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現場主義
　陶磁器工場勤務時代に苦い思い出があります。机上の仕事や電話に

追われ、生産現場へ足を運ばず、パソコンからの情報と伝票の数値のみ

で生産計画を組んだことが災いし、出荷に大きな穴を空けてしまった。

それ以来、現場主義を基本としています。

　議員として、ご要望を頂戴した場合や課題に直面すると、「自分の

目で確かめる」「自分の耳で聴く」ことに重きを置き、先ずは現場に

訪ねることを心掛けています。

　現物を観察し現実に接しながら、ご相談することにより、改善策やアイデアも浮かんできます。現実の

背景にある真相を調査するために、別の現場や関係する方々を訪ねることで多くを学び、新たな課題が

見えてくる場合もあります。

　　思いのほか多用のため現場を訪ねる機会が少なくなっていることに反省もしながら、

地域の皆様に安心安全に、より快適に暮らして頂けるよう、そして地域繁栄の機会

を見逃さぬよう、地域に密着した県議会議員として現場主義を貫いていきたいと

思います。
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伝統的工芸品月間
国民会議全国大会
◆ 井出県 議　本年10月 31日
から伝統的工芸品月間国民会議
全国大会が県内で開催されるが、
県内の伝統工芸産地が一体とな
って盛り上げることが重要であり、
県内各産地も巡る大会を提案し
たいが所見を聞く。

◎谷本知事　昭和 59 年から続
くこの大会において、今回初めて

の試みとして複数の会場で分散

展示する回遊型イベントとするこ

とでまちの魅力も併せてアピール

することにしている。県としても

全国から工芸ファンが集まる絶好

の機会として捉え、

関係する市、県内

伝統産業界とも

連携をして石川県

全体でその効果

が波及できるよう

ぜひ実りのあるも

のにしたい。

アンテナショップ
の機能強化
◆井出県議　「加賀・能登・金沢
　江戸本店」の売上高は、隣県
と比較すると見劣りしており、北
陸新幹線金沢開業の PR 戦略の
拠点としても、江戸本店の在り方
や活用方法を検討すべきと思う
が所見を聞く。

◎谷本知事　各自治体が首都圏で
設置するアンテナショップには、物

産販売や観光案内のほか地元食材

を用いたレストランを併設していると

ころもあるなど、店舗が持つ機能

や規模、立地場所も様々であるこ

とは承知している。北陸新幹線開

業を控え、首都圏における情報発

信拠点として江戸本店の果たすべ

き役割は益々重要になってくると理

解しており、現在の施設においては

立地環境や店舗面積のほか生鮮品

が扱えないなどの課題があることも

承知している。今後の在り方につい

ては、物産業界や観光業界など関

係者がどのような意向をお持ちなの

か十分踏まえた上で、官民挙げて

取り組むべき課題だと理解している。

教育旅行
◆井出県議　教育旅行の誘致を
観光施策の中でどのように位置
づけ、具体的にどのように取り組
んでいるのかを聞く。

◎谷本知事　近年、教育旅行先
を決定するに際し、体験学習や

農山漁村への宿泊体験を通じた

地域との触れ合いの機会を求め

る学校が増えている。教育旅行

誘致は平日の誘客対策のみなら

ず訪れた生徒さん方の心に本県

の楽しい思い出を刻み、将来再

び観光客として訪れるきっかけと

なるなど本県の観光振興にとって

も大切な取り組みだと理解してい

る。このため県では三大都市圏

の中学校、高校を対象に実施を

したアンケートをもとに誘致につ

いて可能性のある学校を選び出

し、直接職員が出向いて石川県

の魅力を直に説明し誘致を働き

かけている。

◆井出県議　能美市にも九谷焼
やいしかわ動物園、国指定史跡
秋常山古墳群などといった格好
の学習素材があり、県では誘致
活動において市町などとの連携
をどのように進められているのか
を聞く。

◎蟹由観光交流局長　海外から
の教育旅行の誘致に際し、学校

交流の機会を求められるケースが

多いことから、県では平成 22 年

度以降、毎年各市町に対し学校

交流の受け入れ意向調査を実施

した。また、国内の教育旅行に

おいても魅力的な教育素材の提

案が重要なポイントとなっており、

昨年度いしかわ教育旅行ガイド

ブックの作成に当たっては、本県

の伝統工芸の体験を通じて職人

との対話やものづくりを学べる施

設として、輪島工房長屋や能美

市の九谷焼陶芸館など多くの

体験素材等を市町から提供

頂き、一体となって編集に取

り組んでいる。

地域医療の充実
◆井出県議　新県立中央病
院が目指す高度専門治療を充実
させるためには、地域医師との綿
密な連携が重要であり、逆紹介
制を検討すべきと考えるが所見を
聞く。

◎三宅健康福祉部長　開業医の
紹介患者の予約枠を設けるととも

に、高度医療機器の共同利用や

開業医と共同で診察、治療に当

たる開放病床を設置していたほか、

脳卒中などの地域連携パス導入

を推進してきた。この結果、現

在では地域の医療機関から紹介

された患者は初診患者の約 6 割、

また中央病院で急性期の対応や

高度ながん治療を終えた後、地

域のかかりつけ医で治療を継続し

て頂くいわゆる逆紹介患者は約 7

割に達している。

◆井出県議　南加賀救急医療セ
ンターがオープンす
ることにより南加賀
医療圏の救急医療
体制はどのように強
化される見通しなの
か聞く。

◎三宅健康福祉部長
　現在の2倍以上の

広さを確保し診察室や処置室の

ベッド数を2床から7床に増やし、

観察室や待合室も拡充するととも

に最新の脳血管造影装置やマル

チスライスCTの整備も行う。南

加賀医療圏における救命救急の

拠点機能の強化が図られ、脳卒

中や心筋梗塞、交通事故などに

よる重篤な救急患者の方々の地

元での受け入れが進むものと考え

ている。

◆井出県議　退院後引き続きか
かりつけ医を受診するなどの際、
患者の治療に関する情報を共有す
る地域連携クリティカルパスは大
切であり、南加賀地域での導入状
況と今後の取り組みについて聞く。

◎三宅健康福祉部長　南加賀医
療圏におけるパスの導入状況につ

いては、合併症への対応も重要

な糖尿病ではかかりつけ医のほか

眼科、皮膚科、栄養士などの専

門家を要する病院を含め200 余

りの機関が連携しており、これま

でに400人を超える患者の方々が

パスを活用されている。また、脳

卒中においては高度医療機関の

多い石川中央医療圏とも含め病

院や診療所、介護保険施設な

県議会
リポート
6月定例会
（平成24年6月21日）

2 3



ど 300 近くの機関が連携しており、

これまでに1,300人を超える方々

のパスが活用されている。県では、

地域医療再生基金を活用し、事

例検討会、パスの改良などについ

て支援をしており、更なる普及を

図りたい。

◆井出県議　県全体及び南加
賀医療圏での看護師の不足状況、
並びに看護師確保に向けた今後
の取り組みについて聞く。

◎三宅健康福祉部長　県内にお
ける人口10万人当たりの看護師数

は全国を100とすると県全体で

128、南加賀医療圏で114とい

ずれも全国平均を上回っている。

しかしながら医療現場等では看

護師の不足感があるとも聞いてお

り、看護師の確保対策に積極的

に取り組んでいる。今年度から

は新たに未就業の看護師を把握し、

再就業に向けた様々な情報を継

続的に発信するナース情報ステー

ション事業を開始した。

県産材の利用促進
◆井出県議　公共建築物における
木材利用の促進に関する法律に
定める市町方針の策定数の現状、
並びに間伐材のエネルギー利用
に向けた県の取り組みを聞く。

◎水野農林水産部長　これまで
11の市町が策定し、残りの8市町

においても年度内の策定に向けて

作業を進めていると聞いている。

製材や合板等に利用できない未

利用の間伐材等についてはエネル

ギー等への利用を推進していくこ

とが考えられるが、単独の発電の

場合、原料の収集運搬コストが割

高であるなど採算面で問題がある

こと、原料の安定的な確保が困

難であること、そういった課題を

踏まえ、今後合板や紙パルプなど

の既存産業に影響を及ぼさないよ

う配慮しつつ、発電だけでなく木

質バイオマスボイラーなどの熱エ

ネルギーとしての利用も含め幅広く

検討していきたい。

◆ 井 出 県 議　延長約120km、
1,400haに及ぶ海岸保安林の保
全も重要な課題である。能美市で
は地元の中学生の環境教育の一
環として松林の清掃、植林を行い、
植林した木に九谷焼で作成した
ネームプレートをつける活動を行
っている。地域住民による自主的
な海岸松林保全活動の現況と県
の支援状況を聞く。

◎水野農林水産部長　いしかわ
森林環境税などを活用し苗木や

資材などの経費に対する助成を

行っているほか、継続的な活動が

行われている団体等の表彰を実

施している。現在、地域住民に

よる自主的な保全活動は10 市町、

19 地区、9 団体に広がっており、

今後このような活動がさらに広が

るよう引き続き支援をしていきたい。

退職教員の活用
◆井出県議　指導力を持ったベテ
ラン教員が学校を去っていくこと
は大変残念なことである。本県の
教育を担ってきた力量のある退職
教員を活用して教育力の維持を図
っていく必要があるのではないか、
県の取り組み聞く。

◎木下教育長　教員の大量退職
時代を迎え、長年の経験により

培われた退職教員の専門的な知

識や技能を継承し学校の教育力

を維持向上させることが喫緊の

課題と考えている。また、本県

の教師を目指す学生と講師を対

象として平成 25 年度から開講を

予定している、いしかわ師範塾に

おいても、意欲

あふれる優秀な

退職教員を起

用し受講者の指

導にぜひ当たら

せたいと考えて

いる。ベテラン

教員の指導力の

継承については、

今般の教員研修制度改革会議の

重要な検討課題の一つと我々も

考えており、その中で退職教員

の活用策について十分検討してい

きたい。

平成24年を　　
漢字で表現すると
◆井出県議　平成 24 年を漢字
で表すとどんな文字になるか。県
政の十大ニュースを交え聞く。

◎谷本知事　40 年来の県民の
悲願であった北陸新幹線の金

沢以西の延伸が認可、着工され、

金沢開業後十年余りで県内全区

間を新幹線が走ることが確定した。

このほか県内全域にわたる道路

網の整備、小松空港の台北便の

デイリー化、更には金沢港を通

じた人、ものの交流など、いわ

ば陸海空の交流基盤の整備と活

用も順調に推移をした。産業面

では、東日本大震災後のリスク

分散も相まち、数多くの企業誘

致が実現をした。スポーツ面では、

オリンピックの個人種目として本

県では初めて柔道の松本選手が

金メダルを獲得され、県民栄誉

賞を授与させて頂いた。防災面

では、辰巳ダムが約四十年の歳

月を経て完成供用した。主なも

のを挙げたが、これまで長い間

県民挙げて取り組んできことが

大きく前に進んだ年だったと思う。

そういう意味で「前進」という二

文字を挙げたい。これは単に前

へ進むということではなしに、物

事がよい方向へ進むという意味も

ある。

小松空港の機能強化
◆井出県議　台北便がデイリー
化し旅行者の増加が見込まれる中、
免税店のリニューアル内容と売上
高の見込み、並びに国際線搭乗
待合室の利活用と機能強化につ
いて所見を聞く。

◎小森企画振興部長　店舗面積
を現在の約1.3倍に拡張し、外国

人観光客に人気の高い日本製品

や県産品の充実、商品説明の外

国語表記や免税店専任スタッフ

の配置等によるサービス向上にも

取り組む。売上高は、平成21年度

は約 7千万円、23年度には1億

円に達し、今回のリニューアルに

より1億 5千万円を目指している。

国際線搭乗待合室の面積は、現

在の約1.4倍に拡張、座席数も

大幅に増加させる計画である。

県議会
リポート
12月定例会
（平成24年12月7日）

4 5



観光列車

◆井出県議　石川県は関西、中
京圏と経済、観光面での関わり
が深い。JR 北陸本線や七尾線
への観光列車導入は、新幹線開
業に伴う首都圏、関西・中京圏
からの誘客増に繋がると思うが
所見を聞く。

◎小森企画振興部長　九州新幹
線が全線開業した鹿児島県にお

いて、鹿児島中央駅から鉄道で

約1時間離れた指宿市の宿泊者

数が前年度対比で 43%の増加、

約 68 万人、同県全体の中で宿

泊客の伸び率、増加人員ともトッ

プとなっている。これには JR 九

州による観光列車「指宿のたまて

箱」の運行も寄与していると聞い

ている。観光列車の石川県にお

ける導入は、北陸新幹線金沢開

業に伴う首都圏からの誘客はもと

より関西、中京圏からの誘客を

図る上で重要であり、県としても

既に JR 西日本に対して要請を行

っており、今後ともあらゆる機会

を通じて働きかけていきたい。

買い物弱者への支援策
◆井出県議　ひとり暮らし高
齢者が一層増え、生活を支
援するために、地元では町会
長が中心となりNPO法人を
立ち上げ、商工会女性部が移
動販売車の試験運行など支
援している事例もある。県内
には買い物弱者はどれぐらい
の人数がおられ、その支援
策を聞く。

◎三宅健康福祉部長　買い物弱
者は全国で約600万人いると言わ

れている。県内の高齢者の全体

の約 2 割の方が宅配サービスや

移動販売、送迎サービスなど買

い物支援を希望している。今年

度、安心生活サポート事業として、

公募により採択した12のモデル

事業により民間企業等による様々

な形態の生活支援サービスの実

施を支援している。今後は、市町

と連携してこれらの取り組みの各

地域への定着を図っていくことが

重要であり、新規参入事業者の

相談支援等を通じて生活支援サ

ービスの継続的な提供が可能と

なる環境づくりに努めていきたい。

加賀丸いもの産地振興

◆井出県議　加賀丸いもは、導
入開始から来年で百年を迎える。
県では産地の課題をどのように認
識し、支援していくつもりかを聞く。

◎谷本知事　需要が多く市場か
らも高い評価を受けている一方、

手作業が多く手間暇が掛ること、

土壌条件など栽培適地が限られ

連作がきかない、との課題も多い

と理解している。これまで農林総

合事務所による栽培指導、省力化

のための機械導入支援、販売面

では県産食材求評懇談会や地産

地消受注懇談会の開催、また県

HP への掲載など魅力発信、販

路開拓を支援してきた。北陸新

幹線金沢開業を間近に控え、加

賀丸いもの魅力を更に首都圏に

も発信できるビッグチャンスでも

あり多方面から産地の取り組みを

しっかりサポートしていきたい。

能美東西連絡道路
◆井出県議　能美東西連絡道路
の今後の見通しについて聞く。

◎谷本知事　県、能美市におい
て事業区間を分担して道路整備

を進めている。このうち湯谷町

から末信町間までの1.5kmにつ

いては、湯野小学校から市道粟

生佐野線までの 0.9kmを優先

的に進め、来年の夏頃には完成

供用予定。残る 0.6km は、今

年度から用地買収に着手している。

一方、未着手になっている末信町

から小松市高堂町を経て中ノ江

町に至る区間 2.9kmのうち、国

道 8号から東側 0.6kmについて

は先月27日に都市計画決定をし

てルートが確定したことから、来

年度から事業化に目途が立った。

また、国道 8号から西側のルー

ト未確定区間については、能美

市と小松市双方で、早期にルー

トを確定することが重要と考えて

いる。

スーパーサイエンス
ハイスクール（SSH）事業
◆井出県議　ＳＳＨの指定を受
けている金沢泉丘、小松、七尾

の３高校の卒業生の進学状況と
研究発表の成果事例を聞く。

◎木下教育長　同校理数科のここ
３年間を例にとると、卒業生349人

の内 226人が現役で国公立大学

に進学し、その内123人が旧帝

大を中心とする難関大学または医

学部に進学している。理系学部に

進学する者が大部分を占めており、

生徒の科学技術への興味、関心

を高め、将来への明確な目的意

識や高い学力、進学への意欲の

向上を図ることを狙いとするＳＳＨ

の成果と捉えている。課題研究

については、小松高校での植物

の環境適応の多様性の研究など、

生徒の興味、関心に基づいた研究

にグループで取り組み、大学とも

連携した出前授業などを通して小

中学校への成果の普及にも取り

組んで頂いてい

る。全国規模の

コンテストやい

しかわ高校科学

グランプリ大会

で多くのチームや

個人が上位入賞

を果たしている。

総合学科
◆井出県議　県内には総合学科
を持つ高校は10校あり、私の地元
にも寺井高校がある。地域との
連携を強める取り組みが大切と考
えるが、特色ある学校づくりの一
環として県教委の取り組みを聞く。

◎木下教育長　総合学科は幅広
い選択科目を設定し、生徒の個

性を生かした主体的な進路実現

を重視している。具体的には一年

次に必修科目である「産業社会と

人間」において職場体験や社会

人講話などの幅広い経験や学習

を取り入れ、自己の適性や今後

の進路を考えるためのガイダンス

機能を充実させている。二年次

からは各校の特色や地域の特性

を生かした系列を設置し、少人数

学級などのきめ細かな指導を通し

て個々の能力、適性、興味、関

心に応じた進路実現を図ってい

る。総合学科の生徒は地域の将

来を担う人材であり、地域と連携

した教育活動が必要であると考え

ており、例えば寺井高校では美術、

陶芸、デザインなどの体験学習を

通して地域文化や伝統産業への

理解を深める学習を行っている。
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平成 24 年 9 月 26 日
予算委員会

石川県の景気動向
◎井出委員　日銀金沢支店が
9月の金融経済月報を発表した。
日銀の判断では北陸の景気が回
復に向かっているように読めるわ
けだが、県内景気の先行きをど
のように判断しているのかを聞く。

◎谷本知事　本県の景気、100年
に一度の経済危機と言われたリー

マンショック直後には鉱工業生産

指数が一時 71.4にまで急激に悪

化をしたが、お蔭様で本年 7月に

はこれが 106.0ということで100

を超えるという状況になり、生産

水準は概ね回復をしている。

　ただ一方では、長引く円高、海

外経済の減速などの影響を受け、

建設機械や繊維機械では受注は

減少し、繊維工業も在庫が過剰

になってきていると聞いている。

　先行きについても円高の影響、

欧州あるいは中国を中心に海外経

済の不確実性が高まっており、こ

うしたリスクがあるということも事

実である。不透明なところもあり、

まだまだ予断を許さない状況に

あると理解

している。

◎井出委員
　 公 共 投
資が景気に
及ぼす影響
は大きいと
考えている。
来年度の公
共投資の事
業費確保の
ため、どのような方針で取り組ん
でいくのかを聞く。

◎鈴木土木部長　公共投資は地
域経済を下支えし、地域の雇用

確保という観点からも大変重要な

役割を担っており、事業量を確保

していくことは重要であると認識し

ている。本県においては北陸新幹

線金沢開業を見据え、金沢能登

連絡道路 4車線化、金沢外環状

道路海側幹線、国道 8号加賀拡

幅などの広域交流基盤の整備促

進、そして県民の安全・安心の確

保に向けた緊急輸送道路の耐震

化や治水・砂防事業の推進による

防災対策の充実強化など、まだま

だ社会資本の整備が必要だと考

えており、国

に対しても

公共事業予

算の確保と

地方への重

点配分を強

く要望してま

いりたい。

産学官の連携
◎井出委員　石川県は人口10
万人当たりの大学、短大等学校
数が京都府に次いで第 2位。ま
さに高等教育機関が集積する石
川県は産学官連携の適地である。
産学官連携をどのように取り組ん
できたのか、主な成功事例を聞く。

◎稲葉商工労働部長　平成 22
年に創設し次世代ファンドを活用

した大学研究者の企業への派遣、

市場調査などの準備活動を含

めた共同研究開発への助成など、

段階ごとにメニューを用意し支援

をしている。県内企業からの問い

合わせに関しては、ＩＳＩＣＯや

工業試験場において産学連携の

豊富な経験やノウハウを持った人

員を配置し相談や指導に当たると

ともに、定期的に企業を訪問し

産学連携に結びつけている。

　成功事例には、ニッコー株式

会社と石川高専が共同開発した

小型風力発電機、横河電機が金

沢工業大学と共同で研究開発し

た脳の活動を計測する最先端機

器などがある。北陸先端科学技

術大学院大学との共同研究とし

ては、株式会社ナナオとの取り組

みであるバックライトやフイルムの

研究開発が挙げられ、他にも県

内の繊維企業の加工技術や九谷

焼の着色剤の開発など、先端大

は県内の産学連携における重要

な役割を担っていると考えている。

◎井出委員　商品のパッケージ
デザインや陳列方法を変えて販
売増につながった事例も多くある。
デザイン分野での産学官連携を
どのように進めていくのかを聞く。

◎稲葉商工労働部長　金沢美術
工芸大学の知見や感性を活用し、

県内企業の商品開発に対して学生

がデザイン提案を行うデザイン・

トライアル事業等を石川県デザイ

ンセンターを通じて実施している。

多様な消費者の価値観に対応し、

商品の差別化を図る上でデザイン

の重要性が高まってきているとこ

ろ、様々な感性や知見を取り入れ

ることは有効であり、引き続き石

川県デザインセンターや工業試験

場が橋渡し役となって大学等との

産学連携を進めていきたい。

いしかわ産業化資源
活用推進ファンド
◎井出委員　いしかわ産業化資
源活用推進ファンドや企業ドック
制度が好評とのこと、拡大を望
む声もあるが所見を聞く。

◎稲葉商工労働部長　今年度は
活性化ファンドについて166 件

の応募があり、審査の結果、最終

的に65 件の案件を採択している。

不採択となった案件についても再

チャレンジ意欲のある企業につい

ては、ISICO のコーディネーター

が事業計画の見直しなど、来年

度の採択につながるようフォロー

アップを行うこととしている。

　企業ドック制度は企業の経営

状況が悪化する前に将来に向け

た的確な対策等の構築を支援す

るものであり、平成 22 年 10月

の制度創設以来、本年 8月末ま

でに850 社に対し延べ 2,392 回

の派遣を行っている。来年度予

算での対応についてはこれからの

検討となるが、きめ細かな支援に

努めていきたい。

能美根上
インターチェンジ
◎井出委員　ICは物流の利便性
向上だけでなく、観光マップのラ
ンドマークとしても重要な役割を
果たす。能美 IC 開設に向け県と
してどう支援していくのかを聞く。

◎鈴木土木部長　能美 IC は美
川 ICと小松 IC の間約11kmの

ほぼ中間に設置され、能美市、

川北町の住民の方々にとっては高

速道路へのアクセス時間短縮に

よる利便性の向上が図られると

ともに、能美工業団地や粟生工

業団地を初めとする手取川沿川

に立地する企業の物流の効率化、

コスト縮減に加え、新たな企業

進出などの効果も期待でき、地

域の活性化につながるものと考

えている。県としては、引き続き

関係機関との調整や IC 形式等

の技術的指導などの支援に加え、

早期の実現に向け国に積極的に

働きかけていきたい。

委員会
リポート
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平成 24 年 5 月 22 日
商工労働公安委員会 

ネーミングライツ
●井出副委員長　北陸新幹線金
沢開業に伴い、県外から訪れた
方々に企業のイメージアップや宣
伝効果を期待して、ネーミングラ
イツを検討する企業もあると思う
が所見を聞く。

◎蟹由観光交流局長　ネーミン
グライツに対して、広告主は税外

収入、広告収入を期待し、命名さ

れる企業は企業名を冠することに

よるPR 効果という双方の思いが

合致することが必要だ。難しい

面もあるようで、例えば、愛情を

持って名前をつけた施設に、特

定の企業が入ってくることに対す

る県民感情の問題や、あるいは

同一の施設でありながら3 年や

5 年という単位で名前が変わるこ

とに対する利用者の混乱。そして

他県では、いったん命名権を付

与したものの、途中でその会社

の不祥事で中断した事例もあり、

慎重に対応せざるを得ないと担

当部門から聞いている。

平成 24 年 5 月 30 日
防災対策特別委員会

津波災害対策
◎井出委員　原子力災害、白山
噴火災害で隣県と連携して防災
計画を作成する取り組みが進ん
でいるが、津波災害において

も隣県と連携をして取り組んでい
くべきと思うが、所見を聞く。

◎浜田危機管理監　津波災害に
ついても隣県連携に取り組んでい

く。これは津波に限らず自然災

害一般について、北陸 3県と相

互応援協定を結んでいる。この

ほかにも岐阜県、新潟県とも協定

を結んでおり、さらに中部 9県1

市で支援体制も結んでおり、全

国知事会においても相互支援す

る体制を構築している。

平成 24 年 6 月 27 日
商工労働公安委員会

消費増税による影響
●井出副委員長　消費増税が施
行された場合に、石川県の産業
界にどのような影響が及ぶと推
測しているのかを聞く。

◎稲葉商工労働部長　特殊技術
を所持する企業、市場の占有率

の高い企業については消費税の

アップ分は価格転嫁できると思う

が、競争が厳しい業種や、立場

が弱い下請取引中心の企業では

消費税を価

格に転嫁し難

く経営が厳し

くなると思う。

また、購入価

格の上昇から

消費マインド

の低下を招き

景気悪化も

懸念される。

　ただ、長期的に見ると、財政

再建によって社会保障制度の安

定に繋がることで将来の不安を

払拭することで消費を増やし、景

気を良くするという意見もある。

この法案には附帯条件がついて

おり、国は今回の消費税率引き

上げに当たっては、経済状況を

好転させることを条件として実施

することとしており、当然政府に

おいてもしっかりした経済対策を

取り組むと思う。その辺を見なが

ら、石川県の状況も踏まえてきち

んと対応したい。

平成 24 年 7 月 31日
商工労働公安委員会

川北大橋・能登有料
道路の無料化
●井出副委員長　川北大橋の無
料化に伴って交通量や流れがど
のように変化するのか。能登有料
道路に関して、スピードが遅い車が
増え到着時刻が読み難くなると
の声もある。低速車が増えると、
無理な追い越しが増え事故が増
加するのではと心配するが、低
速車に対する対策について聞く。

◎近藤交通部首席参事官　川北
大橋は、現在1日平均8,400台

程度の利用が無料化後は1万

9,900 台、約 2.4 倍になるとい

う予想が出ている。能登有料道

路に関しては、無料化になる前に、

速度規制が一般道路よりも高い

ということ、例えば 70 キロ区間

があったり80キロ区間があった

りという広報を徹底していきたい。

また、街頭活動、パトロール等を

強化した際に、余りにも遅い車が

あれば注意喚起していく形で進

めていきたい。

平成 24 年 11月 5 〜 9 日
決算特別委員会

少子化対策
◎井出委員　平成 23 年度の出
生率は全国が1.39 に対して石川
県が 1.43。50 年後に日本の人
口が 3分の2になるという大変
危機的な状況下、少子化対策事
業を一層推し進めていくべきと思
うが所見を聞く。
◎三宅健康福祉部長　未婚化・
晩婚化の対策、子育てしやすい環

境の整備、仕事と家庭生活の両立

支援、その3本柱に加え、特に多

子世帯への経済的支援といった3

子以上を持つ家庭を増やすという

ことも進めていきたい。

　プレミアム・パスポート事業は、

3人の子供を持ってからではなく、

2人の子供と1人の子供がお腹

にいる時から始めるなど、多子世

帯への経済的支援を更に充実し

ていきたい。

警察署の統廃合
◎井出委員　県全体で15 署あ
った警察署を12に統廃合した効
果と課題を聞く。

◎喜納警務部長　統合された白
山署などにおいては、署員数が大

幅に増えたことで警察署としての

機能が強化され、事件、事故が発

生した際に多くの警察官を出動さ

せて的確な初動捜査ができた事

例、また交番・駐在所員のパトロ

ール時間が増えたことなどの効果

があった。一方、警察署が統合され

た地域からは、当初、警察署から

遠くなって現場への到着が遅くな

るのではないかといった声も聞か

れたことから、警察署を初め分庁

舎、交番、駐在所において初動

警察活動を強化し、地域住民の

安全と安心の確保に努めている。

主要施策の評価
◎井出委員　主要施策の成果を
どのような数値や評価で判断して
いるのか。県の施策を利用した企

業が、増収・増益、受注増に繋がっ
たことが示された資料を提示して
もらわないと、決算が妥当であっ
たのかが解り難く改善を求める。

◎稲葉商工労働部長　例えば、
商品化された数や、商品化され

て販売された売上高、イベントに

来られたお客様の数や売上高な

どが指標になると思う。

　主要施策の成果の表現につい

ては、より審議しやすいように検

討すべきだと思う。

松くい虫対策
◎井出委員　海岸を見ると海岸
林の松くい虫の被害が多いのか
真赤であり、23 年度の松くい虫
対策状況を聞く。

◎水野農林水産部長　松くい虫
被害は、ピーク時の約1/20 に

減少してきた。予防対策は通年

通りに行ってきたが、今年度目立

つため追加投入して伐倒駆除を

集中的に行っている。これで足り

ない場合、他の予算を使うことも

含めて対応していきたい。
10 11



12

  

        
活動記録

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。

内容はＩＴ通信Ｖｏｌ.３に掲載予定

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
４月16日　ふれあい挨拶デー

３月３日　能美市寺井校下壮年団総会

３月５日　当初議会一般質問

４月17日　白山警察署庁舎
竣工式

５月１日　能美市庁舎  開庁式

５月３日　九谷茶碗祭り

５月11日
能美市商工会　通常総代会

７月30日
粟生保育園新築工事  起工式

７月28日
おこのみ志民クラブ  丸いも作り体験

６月９日　原子力防災訓練 １月27日　能美市長選挙

２月３日　石川県ロシア協会新年会

２月16日　としあき会総会

８月９〜10日　能登視察

10月７〜10日　台湾視察

10月24日　石川県商工会大会

11月２日　警察拳銃射撃競技大会

12月６日　年末特別警戒街頭視察

12月27日　国会訪問
９月30日
金沢駐屯地記念式典


