　           神河町杉他（6 渓流）基本計画調査

新　年　の　抱　負
若者の新規就農など神崎郡を地域創生のモデル地区に発展を

　地域創生です。2040 年には「全国で 896 自治体が消滅の可能性があるとしており、神崎郡 3
町もその中に入っています。
　しかし、「里山資本主義」などで有名な藻谷浩介氏は、「神河町の人口動態はすでに 2040 年に
到達、老人人口は減少に入っている。介護や医療などの高齢福祉対策に今後あまり予算は必要で
なく、子育て支援や教育に投資ができる。そして何よりも元気である」と言われています。
　また、福崎町の 2014 年の人口動態調査では、人口が増加しています。市川町上牛尾地区では、
若者の新規就農者 7 人が、約 7 ヘクタールの有機無農薬農業を行っています。この他、U・I・J、
孫ターン（団塊世代ジュニア）等々、神崎郡は地域創生のモデルになると確信しています。　
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　近　況　報　告
　11月に建設常任委員として鹿児島・熊本県を視察。道路、河川、砂防事業、建設産業総合
支援事業、空き家対策、鶴田ダム再開発事業等を調査しました。全体としては兵庫県事業と
変わりはありませんが、鶴田ダムの再開発事業には驚きました。九州最大の総貯水量 1億 23
百万㎥の重力式ダムの洪水調節機能 7,500 万㎥を 9,800 万㎥に拡大するものです。飽和潜水
作業や新工法の浮体式仮締切工などの説明を受けました。

東 奔 西 走（活動日誌）
4 月　2日 ライオンズクラブ第１例会：市川町

3日 県議会議員告示
5日 神河町消防団初出式並びに辞令伝達式：神河町
8日 福崎高校入学式：福崎町
9日 老人大学神崎・福寿学園開校式：福崎町
11日 ひまわり荘花見会：市川町
12日 県議会議員選挙投開票日
14日 福崎土木事業所所長協議：福崎町
15日 連合姫路幹事会：姫路市
17日 議員団総会：神戸市
18日 姫路城西芯柱（市川町・中津川市・姫路市）運命の木交流事業：市川町
22日 議員団総会、審議会世話人会：神戸市
23日 神河町シニアカレッジ：神河町
25日 部落解放同盟神崎支部長会議：市川町
27日 福崎町東大貫協議：福崎町、幹事団会議：神戸市
28日 連合兵庫協議、議会世話人会議、広報委員会、議員団総会：神戸市
29日 姫路地区メーデー：姫路市

5月　4日 多可町市原区こうこう・れんげ祭り：多可町
7日 ライオンズクラブ第１例会：市川町、ホースセラピー調査：西脇市
8日 原爆被害者団体協議会総会：神戸市
10日 福崎町消防操法大会：福崎町
13日 議会世話人会議、議員団総会：神戸市
14日 幹事団当番：神戸市
17日 神河町消防操法大会：神河町
20日 議会世話人会議、議員団総会：神戸市
22日 加美宍粟線福本・粟賀現場立会：神河町、福崎町戦没者追悼式：福崎町
24日 市川町消防操法大会：市川町、新野水車祭り、中はりま地域交流フェスタ：神河町
25日 神河町戦没者慰霊祭、ＪＲ西労組協議：姫路市、中播磨センター幹部職員との意見交換会：神河町
27日 幹事団会議、議会世話人会議、議員団総会：神戸市、県道三木宍粟線大貫３地区協議：福崎町
30日 神河町自主防災総会：神河町、寺家Ｆ氏外意見交換会：市川町

6月　2日 当局説明（津波防災インフラ整備計画）、政務研究会（北川正泰氏）：神戸市
3日 議会代表者会議：神戸市
4日 幹事団当番：神戸市、一旬会：姫路市
8日 知事との昼食会、吉本副知事協議：神戸市、中播磨センター長協議：姫路市
9日 福崎防犯協会総会、上田中区長協議：福崎町
10日 自民党議員団への申し入れ：神戸市
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11 日 議会世話人会議、幹事団会議、議員団総会：神戸市
12日 本会議１日目、議会世話人会小委員会、幹事団会議、議員団総会、議会運営委員会、広報委員会：神戸市
13日 長谷ほたるまつり、中村区ホタル祭り：神河町
15日 本会議２日目、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会、会派代表者会議、土地改良団体連合会要望：神戸市
16日 保喜区長協議：福崎町
17日 南大貫区協議、福崎事業所長協議：福崎町
18日 本会議３日目（代表質問）、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会：神戸市
19日 本会議４日目（一般質問）、議員団総会、議員連盟設立総会：神戸市
20日 こっとん亭ほたる祭り：神河町
21日 福崎町水防訓練：福崎町、ライオンズ最終例会：岡山県
22日 本会議５日（一般質問）、幹事団会議、議員団総会、議員互助会理事会：神戸市、福崎区区長会：福崎町
23日 本会議６日目（一般質問）、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会：神戸市
24日 建設常任委員会、議会運営委員会：神戸市

25日 本会議７日目（最終日）、議会運営委員会、幹事団会、議員団総会、
関西広域連合連携協議会、会派代表者会議、当局説明：神戸市

26日 政務活動費検討委員会委員との会派代表者会議：神戸市
27日 神河町民ゴルフ大会：神河町、県ハイシニアソフトボール大会：福崎町
28日 神崎郡消防操法大会：市川町、夕凪会カラオケ発表会：神河町
29日 神崎郡美容師会有志との意見交換会：市川町

7月　2日 県いずみ会総会：姫路市

6日 県道西脇八千代線上瀬加立会（地権者、副町長）、
県道長谷市川線建設促進協議会総会：市川町、議会代表者会議：神戸市

7日 社会を明るくする運動神崎郡民大会：福崎町
8日 記者クラブと幹事団の意見交換会：神戸市
9日 幹事団当番：神戸市
11日 神崎郡交通対策協議会啓発大会：神河町、明石高専ＯＢ会：市川町
12日 クリーン作戦：神河町

13～ 14 日 建設常任員会管内調査（東播磨、淡路）
15日 神河町地域創生戦略会議講演会：神河町
16日 建設常任員会、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会、政策研究会（県立大学平田教授）：神戸市
19日 三田市市長選挙告示、ゆうかり作業所夏祭り：市川町、長谷駅前活性化フォーラム：神河町

23～ 24 日 建設常任委員会管内調査（中・西播磨）
24日 会派代表者会議、財政当局と幹事団との意見交換会：神戸市
26日 市川町町制施行６０周年記念式典：市川町
27日 春秋航空、春秋国際旅行社、神河町、兵庫県との意見交換会：神河町
28日 市町村職員年金者連盟神崎支部総会：神河町
30日 幹事団当番：神戸市

31日 農政環境常任委員会管内調査：市川町、姫路市、
中播磨センター長との意見交換：姫路市、議会事務局との意見交換会：神戸市

8月　1日 神河郡人権文化研究大会：市川町、山桃忌、民俗学の夕べ：福崎町、神河町夏祭り：神河町
3日 地域創生戦略大綱案当局説明：神戸市
4日 市川町長・議会議員選挙告示

4～ 5日 建設常任委員会管内調査（南・北阪神）
6～ 7日 各部局政務調査会：神戸市

9日 市川町長・議会議員選挙投開票日
10日 地域創生戦略大綱当局ヒアリング：神戸市、福崎町議会との意見交換会：福崎町
11日 聴覚障害者との意見交換会：神戸市
13日 奨学金制度について、自治労自治体議員団会議：神戸市
18日 連合兵庫幹事会との意見交換会：神戸市、福崎土木事業所との協議：福崎町
19日 県道長谷市川線上瀬加立会（土木、町、地権者）：市川町
21日 福崎町Ｋ氏と協議：福崎町
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8 月 22日 もちの木園ふれあいまつり：福崎町
23日 澤区自主防災訓練：市川町

24日 幹事団当番、平成２６年度決算当局説明：神戸市、
県道三木宍粟線地元協議（３大貫区役員、町、土木）：福崎町

27日 中播磨地域政策懇話会：姫路市

28日 建設常任委員会、会派代表者会議、議会運営委員会、関西広域連合連携協議会、幹事団会議、
議員団総会、県土整備部との意見交換会：神戸市

29日 少年ソフトボールふくさきくらぶ杯：福崎町、ひまわり荘夏祭り：市川町
30日 神崎郡少年剣道大会：神河町
31日 うぐいす荘理事長との懇談：神河町

9月　2日 総務常任委員会管内調査：市川町
3日 ライオンズクラブ第１例会：市川町
5日 いちかわ園ふれあい感謝の集い：市川町
9日 ライオンズクラブ第２例会：市川町
10日 産業労働常任委員会管内調査：姫路市
11日 幹事団会議、決算特別委員と幹事団協議、知事に対する重要政策提言、記者発表：神戸市
12日 第２回銀の馬車道ソフトボール大会表彰式：福崎町
13日 神崎郡内中学校体育大会
15日 神河町地域創生戦略会議：神河町
16日 建設常任委員会、政務研究会（中小企業振興条例）、神戸製鋼発電事業説明：神戸市
17日 議会政調懇話会（地方創生について・増田寛也氏）：神戸市
18日 神河町老人クラブ親睦グランドゴルフ大会：神河町、議会運営委員会、会派代表者会議：神戸市
20日 神河・福崎町立小学校運動会
24日 幹事団当番：神戸市
26日 中播磨高齢者のつどい：市川町
27日 神河町合併１０周年記念高原ハーフマラソン大会：神河町
28日 本会議初日、田原小学校県庁見学会、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会、会派代表者会議：神戸市
29日 小倉区長協議：福崎町、平成２７年度予算に対する西播磨市町長会要望会：姫路市
30日 神崎郡交通物故者追悼式：福崎町

10月　1日 本会議２日目（代表質問）、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会：神戸市　
全国一斉　日本酒で乾杯：姫路市

2日 本会議３日目（一般質問）、吉本副知事、会派代表者会議：神戸市
4日 兵庫県腎友会第１５回大会：市川町
5日 本会議４日目（一般質問）、議員団総会、ひょうごの教育意見交換：神戸市
6日 本会議５日目（一般質問）、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会、決算特別委員会：神戸市
7日 建設常任委員会、議会運営委員会小委員会、決算特別委員会：神戸市
8日 兵庫県生協大会：神戸市

9日 本会議６日目（評決）、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会、
自然公園課と川上区協議（砥峰高原）：神戸市

13日 決算特別委員会（財政）：神戸市
14日 決算特別委員会（企画県民部①；上野）：神戸市
15日 決算特別委員会（健康福祉部）、民主党岡田克也氏各種団体朝食会：神戸市
16日 決算特別委員会（産業労働部、労働委員会）：神戸市
19日 決算特別委員会（農政環境部：上野）、幹事団と決算委員会委員協議：神戸市
20日 決算特別委員会（県土整備部）：神戸市
21日 決算特別委員会（教育委員会）：神戸市
22日 決算特別委員会（病院局；上野、企業庁）：神戸市
23日 第１回神崎郡防災講習会：市川町
24日 石川憲之兵庫県議会議長就任祝賀会：神戸市
25日 創価学会大河内地区総会：神河町
26日 決算特別委員会（総括質疑：上野）、議員団総会、ひょうごの教育協議：神戸市
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《 連 絡 先 》 　上野ひでかず事務所
　 　 　 　 　　〒 679-2204　神崎郡福崎町西田原 1212 番地 4　2 Ｆ
　　　　　　TEL/FAX（0790）22 － 6805　   E-mail/kanzaki-gun ＠ code.ocn.ne.jp

皆さまの県政に対するご意見をお聞かせください。
　たくさんのご意見をお待ちしています。事務所へもお気軽にお立ち寄りください。

10 月 27日 中播磨老人クラブ連合会親善交流グランドゴルフ大会、神河町人権文化教育実践研究大会：神河町
28日 決算特別委員会理事会：神戸市、北播磨県民局重要政策提言：加東市

29日 本会議７日目（最終日）、議会運営委員会、幹事団会議、議員団総会、
当局説明（男女共同参画社会計画）、環境部長協議（峰山・砥峰高原）：神戸市

30日 建設常任委員会、議員団総会、連合兵庫第１５回定期大会：神戸市
31日 中播磨地区ゆうあい運動会：福崎町、Ｎ氏古民家について：神河町

11月　2日 幹事団当番、福崎小学校県庁見学：神戸市
3日 神河町民ソフトボール大会、神河町芸能発表会：神河町、神崎郡中学校女子ソフトボール大会：福崎町
5日 県道三木宍粟線西谷区歩道設置地元協議：福崎町、議会運営委員会、関西広域連合連携協議会：神戸市
6日 新年度予算知事申入れ、幹事団会議、当局レク（農林水産ビジョン）：神戸市
7日 神河町合併１０周年記念式典：神河町、市川町人権文化推進実践発表会：市川町
8日 ひょうごの森のまつり：上郡町
9日 上小田小学校跡地活用会議：神河町

10～ 12 日 建設常任委員会管外調査（鹿児島・熊本県）
15日 神崎・福寿学園老人大学祭：福崎町、中播磨地域交流メッセ：市川町
16日 建設常任委員会、ヒューマンライツ議員の会：神戸市
17日 宮野地区防災林整備事業打合せ：神河町
20日 財政当局と神河町との意見交換会：姫路市
24日 議会運営委員会、幹事団会議、団総会、議運小委員会：神戸市
26日 第２回中播磨防災講座、宍粟市と神河町との意見交換会：神河町
27日 神崎郡議会全議員研修会並びに意見交換会：福崎町
28日 中・西播磨地区精神保健福祉研修会：福崎町
30日 県道西脇八千代市川線警察協議：福崎町

12月　1日 議会運営委員会、幹事団会議、団総会、本会議（第１日）：神戸市、福崎町長選挙告示
4日 議会運営委員会、幹事団会議、団総会、本会議（第２日・代表質問）、議運小委員会、広報委員会：神戸市
6日 福崎町長選挙投開票日
7日 本会議（第３日・一般質問）、団総会、代表者会議、当局レク（男女共同参画社会）：神戸市
8日 議会運営委員会、幹事団会議、団総会、本会議（第４日・一般質問）、団総会：神戸市
9日 議運小委員会、建設常任委員会、当局レク（宝塚福祉事務所建替え）、ひょうごの教育を考える会：神戸市
11日 議会運営委員会、幹事団会議、団総会、本会議（最終日・表決）、３会派会議：神戸市
13日 福崎警察・中播消防署年末特別警戒発隊式：福崎町
15日 松本たけあき支援のつどい：姫路市
16日 建設常任委員会、議会運営委員会、幹事団会議、団総会、建設労働組合連合要望会：神戸市
19日 ライオンズクラブクリスマス家族例会：姫路市
21日 与党連絡会：神戸市
22日 与党連絡会、知事との昼食会、自民党幹事団との協議：神戸市
25日 中播磨地域づくり懇話会：姫路市


