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生命地域創造の実現が子供達への贈り物です。

泉田県知事

横尾幸秀

桜花爛漫の季節を迎えましたが、皆様には、ご健勝のことと推察申し上げます。
４月は入園・入学・入社式など、新しい出会いの時でもありますが、ぜひ皆様にも素晴らしい
出会いがありますことを、ご祈念申し上げます。
光陰矢のごとしと申します。皆様のお蔭で県議会議員となりまして、はや１年が経過しまし
たが、何とか病気もせず元気にやってまいりました。
これまで、慣れない議員活動を手探りでやってまいりました中で、何と言っても現場へ出向
くことが、一番大切であることを教えられました。そして、肝心なことは、団体や個人を問わ
ず要望や相談があれば、即行動し、経過や結果を可能な限り早く伝えることの重要性が分かっ
てきました。
大きなことは出来ませんでしたが、それでも幾つかは、ご要望に応えることができホッとし

今年は、率先して妙高地区や妙高高原地区に出向き、地域事情をよく勉強して、よりよい地域づくりのため、妙高市と県の橋渡しをし
てまいります。
皆様から、一層のご指導を賜りますようお願い申しあげまして、ここに、横尾ゆきひで２月定例会の議会だより「第４号」を報告させ
ていただきます。
（県議会の詳細は、県議会の広報もしくはＨＰをご参照ください。）

～平成２０年度 新潟県当初予算の概要～
【歳入予算額構成比】

（平成２０年度当初予算の全体フレーム）

◆一般会計の予算規模

1兆1, 834 億円

（前年度比 0.6%増）

※予算の伸びは、主に中越沖地震からの復旧・復興経費の増によるものです。

・県民生活･環境費
・福祉保険費
・産業費
・農林水産業費
・土木費
・教育費
・災害復旧費

102.8億円
1165.5億円
864.6億円
901.3億円
1793.2億円
2364.9億円
116.4億円

◆当 初 予 算 の ６ つ の 特 徴

前年度比
前年度比
前年度比
前年度比
前年度比
前年度比
前年度比

＋29.9％
＋ 3.2％
＋15.6％
▲10.4％
▲ 9.8％
＋ 0.9％
＋ 8.7％

※（ ）内は前年度比

●持続可能な地域社会の再生を目指し、中越沖地震からの「復旧」と中越大震災
からの「復興」を進めていきます。
・「被災地の復旧・復興」
486億円(+ 15.4%)

【歳出予算額構成比】

●選ばれる新潟県づくりを進め、人口の自然減・社会減に対応していきます。
・安心して子どもを生み育てる環境整備
（医療・保育・教育環境の充実など）
23億円(+ 1.1%)
・住みやすいふるさとづくりと暮らしやすさの発信
2.3億円(+ 13.5%)
・個を伸ばす人づくりの推進
105億円(+ 12.4%)
・安定した雇用の場の創出・確保
23億円(+ 65.3%)
●誰もが健康でいきいきと暮らせる福祉・医療サービスの充実に努めます。
・医療サービスの充実
400億円(+ 4.7%)
・福祉サービスの充実
371億円(+ 3.7%)
●安全・安心で魅力ある新潟県づくりに邁進します。
・防災立県の推進
68億円(+ 20.6%)
・安全・安心で快適な県民生活の確保
175億円(+ 2.7%)
・食の安全・安心の推進
2.4億円(+ 9.2%)
・安全で恵み豊かな環境の確保・継承
29億円(+ 13.2%)
・地域の魅力を高める文化・スポーツの振興
107億円(+124.6%)

【普通建設事業の内訳】

●付加価値創造の観点から、県経済を持続発展させる取組を進めていきます。
・成長分野や本県の「強み」を活かした産業の振興
40億円(+ 11.3%)
・地場産業の振興と地域産業の自立・活性化
140億円(+ 9.6%)
・拠点性の向上と交流・交易の拡大
10億円(+ 77.6%)
・官民一体となった観光立県の推進
7.0億円(+ 4.6%)
・ブランド化戦略
7.3億円(+ 11.8%)
・農山漁村の多面的機能の発揮
64億円(+ 11.8%)
●「効率的な政府」の実現のため「選択と集中」を一層進めます。
・事務の合理化・効率化による職員給与費等の減
▲55億円
・「選択と集中」によるスリム化・効率化の推進
▲46億円
・市町村への事務移譲
※ 事務移譲交付金 ⑲1.4億円→⑳1.6億円
詳しくは、下記URL”にいがた県議会だより”で
是非ご覧ください。

http://www.pref.niigata.jp/gikai

混迷を深めています国会の審議と並行して、平成２０年度新潟県予算を審議するため、２月１８日から３月１９日の
３１日間という長丁場で開催されました２月定例県議会も、漸く全議案が採択されまして終了しました。
泉田県知事は、度重なる水害、地震、豪雪などの震災復旧と復興を最優先に、これまで経験したことのない人口減少
対策、若者が安心して働ける県内産業の振興対策、県民生活を脅かしている勤務医不足など地域医療対策、厳しい地方
財政の健全化対策などに、当初予算総額１兆１，８３４億円の予算で本県の重要課題の取り組むと提案説明がありまし
た。
私にとりましては、初めての予算議会でしたが、当妙高市の当初予算の約５６倍にも匹敵する巨額な内容の審議を、
淡々と処理されていくことに、土俵の大きさを感じました。
質問には、代表質問は２名、一般質問は２１名、連合委員会は５名の総員２８名の議員が、熱弁をふるわれました。
質問の要旨ですが、一番多かったのが、知事に対する政治姿勢でした。１０月に予定されています知事選に引き続き意欲を示されたことは、今
議会の焦点でしょうか。代表並びに一般質問を要約しますとつぎのとおりです。
・泉田県知事に対する政治姿勢について
・環境・農林水産業問題などについて
・少子・高齢化・福祉・医療などについ
て
・観光・産業・雇用問題について
・中越沖地震・原発などについて
・新潟空港・佐渡航路・並行在
連合委員会では、２月２４日に発生した強風による風浪被害（２．２４冬季風浪被害）の状況と対策について、また、雪割
連合委員会
草を県の花への指定について、財政問題について、審議会などに女性委員を登用することについて、中越沖地震と原発対策に
で の 質 疑
ついて、赤字バス路線など中山間地問題について、県立病院の在り方と地域医療対策などについて議論されました。

産 業 経 済 委 員 会 で の ”横 尾 ゆ き ひ で ” の 質 疑 と 回 答
私が所属します産業経済委員会では、労働委員会、産業労働観光部関係が２日間、農林水産部関係が２日間、農地部関係が１日の延べ５日間で
議論が交わされました。私が質疑した内容について、要約して報告します。

農地部関係について

観光関係について

産業関係について

【質問】県内にある土地改良区の合併状況と
老朽化の進んでいる国・県営かんがい排水施
設の維持管理をどのように進めていくのかに
ついて質しました。これは、稲作の生産コス
ト削減対策の一環としたものです。

【質問】外客誘致のため韓国や台湾、中国な
どのエージエントやマスコミなどを県内各地
に案内したが、評価と問題点などを質し、更
に、県内均等に誘客できるような対策につい
て、また、団塊の世代に提供できる多様な対
策などを質しました。

【質問】いきいき健康ビジネス事業の取り組
みで、ビジネスとして可能性のあるもの、新
商品開発に県が積極的に販路の協力をするた
めの対策を質しました。

【回答】土地改良区の統廃合は、計画通り進
んでいる。稲作の生産コスト削減にも結び付
くものである。国・県営などの基幹水利施設
ストックマネージメント事業では、施設の老
朽化の診断と早期対策により、施設の延命を
図るもので、これも生産費削減に繋がるもの
と考えている。Ｈ２０年度より取り組んでい
く。

農林水産関係について
【質問】長年企業の営業で活躍した人から、
農業生産者が一番苦手としている販路開拓や
経営管理などをアドバイスしたりコーディ
ネートしてくれる仕組みについて、更に、今
後とも積極的に拡大していくことについて質
しました。
【回答】Ｈ１９年度より、県農林公社に担い
手サポートセンターを設置し、商社や販売会
社などのＯＢ「常勤１名非常勤４５名の登録
者」が企画販売、経営アドバイスしている。
対象は法人１億円、個別は１千万円以上の経
営体５００のうち１００を重点支援対象とし
ている。
【質問】米価下落の影響を抑えるため、生産
コストを引き下げる対策を、また、草刈りな
どの重労働を回避できるよう、畦畔に被覆植
物などの経費補助などについて質しました。
【回答】コメ生産コストカットは最重点課題
であり、県や農業団体、生産者などで昨年検
討委員会を設置し、Ｈ２４年目標２０％カッ
トを目指している。畦畔の法面保護植物など

◆お詫び
紙面の関係で、議会だより『第４号』では、『”横
尾ゆきひで”のまっすぐ汗かき活動記』及び『み
んなの声』は休ませていただきました。
次号にて、今回までの記事と合わせて掲載させ

【回答】温泉と食事などを主とした健康ツ
アーや妙高市のドジョウ養殖では、企業と大
【回答】新潟県の知名度は、決して高くない。 学、飲食店などの異業種での取り組みが行わ
韓国はスキーやゴルフがブームで魚沼や湯沢
へ。台湾は佐渡。中国は新潟や上越方面など、
県内全般を紹介している。いろんなイベント
商業関係について
も用意したい。団塊の世代はこだわりを重視
【質問】中心市街地活性化に関係する幾つか
しているので、いろんなメニューを用意する
の事業に対し、郊外型からコンパクトシテー
への転換は、大変重要だが実現するには、関
農林と観光連携について
係住民の不退転の意思をどのように喚起する
【質問】地産地消の推奨とグリーン・ツ・リ
か質しました。
ズムで交流人口を増やし、かつ、長期滞在型
の受け入れを充実する対策などを質しました。
【回答】現在、新潟市、長岡市、上越市が計
画認定を受けるべく、商工会議所、まちづく
【回答】全国的にも拡大基調にある。都会の り会社、商業者、民間事業者で中心市街地活
在住者にとって、農村の原風景や一時の農業 性化協議会を設置し、県もオブザーバーで参
体験などに積極的である。個人や団体などに 加し実現を目指している。
情報発信したり、訪問して誘客に力を入れた
労政雇用関係について
い。
【質問】新規学卒生やＩ、Ｕターンなど県外
在住者への情報提供に苦慮しているが、その
【質問】越後杉を使用した家づくりの推進と、
対策を質しました。
伐採コスト削減について質しました。
【回答】中越大震災や中越沖地震なども関連 【回答】ここ数年県内の有効求人倍率が非常
して、越後杉の家造り普及が拡大しているが、 に高い。学校を始め市町村の広報を通して保
コスト面では厳しい環境にある。しかし、コ
スト削減は重要であり高能率機械などの導入

労働関係について

【質問】企業誘致補助対象企業に、非正規社
員の割合が多いコールセンターも対象にした
理由と、今後の立地条件を質しました。

【質問】労働環境の変化から、組合のない派
遣社員や、外食チェーン店員、コンビニ店員
などが低賃金や就業時間などで、不当に扱わ
れているケースが増えていることを念頭に、
今後に万全を尽くすよう対策を質しました。

【回答】多様な雇用形態があれば、その分働
きやすくなる。雇用創出に意義がある。立地
は、県内どこでも可能。

【回答】Ｈ１４年度から知事の委託を受け、
個別労働関係紛争を取り扱ってきた。現状で
制度が周知されていないので促進に努めたい。

産業立地関係について

”横尾ゆきひで”事務所へお気軽にお立ち寄りください。

ここです

●事務所所在地： 妙高市朝日町１－７－２３
電話：0255-70-5211
FAX：0255-70-5212
●開所時間帯： 10：00～16：00 （土曜、日曜、祝祭日を除く）
”横尾ゆきひで”ホームページ URL： http://www.yokoo-yukihide.com/
※ご意見、お問い合わせはホームページからお願いします。

