億円は妥当か

財政問題で知事に質問
基金目標
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も、 ３００億 円の貯金 があ 減っ ても、借 金しない 方向

３０ ０億円は 、基金の 水準 貯金 は減らさ ないこと を目

伴う 国庫補助 金や地方 交付
税の 変動です 。本県の 地方

とし ては妥当 ではない かと 標に 、軟着陸 できるよ う調

方税 とか、国 の制度改 正に
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考え ています 。
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ら、 多分、砂 場議員が 言お
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これ がほとん ど吹っ飛 んで
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は 「 生レバー の販売禁 止

祉生 活病院常 任委員会 で

歯止 めをかけ ました。 福

め、 自動車の リース代 に

政務 調査費の 見直しを 進

議 会改革推 進会議で は

を模 索しまし た。

調査 もして、 経営改善 案

病院 会計分科 会では現 地
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問題 は県に厳 しい対応 を
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まい としてい ます。貯 金は げて いきたい と思いま す。

の以 外は基本 的には借 りる はな い。強く 我々も申 し上

して バランス がいい財 政の

な話 です。国 民トータ ルと

と、 馬鹿馬鹿 しい、お かし

うが 県民の負 担は少な くな

も目 標にさせ ていただ きま

００ 億円の根 拠は平井 知事

る後 世への責 務を果た すこ

がけ ていけば 、財政に 対す

が初 当選した ２００７ 年度
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5
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んな 教科書的 な話を申 し上

とに なると考 えていま す。

が、 ５％と８ ％ではだ めな

本会議の一般質問で平井知事に論戦を
挑みました。

方向性は議員と同じ

財 政当局の 説明では 、３

るの ではない でしょう か。

車を 買ったり とお金が 必要

高 金利の返 済を認め ない

現 実に借金 の繰り上 げ返 は近 いのでは ないかな と思

が今 やろうと している こと

アを テーマに 一般質問 しました 。以下 のその概 要です。
５６ 億、今年 ６月は７ ０７

定す るのでは なく、た くさ

た方 が賢いと 思います 。

財政 は県政の 重要な課 題。引き 続き議 論して参 ります。
億円 もありま した。今 は基

６ 月議会で は平井知 事に政治 理念と いう総論 をお聞き
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