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初心を忘れず
　豊かな自然に恵まれ、その恩恵を授かり繁栄して

きた日本。私たちの郷土石川県も、四季折々に自然

景観や海山の幸が堪能でき、その魅力が国内外に

向けて発信され交流人口の拡大に繋がっています。

天然資源や地下水に因って、九谷焼や輪島塗など

の伝統工芸が育まれ、最先端技術を要する企業が

立地されるなど、経済の振興が図られてきました。

　その一方で、地震・大雪・洪水など、自然は計り

知れない災害をもたらし、県政に於いて、防災体制の見直し、エネルギー政策の転換などの新たな課題も

見えてきました。また、社会保障費の増加、農林水産業の後継者不足、里山里海の保全など、生活や

自然環境の変化に伴う課題も多くあります。

　石川県が成長を遂げるためには、県内・隣県自治体、官民との連携を深化させて取り組むことが重要で

あると考えています。災害や事故対策、社会福祉の充実、観光誘客、産業振興、環境保護など、多岐に

わたる分野での相乗効果により、更なる進展が期待できます。

　自然と共生し、安心で安全して、より快適に暮らせる郷土のために、県民の皆様の声を聞くこと、現場を

見ること、県政の状況や政策をお伝えすることを大切にし、地域に密着した身近な県議会議員との初心を

忘れず、今後も邁進していきます。
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行財政改革大綱2011
について
◆井出県議　県では行財政改革大綱を
作成して以来、知事部局職員数の削減
目標である550人を前倒しで達成する等、
成果を上げている。新たな行財政改革
大綱の実施期間は平成27年度までの５
年間であり、知事の現任期をまたぐ事と
なる。改革期間中と言わず、任期中に収
支均衡をぜひ達成していただきたく知
事の決意をお聞きしたい。

◎谷本知事　本県財政は今後5年間の
累計で約290億円の収支不足が見込まれ
大変厳しい状況である。引き続き歳入歳
出全般に渡る行革に取り組みたい。事情が
許せば前倒し達成したいが、無理に歳出
を圧縮するとかえって県の経済、福祉にも
大きな影響が及びかねず、また東日本大
震災により地域経済や本県税収に対し
どんな影響が出るか依然不透明な状況
にある。十分に見極めていく必要がある。

◆井出県議　職員数削減や仕事のやり
方の見直しにより県財政にもたらした収支
改善効果の具体な金額をお聞きしたい。

◎阿久澤総務部長　知事部局の平成
22年度の職員費総額は、職員数の削減、
給与構造改革等により平成14年度に比
べ65億円減少し、560人の職員の削減
をしている。これにより節減される職員
費は、平年度効果約48億円である。前
行財政改革大綱策定後の平成19年度

から今年度までの
５年間では1,300
件余の事業廃止や
縮小、見直しを行
い、単年度収支に
与える効果では約
47億円の収支改善
効果が出ている。

広域連携について
◆井出県議　県民の生活や経済活動が
県境を越えて拡大しており、県単独では
解決することが難しい課題が増えている。
広域連携の取り組みを危機管理、救急
医療、環境、ライフラインなどの分野で
も一層の強化を図り、安心・安全の確保、
行政サービスの向上につなげるべきだ
と考える。また行政コストの削減効果も
期待できる分野があるのではないか。

◎谷本知事　既に北陸新幹線の整備、
能越自動車道などの道路網の整備、国
内外の観光誘客、小松空港の利用促進、
事故対策や災害時の応援協定、白山の
遭難防止対策、県境付近でのごみ不法
投棄対策等、具体の取り組みを進めて
いる。隣県との連携の意義は足らざる
ところを補い合い相乗効果を発揮させ、
活力向上や県民の安全・安心の確保に
つなげること。今後も意思疎通を十分に
図り連携を深化させたい。

企業誘致について
◆井出県議　全国的に電力供給の不安
が払拭されない状況下、知事は「今後
の企業誘致を考えた時、リスク分散を考
慮した生産拠点の再配置が大きく加速
すると思われる。特定の地域に集中して
工場を持つ企業をターゲットに戦略活
動を行いたい」と答弁された。そんな中、
ソニー関連会社のソニーケミカル＆イン
フォメーションデバイスがリス
ク分散として根上事業所の製
造ラインを増設するという報
道があった。本県をリスク分
散の適地として何を評価した
と考えるか。今後、その評価を
どのように活かし誘致活動を
進めるのか。

◎谷本知事　今回のライン
増設決定は本県の立地環境
を総合的に評価して頂いた。
具体的には四事業所中、三事業所が東
日本に集中し、電力不足にある中、根上
事業所が拠点として適していたこと、本
県は陸海空の充実した交通インフラが
整備されており、万一の場合、国内外へ
の供給が可能であることなど。今後は高
い技術力を持った企業や高等教育機関
の集積、文化や自然に恵まれた暮らしや
すさ、さらにはグローバル企業である日

本ガイシ、ＮＴＮが既にリスク分散を目
的に進出している実績をＰＲし戦略的に
取り組んでいきたい。

いしかわサイエンス
パークの活性化と　
基幹道路整備について
◆井出県議　いしかわサイエンスパー
クは、研究機関や支援機関が一体と
なった用地である。更にご当地、能美市
や近隣の川北町、小松市は世界に通じ
る技術を持った企業が集積する地域で
もあり、用地確保を検討する企業にとり
魅力的な用地と考える。しかし平成17年
以降、企業誘致されておらず、60％に当
たる28ヘクタールが遊休地である。また、
いしかわクリエイトラボの賃貸状況も面
積比で57％が遊休している。今後の企
業誘致の計画は。

◎水野商工労働部長　県では、いしか
わサイエンスパークを対象とした研究所
等立地促進補助金を設け積極的に誘
致に取り組んだり、構造改革特区認定
を受け、独立した事業スペースを低廉な
賃料で提供するいしかわフロンティアラ
ボを平成16年度に整備し、現在14社が
進出している。本県における新産業の拠
点として重要地域であると認識しており、
震災による企業の拠点分散を含む新た
な動向も踏まえながら更なる企業の立地
促進に努めたい。

◆井出県議　産業集積地である能美市、
川北町の工業用地への交通アクセス向
上は、新規や増設の企業誘致の促進に
重要な要因である。県道小松鶴来線の
天狗橋から宮竹町間のうち、灯台笹地
内について早急に道路拡幅する必要が
ある。また、県道鶴来水島美川線のうち、
加賀産業開発道路から壱ツ屋交差点間
の四車線化について企業誘致及び住民
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安全の観点からも早期完成が必要と考
える。現在の状況並びに今後の見通し
についてお聞きしたい。

◎鶴井土木部長　天狗橋から宮竹町間の
うち、灯台笹町地内240ｍ区間については、
前後区間に比べ幅員が狭く、大型車のすれ
違いに支障を来たしており、今年度から
道路拡幅に向け測量調査に着手し道路
設計を進める。県道鶴来水島美川線の
四車線化は交通量の多い加賀産業開
発道路から壱ツ屋交差点までの3,400ｍは
工事に着手しており、用地買収を終えた
箇所から順次工事を進め、現在の進捗
状況は80％である。今月末に720ｍ区間が
完成予定で残る区間も用地提供に協力
いただき早期完成に向け整備を進める。

伝統産業の振興に　
ついて
◆井出県議　県の伝統産業である九谷焼、
輪島塗、山中漆器、金沢漆器は生活様
式の変化や食生活の多様化に伴い、国
内マーケットが大幅に縮小する中、海外
マーケットを対象に需要の掘り起こしを
進めている。知事は海外諸国で九谷焼、
輪島塗などの伝統産業のトップセールスを
行っているが、成果はどうか。

◎谷本知事　昨年十月に世界の情報発信
の中心地であり空前の日本食ブームに沸く
ニューヨークを訪問し、本県が誇る食文化
を、著名なシェフ、メディア関係者、日系商
社等にＰＲした。成果としては、商談会で
山中漆器の弁当箱の取り扱いが決定した
ほか、九谷焼や輪島塗も富裕層から高
い関心が寄せられるなど、今後の展開に
確かな手応えを感じた。来月の東アジア、
副知事の韓国訪問の際には映像を用い
紹介する等、しっかり後押ししていきたい。

交流人口の拡大に　
ついて
◆井出県議　県が掲げる三大都市圏誘
客一千万人構想、海外誘客十倍増構想の
推進において三大都市圏や海外の方へ、
例えばいしかわ動物園ならば園の魅力
をどんな方法や内容でアピールするか。
駅や空港からのアクセスをどのように確
保するか。海外旅行客に対するおもてなし
の施策も伺いたい。

◎谷本知事　県では昨年度からファミ
リー向け施設を紹介するホームページ
を新たに開設した。同時に旅行会社へ
動物たちの魅力ある写真素材を提供し、
旅行商品造成の働きかけも行った。海
外誘客については、昨年初めて中国か
ら教育旅行がふれあい昆虫館を訪問し
た実績があり、海外学校等に対し教育
旅行の提案を行う。

◎蟹由観光交流局長　ホームページや
パンフレットに工夫を凝らした交通アク
セスの情報提供に努め、バス・タク
シー事業者に対し、利便性の向上を働
きかける。現在の園内マップは英語、
韓国語、中国語で提供している。

◆井出県議　高速道路料金の休日上
限千円割引と無料化実験が6月19日
で終了したが、石川県の観光誘客に
どんな影響が出ると想定しているか。

◎蟹由観光交流局長　制度終了に
伴い、増加した遠方からの観光客を
リピーター化するため、より一層の取
り組みが必要であるとともに、近県及び
県内に改めて本県の魅力を再認識して
いただく。また、県内二空港や北陸新幹
線開業も視野に入れた公共交通機関の
利便性を最大限にアピールし、マイカー
以外での来県を促すことも重要だと考
える。魅力ある観光地こそが観光誘客
を促進する上で最も重要であり、今般の
能登の世界農業遺産への認定を機会に
能登ブランド力の向上に努めるとともに、
金沢、加賀地区の観光資源も磨き上げ、
おもてなしの充実に取り組み、一層の誘
客促進に努めたい。

海岸松林への対応に
ついて
◆井出県議　県は平成19年度より、いし
かわ森林環境税を導入し、里山、森林
保全並びに林業振興に積極的に取り組
み、成果があらわれている。また、松くい虫
被害対策は県、市、地域住民が連携して
取り組み、成果が上がった地域があると
聞いた。県全体へ広げ海岸松林の保全
を図るべきと考る。

◎佐藤農林水産部長　県では防風、飛砂
防止対策などの公益性が高い海岸林に
ついて、市町と役割分担しながら薬剤散
布や樹幹注入等の予防対策と被害木の
伐倒駆除、松くい虫に抵抗性を有するク

ロマツや広葉樹の植
栽による海岸林の再
生に取り組んできた。
これにより本 県の
被害量は昭和61年
度の約37,000ｍ3を
ピークに減少傾向で
推移し、平成22年度は約16分の1になっ
ている。今後とも県、市町による松くい虫
被害対策を進めるとともに地域住民によ
る自主的な保全活動がさらに広がるよう
積極的に支援したい。

教科書問題について
◆井出県議　中学校の歴史教育におい
ては時代の節目で我が国を導いた歴史上
の人物、あるいは我が国の偉人などを教科
書に取り上げ、中学校で学ばせる機会を
与えることが大切なことと考える。新学習
指導要領では歴史上の人物等について
はどのように教えることになっているのか。

◎竹中教育長　まず小学校学習指導要
領社会科では具体的な人物名42名を例
示をいたしており歴史上の人物の働きに
ついて学習する。小学校での学習を踏まえ
中学校では「歴史的事象に対する関心を
高め、我が国の歴史の大きな流れを世界
の歴史背景に各時代の特色を踏まえて
理解させ、我が国の伝統と文化の特色
を広い視野に立って考えさせること」また
「国家・社会及び文化の発展や人 の々生
活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に
伝わる文化遺産を、その時代や地域との
関連において理解させ、尊重する態度を
育てること」などが目標となっている。特
に具体的な人物の例示ではなく、歴史が
人物によってつくられたものであることを
踏まえ、大きな役割を果たした人物を取り
上げ、その人物の活動した時代的背景と
関連させながら果たした役割や生き方と
ともに歴史的事象を学んでいる。
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知事のこの１年について
■井出県議　私にとり、
本年は県議会議員選挙に
初当選。県政の場に参画し、
多くの方 と々出会い学び
奔走する毎日。まさに49年
の生涯で最も劇的な年で
あり、そして感謝の一年でした。知事は来
年に向ける思いを漢字一文字であらわすと
「磨」と披露したが、本年を漢字一文字で
あらわすとどんな字か。県政の十大ニュー
スを交えお聞きしたい。

◎谷本知事　県政十大ニュースで、まず
第一は東日本大震災だと思う。能登半
島地震の際も地域のきずなが被害を最
小限に食いとめる事が再認識された。本
県においても県民生活の安全・安心を
確保するための対策に繋げていく。また
北陸新幹線の開業効果を県内全域に繋
ぐため、ハード、ソフト両面から三年後の
金沢開業に向けた準備を加速をさせた。
開港50周年の小松空港では、小松—台
北便が週４便に増便し、国際航空貨物
便では世界一周ルートを構築する北米
便が就航し、国際ネットワークの拡大が
図られた。産業面では、県内最大規模
の投資となる東芝モバイルディスプレイ
や東レ・ダウコーニング、ＮＴＮ能登製
作所の工場増設、また日本ガイシが操業
開始するなど、日頃のつながりの大切さ
を再認識した。そして、北陸新幹線の金
沢以西の延伸で福井県、そして関西へと
つながる期待も込め「繋」ぐという一字
が心に刻まれた一年でした。

東日本大震災の支援
状況と防災体制について
■井出県議　県議会防災対策特別委

員会で福島県、宮城県を視察し、悲

惨な傷跡を目の当たりにし、一日も早い
復興を祈るばかりです。本県は被災県に
対し能登半島地震の際の御恩に感謝し、
真摯に支援を行った一方で被災県は混
乱の中、人的支援や物資が十分に届け
られなかったと聞く。これまでに本県が
行なった支援状況は。また県は本年３
月末を目標に浸水想定区域図を作成し、
各市町と連携したハザードマップの作成
に取組んでいるが県民への周知方法を
お聞きしたい。また、県民の安心・安全
に対する知事の熱意と取り組みを併せ
てお聞きしたい。

◎谷本知事　自然災害の発生を防ぐこ
とはできないが、被害を小さくする取り
組みは可能だ。共助による地域防災力
の強化が何よりも大切だと思う。そのた
め県では自主防災組織の結成促進、防
災士の育成、実践的な防災訓練など市
町と連携して取り組んできた。今後も一
層の充実強化に取り組む。

◎西危機管理監　県では捜
索・救助活動・医療活動に
2,700名余り、延べ2万人余り
の職員を派遣している。また
県が備蓄する非常食や毛布
の提供、県民からの義援金の
募集と配分、700名を超える
災害ボランティアの派遣など
行なった。また現在500名超
の被災者に対し、公営住宅や
民間賃貸住宅の無償提供、支援状況を
まとめた生活の手引の配布などの支援
もしている。以上の支援は能登半島地
震の教訓を生かし被災地のニーズを踏
まえ対応した。例えば被災自治体と調整
し必要な品目の送付等を行なった。

　現在津波浸水想定区域図をもとに市町
にて避難所等の必要な情報を記載した
ハザードマップを作成し、様 な々機会を
通じ住民へ周知したい。また市町に対する
説明会の開催や県民津波フォーラムなど
を通じて広く周知したい。

北陸新幹線金沢開業に
よる波及効果について
■井出県議　北陸新幹線金沢開業を３
年後に控え、その開業効果が県下全域に
及ぶよう一層の取り組みが必要だと考え
る。各市町も観光誘客アップへの取り組
みを始めている。例えば能美市では本
年を観光元年と位置づけ、いしかわ動

物園に入園したお客様に能美市内観光
施設の利用料金が割引になる制度を導
入した例もある。一方、金沢駅からの二
次交通アクセスが懸念材料だ。また二
次交通のみならず、往路は北陸新幹線、
復路は空港等の、いわゆる金沢駅イン空
港アウトなどでも運賃が割引される制
度があれば必然と県下全域へ足が伸び
るようになると思うが今後の取り組みは。

◎小森企画振興部長　開業効果を県
内全域に波及させるためには金沢から
の二次交通アクセスが重要である。まず
は交通事業者が経営戦略上どんな交通
サービスを提供するかの判断もあるが、
その際の地域の魅力づくりを行う市や
町、経済界、観光団体等との連携も重要
であり、県としてはその橋渡し役ができる
と考える。今後、県も含め各市町、国、鉄
道・運輸機構、ＪＲ等の関係者で議論す
る必要がある。

■井出県議　11月に世界トップレベル
の料理人グループや国際的メディアが
集結したCook It Rawが開催され、県の
食や器の魅力が世界に向けて発信され
たようだが、このイベントが一過性に終
ることのないよう今後活かすことも新幹
線の開業効果に繋がるのでは。今後こ
の成果を伝統工芸品の産業振興にどの
ように活用されるのか。

◎谷本知事　参加したシェフやジャーナリ
ストからは「石川滞在中に訪問した里山
里海では忘れられない体験ができた」、
「多種多様な伝統工芸や県民のおもて
なしの心に感動した。ぜひ今度は家族を
連れて訪れたい」、こういった声が相次ぎ、
まさに本県が誇る食文化の総合力が高
く評価された。今後は、御指摘のように
一過性のイベントで終わらせることなく外
務省など関係機関とも連携をし、実際に
使用された食材、酒、器といった県産品
の販路開拓や特に欧米を中心とした海
外旅行客の誘客促進にも取り組みたい。

県議会
リポート
12月定例会
（平成23年12月8日）
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男女共同参画の推進
について
■井出県議　地域おこしや企業のもの
づくり等 、々さまざまな分野で女性の活
躍が注目を集めている。そこで県は、本
年８月に企業に対し男女共同参画に関
する取り組み状況の調査を行っ
ているが、その調査結果はどうで
あったか。また、その結果を受け、
企業の取り組みは。県内各市町
でも男女共同参画プランを作成
しており、その状況や県との連携
事例や課題と今後の対応は。

◎三国県民文化局長　企業の
業種や規模にもよるが、女性管理
職の全くいない事業所が約47％、
女性の能力開発の取り組みを行ってい
ない事業所は約61％と高く、また男性の
育児休業取得者は約３％であった。男女
共同参画の取組みを更に進めていく必
要がある。企業の事例紹介や養成講座
の開催などで意識改革に努めたい。昨年
度末までにすべての市町で男女共同参
画推進に係る条例と計画が整備された。
県が委嘱した男女共同参画推進員や
推進員経験者を全市町に配置し、紙芝
居、寸劇や各種イベントで普及啓発活動
を行っている。また将来を担う若い世代の
理解促進が重要な課題であり、大学での
ワークショップや啓発誌を作成・配布し、
意識啓発にも積極的に取り組みたい。

県内企業の雇用対策
について
■井出県議　企業を取り巻く環境は、
円高、高い法人税率、エネルギーコスト
の上昇、そして国内市場の縮小等々から
海外への生産シフトが一段と進む傾向
にあります。県内企業でも海外へ進出す
る動きがあり県内の雇用などにも影響
が出るのではと心配する。グローバル市
場での生き残りをかける県内企業の海
外展開も重要だが、雇用を守るために
県内企業が今後ともしっかりと地元に根
づき生産活動を続けるための慰留対策
も必要ではないか。知事の所見をお聞き
したい。

◎谷本知事　海外進出企業の成功のため、
まずは県内企業の進出が多い中国・江
蘇省などと関係強化に努めると同時に、
海外事務所を活用した情報提供を行っ

ている。その一方、県内の新技術、新製
品の開発や円高対応のためのコスト削
減に向けた支援などを行い、県内企業
の競争力強化に向けた取り組みを積極
的に後押ししている。県としては海外事
業と県内事業を車の両輪として県内企
業が成長、発展できるよう取り組みたい。

県道の除雪について
■井出県議　県道除雪がどんな基準、
手順なのか。地元要望も大変多い消雪
装置新設の基本方針は。既設の消雪装
置のメンテナンス、補修計画は。また、ス
リップ事故への対策は。

　除雪作業を委託する業者の方々に夜
中の待機やオペレーターの確保、除雪
機械の維持管理、修理等々で負担をか
けているが、委託業者への支援策は。

◎鶴井土木部長　重要度の高い幹線
道路は積雪が5センチから、その他路線は
積雪10センチから除雪出動する。作業
手順は降雪予想や道路パトロール等で
必要性を判断し出動要請する。委託業者
は深夜早朝でも速やかに作業していた
だき、朝の通勤時間帯までに終了依頼し
ている。消雪装置は、交通量が多い幹
線道路で、機械除雪が困難な所、重要
な踏切、急な坂道などを優先的に整備
している。また、節水にも努めている。補
修は毎年定期点検や小規模な補修を適
時行っているが、優先度を判断しながら
整備を進めている。スリップ事故対策は、
気象情報などにより凍結防止剤を散布。
また、注意看板の設置、外気温表示など、
運転者に注意喚起を行う。委託業者へ
は、除雪機械の固定経費を、出動の有
無にかかわらず一定額を支払う制度や
待機状況に応じた経費の支払いに努め
ている。また、若手オペレーター育成の
ための技術研修会の開催。また総合評
価方式の一般競争入札にて除雪協力を
評価項目に追加したり、優良な道路除雪
オペレーターの表彰制度を設けている。

教育について
■井出県議　来年度から県内５高校を
いしかわニュースーパーハイスクールに
指定し、グローバル社会に対応できる人
材育成に取り組まれるとのこと。また５
校以外の学校にも改革を検討され、県
教委と市町教委の連携が重要であると
の思いから教育長みずからが県内市町
の教育委員会へ出向き講演や意見交換
を行っているようだが、そのねらいと成
果並びに今後の展開は。次に今後10年
間に教員の約半数が定年退職されるよ
うだが、教育力不足を危惧している。教
員採用に向けた現状と決意は。

◎竹中教育長　子供たちは高校卒業と
同時に全国の若者と伍していく。小中学
校教員はそれを念頭に学力、体力、規
範意識の向上に取り組む必要があり、高
校教員は中学校までの学習を十分に把
握し指導する必要がある。小中高が連
携し、12年間で子供たちを育てることが
重要と伝えたい。現在17市町へ出向き、
校長・教頭研修会にて大変熱心に話を
聞いていただき、伝えた。また意見交換
も行い、学校経営の考え方や人材育成な
どについて率直な意見を聞き、市町連携
の必要性を改めて実感した。

　近年新規採用者を増員しているが、質
の高い教員採用のため、県内外の大学
において説明会を実施している。

■井出県議　来年度から中学校で柔道
などの武道が必修化になるようだが、ど
のような武道を選択するのか。また、そ
の目的は。加えて、教員研修の内容は。

◎竹中教育長　中学校の武道必修化の
目的は、武道の技能向上だけでなく、国
の伝統や文化を尊重する精神の育成、ま
た試合や稽古での礼の重視と実践により
自らを律し、相手を尊重する態度を養うこ
ととしている。また、指導者研修について、
公立中学校の保健体育科教員全員を
対象に、安全で効果的な指導法の研修
を実施。具体的な内容は、基本動作や
わざの指導を行った。学習段階や個人
差を踏まえた段階的な指導を取得する
ことや安全指導として実際にあった事故
を例に練習
場や用具な
どの点検あ
るいは危険
行為の禁止
を徹底して
いる。
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行財政改革について
（平成23年５月17日
総務企画委員会 ）

◆井出委員　行財政改革によって歳出
面でどれだけ削減できるのか金額でお示
しいただけないか。

◎阿久澤総務部長　今回の行財政改
革大綱の項目の多くは組織の廃止や、
見直しなどで職員定数の削減につなが
ります。削減数については定員適正化計
画として示し、１人当たりの単価はわかり
ますので、削減効果はわかるかと思う。

◆井出委員　人員を削減することに
伴ってコストがアップする部分もあるか
と思う。人員削減だけでは歳出面に直
結しないのではないか。

◎阿久澤総務部長　定数の削減は、例
えば一律何％ではなく、個々の組織や仕
事のやり方を見直し、それによってある
程度減らせる事務量や作業量を勘案し、
積み上げ作業を行っている。

　確かに基本的には組織の見直しや効率
化によって減になるものの一方で民間委
託などによって増える要素も確かにあります。
それは毎年の予算編成の中で厳しいシー
リングをかけ、削減努力を併せて行い、
収支の改善に向けた努力を行っていきたい。

◆井出委員　結論からすると、金額で
示すのは難しいのですか。

◎阿久澤総務部長　平成19年度からの
５年間で大体1,300事業ぐらいの事業縮
減を行った。平成19年度に比べると年の
収支に与える影響としては47億程度の
収支改善効果を上げた。今後とも積み上
げていきたい。しかし、歳出削減の中に
は投資的経費の抑制というものも行革大
綱の中にあり、地域経済や雇用の情勢な
どを配慮しながら目標を立てている。こち
らについては地域経済を下支えするという
役割もあり、削減は、機械的に行うより、経

済の動向等を見ながら対応を考える。

北陸新幹線白山総合
車両基地の新駅設置
について（平成23年８月17日

総務企画委員会 ）
◆井出委員　北陸新幹線白山総合車両
基地の新駅設置について、県でこの車両
基地を利用した新駅の設置を今後どのよ
うにして取り組んでいくのかお聞きしたい。

◎小森企画振興部長　北陸新幹線の
金沢開業まで約３年後ですが、白山総
合車両基地への併設駅は南加賀地域に
開業効果を波及する一つの方策となる
可能性のあるものだと認識しています。

　一方で、新駅設置についての課題です
が、技術的な問題に加え、白山市を初め
とする南加賀地域の地元市町の意見の
集約、あるいは経営や運行を行うことと
なるＪＲの意向について課題がある。地
元市町や県などからも構成する調査委
員会があり、これを中心として引き続き
議論を深めていきたい。

◆井出委員　県は前向きに考えている
のか。

◎小森企画振興部長　南加賀地域の
公共交通ネットワークの中で具体的な需
要がどうであるとか、あるいは超えなけ
ればならない課題はどういったものであ
るといった議論を続けています。駅のあ
り方をどう想定しているものか、地元の
意向の一致がまず必要であると思う。県
としては、それを第一歩として県民の利
益を考え判断していきたい。

「メルマガ石川」に　
ついて（平成23年９月27日

総務企画委員会 ）
◆井出委員　7月15日より配信開始され
た「メルマガ石川」について、私も登録し
ているので金曜日の11時頃になると、4
件ほどの情報が入ってくる。文字情報が
多く、見づらいといった意見も聞こえてく
るが、現在の登録件数や成果について
お聞きしたい。

◎三国県民文化局長　9月26日現在の
登録者数は854人です。配信開始2ヶ月
強で成果を評価することは難しいが美
術館にて活用された実績もあり成果は
徐 に々現れていると考える。また、今後も
利用者の声をお聞きし、充実や改善に努
めていきたい。

小松基地所属F15　
戦闘機の燃料タンク
落下事故について

（平成23年10月13日
総務企画委員会 ）

◆井出委員　小松基地の燃料タンク落
下事故は大変衝撃的な事故でした。大
きな災害に至らず本当に安堵している。
今、事故調査委員会の原因究明が行わ
れていると報告があったが、最終結果が
出るのはいつか。

◎植村総務部長　現在、航空自衛隊
事故調査委員会が東京から来て調査を
行っている。客観性を担保するところも
あると思うが、小松基地からは調査結果が
出るにはまだ時間を要し、具体的なめどは
たっていない。ただ、節目、節目で出せる
情報、説明できる内容、そして地元に対し
説明できることをしっかり説明していただく。
引き続き小松基地に求めていきたい。

◆井出委員　原因究明と再発防止が大
変重要である。ぜひ地元の能美市、小松
市と連携して厳格に要求していただきたい。

◎植村総務部長　まず事故の原因究明
を徹底的に行っていただき、万全の安全
対策を講じるとともに、その内容を速やか
に説明し、安全対策が講じられるまで
飛行訓練を見合わせるよう強く申し入れ
ている。また、地元の小松市、事故の発
生地である能美市などからも同趣旨の申
し入れがあること認識している。小松基
地では、安全が確認されるまで当面の
飛行訓練は見合わせると言っており、認
識を持っていただいているのではないか。
当然、訓練の再開に当たっては小松市、
能美市を初めとした地元自治体の理解
をきちんと得ることが大前提なので、意
向を踏まえていくべきだと考える。

委員会
リポート
総務企画委員会
防災対策特別委員会
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白山の噴火について
（平成24年１月18日
総務企画委員会 ）

◆井出委員　白山の噴火に関して、昨
年10月25日の新聞によると、気象庁から
石川県などの関係自治体に働きかけを
始めているという報道がありました。県
では、今白山の活動状況をどのように把
握されているか、また気象庁からどのよ
うな働きかけがあったのか。

◎西危機管理監　白山の火山活動につ
いては、文献上、過去９回の記録があり
ます。気象庁では、近年においては噴火
等の火山活動は観測されていないとして
いるところです。また、気象庁では、常時
観測する火山が全国に47ほどありますが、
その一つとして白山を指定しており、弥
陀ヶ原に火山性微動を監視する地震計、
中飯場に地震計１台と噴火に伴う空気の
振動を監視する地震計１台、白峰に噴煙を
監視する遠望カメラを設置して24時間
体制で常時監視を行っている。観測結果
は毎月、火山活動解説資料として公表
されています。昨年12月の資料によると、
火山活動に特段の変化はなく、火口周辺に
影響を及ぼす噴火の兆候は見られないと
いう評価がされている。今後とも、気象庁
との連携を密にして情報収集に努めたい。

消防団員の確保に　
ついて（平成24年１月18日

総務企画委員会 ）
◆井出委員　起きた災害に対して被害
を著しく低くするには消防団員の活動が
重要であると思うが、現在の消防団員の
定数に対する充足率はどうか。

◎西危機管理監　消防団員の定数は、
消防組織法に基づき各市町の条例で定
めており、平成23年４月１日現在で各市
町の条例定数を合計して、県内全体では
5,727人という定数になっている。全国的
に消防団員数は減少傾向にあるが、県
内の消防団員については平成23年４月１
日現在、前年に比べて12人増の5,329人
であり、各市町によって充足率の差はあ
るが、県全体の充足率は93.1％です。

◆井出委員　消防団員数の確保に向け
た出前セミナーは、具体的にどんな内容
なのか。開催の状況、それから反応等も
お聞きしたい。

◎西危機管理監　近年、全国的に団員の
サラリーマン化が言われている。それに
対応するということで、企業の皆さんの
消防団への理解を深めていただき、団員の
確保につなげたい思いで昨年度から実施
している。具体的には、消防団活動をわ
かりやすく説明したパンフレットを作成
し、市町消防団の皆さんとともに商工会
議所等へ出かけ、企業の皆さんの消防団
への理解を深めるため、昨年は12回開催
した。今年も同様の取り組みを実施する
予定です。消防団は地域防災のかなめ
です。団員の確保、そしてまた団員の皆さん
が活動しやすい環境づくりに、引き続き
市町の皆さんとともに取り組んでいきたい。

滞納整理機構に　　
ついて（平成24年２月10日

総務企画委員会 ）
◆井出委員　滞納整理機構に関して当
初は県内全市町に参加を呼びかけられ
たのではないかと思うが最終的に3つの
市でスタートすることになった背景と課
題をお聞きしたい。

◎植村総務部長　滞納整理機構は共
同徴収が重要で、マンパワー確保のため、
まとまった数の市町参加を前提としてお
り、県税事務所単位での呼びかけを行
なってきた。その結果、３つの市が趣旨
に賛同をいただき、まずはモデル的に機
構を設立し、活動していく事になった。ま
ずは県央地区の取組みをしっかり行い、
他エリアへの連携体制を築いて行く形
で働きかけをしていきたいと考えている。

◆井出委員　最終的には県内全市町
に参加を呼びかけ、一つの機構としてス
タートさせる考えはあるか。

◎植村総務部長　機構の大きさは、事
柄の性格を考えると個々の案件が複雑
な場合もあり、エリア単位での枠組みを
考える方が現実的だと思う。

核燃料税について
（平成24 年２月10日

総務企画委員会 ）
◆井出委員　核燃料税は原発の安全性
を確保するための大切な税収であると聞く。
本年度、核燃料税に関して6億7,300万円
が歳入減となることで、県財政への影響
をお聞きしたい。また停止中にも税収を
確保できる福井県のような取り組みが
必要であると考えるが、県としての意向
をお聞きしたい。

◎植村総務部長　県税に占める核燃料
税歳入減の割合は0.6％であり、大きな

支障が出るわけではないが、かなりまとまっ
た額である。例えば基金の取り崩し等、財
政上の工夫を凝らしながら調整していく必
要はあると考える。また他県では条例を更
新し、安全対策の経費として必要とされる
税額の確保を原発停止中でも課税できる
新しい課税方式を導入した事例が出て
きている。本県としても検討していきたい。

石川県の人口に　　
ついて（平成24年２月10日

総務企画委員会 ）
◆井出委員　国の将来推計人口の発表
によると、50年後には今の3割減になる
そうだが、石川県ではどうか。また人口
減を食い止める政策も必要なのではな
いか。意向をお聞きしたい。

◎江田統計情報室長　平成17年の統
計で出たデータだが、平成42年に100万
人を割り、平成47年には96万になるとの
推計が出されている。

◎三国県民文化局長　本県も平成17年
より自然増が確実に減ってきている。就業
状況や子育て支援などの立案等も含め
関係部署とも連携していきたい。また、でき
るだけ若い方 に々結婚・出産をお願いし
たいと考える。

原発事故時の緊急　
安全対策について　

（平成 24 年２月23日
防災対策特別委員会）

◆井出委員　原発事故時の緊急安全対
策を迅速且つ適正に進めるためには、何
人の作業員が必要か。また、夜間や年末
年始、ゴールデンウィーク時に事故が発生
した場合の対応の現状をお聞きしたい。

○参考人（北陸電力） 原発の運転員
や情報収集の要因、消防隊員らを含め
130〜140人が必要と思われる。

　また、万一の事故発生については、発電
所周辺に住む社員や協力会社の関係者、
寮や社宅の利用者が当番制を敷いて備
えている。寮にマウンテンバイク20数台
を設置して、30分以内に集まれるように
している。また、津波や地震でアクセス
ルートが確保できない可能性もあるので、
ヘリポートの設置も検討しており、迅速
に人を招集することを考えている。

◆井出委員　自然災害や大雪で招集に
時間がかかる可能性があり、しっかりと
した安全対策を是非とって欲しい。

○参考人　はい、わかりました。
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活動記録

８月27日
議会野球部全国大会

２月５日
てんこもりフェスタ

４月13日　当選証書授与

１月８日　成人式

１月22日　寺井町壮年団総会

１月27日
京都府立陶工高等技術専門校視察

５月３日
九谷茶碗祭り

７月20〜24日
イルクーツク視察

６月29日　志賀原発視察

井出としあき事務所
〒923-1121　石川県能美市寺井町ム21
TEL	 0761−57−1133
FAX	 0761−57−1134
E-mail	 toshiaki-ide＠ide48.com
URL	 http://www.ide48.com/

【パセリくらぶ】って何？
井出としあきを囲み、色んな話しをする女性の会です。
井出としあきの陽気でオープンな人柄にひかれて、女性
たちが集いました。本当に気軽に参加できる会です。
一度参加してみませんか？
※『パセリ』は、井出としあきの誕生花（10月８日）です。

4月　April 7月　July 10月　October

11月　November

12月　December

1月　January

2月　February

3月　March

8月　August

9月　September

5月　May

6月　June

７月７日　北陸新幹線視察

８月29日　コマツの杜視察

９月19日
県民津波フォーラム

10月16〜19日　韓国視察

11月16〜18日
九州視察

12月11日
としあき会設立総会

３月17日
小松基地開庁50周年記念式典

10月31〜11月２日
東日本大震災視察

11月23日
石川県防災総合訓練


