スモール・イズ・ビューティフル

れが 容易では なく困難 であ の問 題で、決 定的なま でに

いう 道を選択 したのは 、そ もの ではない か。福島 原発

るか らだ、そ して、
我 々は、 方針 転換が迫 られてい る。

この 挑戦を後 回しにせ ず、 時代 の転換点 に立って 、私

受け て立つこ とを望み 、こ たち の鳥取県 や、私た ちの

らだ 」という 演説を紹 介。 ない し、その 中に夢を 描い

れに 勝利する 用意があ るか 未来 像を創ら なければ なら

3
鳥 取県議会 ６月定例 会は６月 １日に 開会し、 同月2日 まで論戦 を展開 しました 。

「困 難にあえ て立ち向 かう てい かねばな らない」 と賛

ある べき姿で はないか 」と

「平 成の世に 生きる私 たち 地域 のコミュ ニティー もし

には 、
司馬遼 太郎が小 説
『 坂 っか りしてい て、支え 合い

の上 の雲』で 描いた明 治の の気 風もある 。これを 武器

雲に 浮かぶ一 筋の雲を 目指 産業 に切り込 みたい。 ロー

人た ちのよう に、坂の 上の に、 技術開発 を行って 先端

して ひたすら に坂を上 るメ テク と言われ がちな農 林水

ンタ リティー はない。 だか 産業 も立派な 先端産業 。我

政治 家が、ど んな未来 像を

0
シュ ーマッハ が4年前 に著

きな 大きな夢 を県民に 提示 代が 変わり、私たちこ そが、

と言 葉を継ぎ 、「時
学、 理念に裏 打ちされ た大 だろ う」

ら こ そ し っ か り と し た哲 々の 生きる糧 になって いく
「政治家の 政治哲学 、思

した 『スモー ル・イズ・ビュ

した 。

する ことが大 切」と訴 えま これ からの世 界の動向 を握

福を 得る地域 をつくる べき

最小 限の消費 で最大限 の幸

経済 を提唱し 、完全雇 用と

活動 を賄う循 環型の仏 教型

う考 え方。私 たちの鳥 取県 き上 げていく ことが、 私た

イズ・ビュー ティフル 』とい する 社会シス テムを共 に築

で共 鳴するの は
『スモ ール・ 安全 ・安心な 暮らしを 保障

知 事は 「砂 場議員の 質問 が出 てきた。人材を育 成し、

ます 。

以 下、質問 は各論に 入り

だき ました。

力強 く未来像 を話して いた

一緒 に追って いきたい 」と

そう した夢を 私も皆さ んと

各種 の提示を いただい た。

思う 。
今日は 議員の方 から、

にも 一つの方 向性を与 える ちの 未来の姿 として必 要と
ます が、
知事 、どうです か」
。

常に 示唆に富 む考えと 思い
本会 議の一般 質問は、 そう
話し 始めまし た。
次 いで、
ジ ョン・Ｆ・ ケネ
ディ ー大統領 がライス 大学
で ア ポ ロ 計 画 を 説 明 した
「私 たちが月 面有人探 査と

質問に答える平井知事

だと 提案をし ています 。非

る地 位に立ち 得るチャ ンス
に応 じ、地域 の資源で 生産

ーテ ィフル』で、地域の 必要

描い ているか に帰着す る。

困 難 に 立 ち 向って こ そ 政 治 家

そ して、「 鳥 取県は小 さな

した 。両修正 案は賛成 少数で否 決され ましたが 、他会派 との連携 など様 々勉強に な

自然 環境に恵 まれ、
問い を重ねま した。
そ して、 県だ が、

姿勢 こそが、 我々政治 家の 同し ていただ きました 。

り
りれ
れー
ーし
しょ
ょん
ん
「鳥取に方向性与える」と知事共鳴

大きな夢、
県民に提示を

正案 提出など 積極的な 議会活動 を全力 で続けて 参ります 。

る初 議会でし た。議員 の主戦場 は議場 です。質 問するだ けでなく 、予算 や議案の 修

会計 補正予算 案の一部 修正案と 郵政改 革法案の 審議促進 を求める 意見書 を提出し ま

「Relation」
とは1605年、
ス ト ラス ブ ー ル で ヨ ハ
ン ・ カロ ル ス が 世 界 で
初 め て創 刊 し た 新 聞 で
す 。直訳 す れ ば「関 係」
。
つ ま り、架 け 橋 と い う
意 味 があ り ま す 。

私は 本会議の 一般質問 に立ち、 平井知 事に鳥取 県の未来 像などを 尋ねた ほか、一 般

2011年8月10日
鳥取県議会議員
砂 場隆浩
鳥取市片原1-107

想性 は、
つま るところ 、その

本会議の質問ではパネルとレーザーポイン
ターを使い、分り易さにも配慮しました
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