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誰もがどこに住んでいても、しっかりとした働く場があり、や
がて結婚し、家庭を持ち、地域活動に積極的に参加し、子育て
や教育、福祉、医療など安心して生活できる社会の実現が私の
政治信条です。

議 案

一般会計補正予算１件は全員賛成、条例
改正など３議案は採決の結果賛成多数、残
りの議案はすべて全員賛成で可決。・追加
議案の人事関係３件（人事委員会委員、監
査委員、収用委員会委員）は、全員賛成で
可決または同意。

請願･陳情

１９件のうち、
継続審査とすべき請願は５件、陳情６件。
不採択とすべき陳情は７件。
保留とすべき陳情は１件。

＜不採択とすべき陳情＞

意見書等

今夏も猛暑となりました。九州など全国各地では「これまで経験したことのない
雨」により、甚大な被害を受けています。被災地の皆さんには、心よりお見舞い申
し上げます。
自然の猛威の中、スポーツの祭典「第３０回ロンドンオリンピック大会」では、
厭なことを吹き飛ばすがごとく、日本人選手が活躍したように、暑い夏を乗り切り
たいものです。
さて、国内情勢は長引く円高・デフレによる経済不況と雇用不安の解消は、一向
に改善されない異常事態です。
また、東日本大震災の復旧・復興、福島第一原発事故における放射能汚染対策な
ど、国民にとって最大の関心事であり、待ったなしの対策が遅々として進んでいま
せん。
このような中、最優先されたのが将来における社会保障と税の一体改革です。その根幹となる消費税増税が与野
党合意のうえ、衆参両議院で可決されました。
この採決、政権与党の民主党では増税反対者が多数出るなど、普通では考えられない事が起こりましたが、誰も
責任を取らないことに不自然さを感じたのは私だけでしょうか。特に、党内を説得できないまま採決に持ち込んだ
リーダーシップの在り方もこれで良いのでしょうか？ 大いに疑問が残りました。
さて、６月定例県議会も先月１３日で閉会となりました。２４年度一般会計補正予算総額１，６４３百万円の増
額補正など１９議案が可決されました。補正予算の主な内容は、今冬の豪雪・暴風災害の早期復旧等です。
今議会の争点は、東日本大震災で発生したがれきの広域処理について、県と受け入れを表明している５市（新潟
市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市）との間で意見の相違に関する質問が大半でしたが、早急に県と５市の実
務者で協議を行うこととなりました。
新潟洲構想につきましても、県と県内市町村の間で協議が行われることになりました。
柏崎・刈羽原発の再稼働につきましても、従来通り福島第一原発の検証が終了しないうちは、話し合いのテーブ
ルにもつかないとの表明です。
その他にも、少子高齢対策、医師不足対策、過疎対策等など県政課題は山積しています。
一つ一つ丁寧に、少しでも県政発展に繋がるよう議論してまいる所存です。
結びに、皆様方のご健勝をご祈念申し上げまして、議会報告のご挨拶とさせていただきます。
※議会の詳細につきましては下記 URL にてご覧ください。

※新潟県議会ホームページ

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

議員発議による意見書７件のうち６
件が可決されました。
＜否決案件＞
・エネルギーの安定供給確保の推
進を求める意見書。

・日本の平和と安全を守る為に自衛力増強ではなく対外的情報機関
を設立することを求める意見書提出に関する陳情。
・東京一極集中を排し、地方復権を計る為、地方の国立大学を復権の
拠点にし、地方の国立大学の予算を大幅に増額、支援を強化するこ
とを求める意見書提出に関する陳情。
・国税の公平徴収を求める意見書提出に関する陳情
・東日本大震災瓦礫の処理に関する安全確保と情報公開に関する陳
情。
上記４件を含め、７件が不採択となりました。

※議長、副議長、常任委員会など構成が新しくなりました。
議会構成

＜議会運営委員会＞

・議 長
・副議長

小川 和雄（自由民主党：糸魚川市選出）
柄沢 正三（自由民主党：長岡市三島郡選出）

・委員長

沢野

修（自由民主党）

＜常任委員会＞
●総務文教委員会 （定員１４名）
・委員長 佐藤 卓之
・副委員長 青柳 正司
●厚生環境委員会 （定員１３名：現員１２名）
・委員長 皆川 雄二
・副委員長 矢野 学
※私は、この委員会に所属しています。
●産業経済委員会 （定員１３名）
・委員長 小林 一大
・副委員長 坂田 光子
●建設公安委員会 （定員１３名）
・委員長 冨樫 一成
・副委員長 宮崎 悦男

常任委員会
質問･回答

・副委員長 冨樫

一成（自由民主党）

＜特別委員会＞
●絆づくり対策特別委員会 （定員１７名）
・委員長 梅谷
守
・副委員長 小島 隆
※私は、この特別委員会に所属しています。
●総合交通･防災対策特別委員会 （定員１７名）
・委員長 西川 洋吉
・副委員長 上杉 知之
●新産業･雇用対策特別委員会 （定員１７名）
・委員長 岩村 良一
・副委員長 高橋 直揮
＜訃報＞
８月６日早朝、佐藤莞爾県議（新潟市西蒲区）が
逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

厚生環境委員会での私の質疑から・・・要点のみご紹介します。
【 県 民 生 活・環 境 部 】

【質問】がれき処理に関する県と５市の実務者会議の時期は。５市意外に受け入れを検討している市町村は。
【回答】スケジュールはこれから。以前にはあったと承知しているが現在はない。
【質問】有害鳥獣の保護と駆除に関し、去る６月４日妙高市街地に日本カモシカが表れてパニック状態になった。県内の動態
調査は。
【回答】県内の猟友会などに出没している話は聞いているが動態調査はしていない。
【質問】岐阜県や長野県では、特別天然記念物の日本カモシカによる森林被害防止策として駆除をしているようだが、本県の
場合は。
【回答】被害が深刻とは聞いていない。しかし、適正な管理などを検討していく考えはある。
【質問】本県には、下越地方では日本猿が増加している。カラスなどは全国的に被害が拡大し、農業生産意欲をそいでいる。
抜本的な対策が必要では。
【回答】ネットやテグスを張ったり、いろんなことを試みているが、学習能力があり抜本的な対策とはならない。毎年、９，
０００羽ほど有害捕獲をしているところである。
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【質問】県地域防災計画見直しのうち、津波想定を３地震から６地震に増やし、マグニチュード７程度に引き上げたが、変更の
特徴は。
【回答】過去の地震を再検討してことや、文部科学省などの調査を基に増やした。具体的には、検討委員会で内容を協議し、
９月ころに対策を取りまとめたい。
【質問】東日本大震災での津波の高さは１０ｍ以上にもなったが、避難する場合、１０ｍの高さが解らない。何か表示すること
も検討されては。
【回答】各地でそのような対策による効果も認められているので、検討委員会で協議したい。
【質問】モニタリングポストの県内設置個所と県民への調査データ情報は。
【回答】現在３０カ所に設置。
（柏崎・刈羽地域に１３カ所、福島第一原発事故関連で１３カ所）今年度、更に１７カ所増設する
計画。データの情報は、県ＨＰで提供している。もっと解りやすくするためパンフレット作成を検討中。
【質問】柏崎・刈羽原発は、休止中だが核燃料棒が冷温停止状態にある。稼働していなくとも危険な状態は同じ。他国からの
サイバーテロや武力行使も考えられるが対策は。
（回答）県として、東京電力に万全の管理を求めている。テロに対しては、県警や海上保安庁などと連携して対応している。

【 福 祉 保 健 部 】
【質問】仮称・魚沼基幹病院が平成２７年に開設される。その後、仮称・県央基幹病院も計画されている。根本的な医師不足、
看護師不足があり、逆に小規模な病院の統廃合で地域医療が影響受ける心配がある。対策と計画の見通しは。
【回答】圏域の役割分担をして、病院の再編成診療機能など全体で医師確保を図っていく。
【質問】抜本的な医師不足では、積極的に国に改善要望していくことは。
【回答】全国知事会や各団体などと連携して、人口に見合った医師の要請を働きかけていく。研修医制度の改善なども含めて。
【質問】介護と支援について、つい先ごろ、県内で認知症の父親が悲惨な事故にあった。周辺の人達も承知しながら対応が遅れ
ての事件。本県の認知症の介護実態と対策については。
【回答】平成２３年１０月での要介護要支援認定数は、１１万６千人。６５歳以上は１８．３％。平成２２年で認知症は４万４
千人。対策として、地域で支える啓発、周りの見回りなどで、特に、毎年２月と９月を強化月間としている。市町村と
も連携していく。
【質問】老老介護で現状は一層厳しいが実態と対策は。
【回答】６５歳以上の方が６５歳以上の方を介護している実態は、平成２２年の調査では全体の４５．９％。身体的負担から介
護力も低下する。孤立化も心配。可能な限り介護サービスを受けられるような対策を強化していく。
【質問】７月１日で牛の生レバー食用禁止となったが、牛の他は。
【回答】馬刺しは対象外。鳥のたたきは県内では禁止。出来るだけリスクを少なくするため、加熱して食するようお願いしたい。

絆づくり対策特別委員会県外行政視察 その 2

研修視察旅行（八ツ場ダム･富岡製糸工場）

―――2012 年 5 月 23 日～25 日―――
２５日は、大阪市にある学校法人・塚本幼稚園幼児教育学
園で、「道徳心をはぐくむ幼児教育の取り組みについて」研
修しました。昭和２５年４月１日に全国初の学校法人として
創立。
「２１世紀の立派な人づくり」を基本に、
「基礎体力づ
くり」「自然とのふれあい」「教養を身につける」
「創造性を
養う」の４つのテーマに添った多彩なカリキュラムで独特な
教育を実践しています。籠池靖憲園長の大声が園内に響き渡
る。３歳児から就学前の子供達約３００人が園内広場に集ま
り、園長に負けないくらいの大声で、私たちにあいさつ。毎
朝の朝礼は、幼児や教職員全員で「君が代斉唱」
「教育勅語
朗唱」「五箇条のご誓文朗唱」を欠かさず行うとのこと。私
たちの前で実践してくれました。そして、私たち一人一人が
自己紹介しますと、素早く反応してくれます。年間を通して、
スイミング、剣道、ラグビー、リズム合奏、英語や論語、将
棋、そろばん、大正琴、和太鼓などのカリキュラム
を行うとのこと。日本
の歴史を教えること、
伝統文化を用いて座
ることの大切さを教
えるそうです。幼児た
ちには、朗唱していて
も意味は不明と思い
ますが、なぜか生き
生きしているのには
驚きです。もっと驚く
ことは、親を徹底的に
教育することだそうです。
授業参観では、直立不動で論語を読んでいる幼児たち、先
生の注意を聞けず廊下に立たされた幼児１名、掛け声ととも
に素振りする幼児たちに接して勉強になりました。
しばらくすると、親は子供たちを真剣にしかることができ
るようになるとのこと。わずか、２時間でしたが大いに感化
されました。

―――2012 年 6 月 17 日～18 日―――
群馬県富岡市にある「富岡製糸工場」と、同県長野原町に
ある「八ツ場ダム工事現場」の２カ所を、参加者 90 名で研
修しました。富岡製糸工場では、現地のＮＰＯガイドが丁寧
に説明してくれました。明治５年フランスからやってきた技
術者が中心となり、国挙げての殖産事業として日本が得意の
分野（絹糸）でのオートメーション化です。当時の機械や建
物がそのまま残ることと国策（官製）で進められたことで世
界遺産登録を挑戦中です。
宿泊は四万温泉「やまぐち館」でした。マスコミでも名物
女将・田村久美子さんが出迎えてくれました。
２日目は「八ツ場ダム工事現場」です。地元の篠原協議会
長の特段の計らいで、国土交通省地域整備局広報担当者２名
（係長、担当官）が、バスの中で工事時中の現場を説明して
くれました。昭和２２年に発生した「カスリン台風」被害で
３０万人以上の死傷者と、家屋財産など壊滅的な被害を出し
たことがきっかけで、今日まで来たとのこと。最初は、草津
温泉から流れる強酸性水被害の恐れ、埋没予定地には大勢の
住民や温泉地などがあり反対者が多く難航したそうです。
そんな中、ようやく工事が開始されて工事が約８割近く完
成した時、政権交代によりダム建設中止（３年間）となり、
紆余曲折の末に、今年より再開されることになり、関係者一
同ホッとしているとのこと。
一番高い橋（８０ｍ）で、バスを降り徒歩で現場を見ること
が出来、みなさん感動していました。
世界遺産暫定リスト記載の
「富岡製糸工場」

工事が再開した八ツ場ダム

南部地区で市政県政懇談会
横尾ゆきひで

―――2012 年 4 月 25 日―――
汗かき活動期
午後３時半から、克雪センター
にて水原地区・下濁川地区・平
丸地区・長沢地区・瑞穂地区・
原通地区・除戸地区・上堀之内
地区の各区長など地元役員と、妙
高市から入村市長・総務課長・建設課長・農林課長補佐と
私で、平成２４年度の地域に関わる各種事業の概要説明と
課題について意見交換を行いました。
地域からは、過疎化と高齢化が進む中山間地域の振興計
画が市長に提案されました。今冬のような異常ともいえる
豪雪への対応や生活弱者への対応、地域の祭りなど伝統維
持対策やコミュニティ充実対策などが盛り込まれていま
した。意見としては、無理をしないで出来ることをやるこ
との確認がなされました。
一番の収穫は、
人出不足と資金不足で実施が危ぶまれた
「南部祭り」が、継続されることになったことです。皆で
協力しながら盛り上げていく。と力強い意見も出ました。
私も出来る限りの協力は惜しまないつもりです。

絆づくり対策特別委員会県外行政視察 その１
―――2012 年 5 月 23 日～25 日―――
23 日～25 日の間で、大阪府堺市、和泉市、大阪市並びに
兵庫県神戸市の各施設などを研修してきました。２３日の「大
阪府立子どもライフサポートセンター（堺市にあります）」で
は、中学卒から１８歳までの不登校、引きこもり、ＤＶなど様々
なニーズに対する支援が必要な子供達が対象とした支援施設。
開設は平成１５年４月。定員は入所５０名、通所３０名。利用
期間は原則１年。施設は、
「食堂棟、宿泊棟、研修棟」があり、
１日の生活にリズムや変化をつけることに心がけているとの
こと。
「自立支援、学習支援、職業支援、心理支援」などのプ
ログラムによって実践しています。全国１か所の施設ですが、
学習能力に差があること。退所後の受け皿が少ないこと。人と
のかかわりがうまくできず、
進学したり就職しても長続
きしないなど、小山所長（長
野県飯山市出身）の話でし
た。木材を多く使用した施設
は、子供達の精神的な安らぎ
になっているような気がし
ました。

泉地区、水原地区の現地見分

妙高山麓時代まつりに参加

―――2012 年 6 月 28 日―――
午後２時より、両地区の県道・河川・地滑りに関する「危
険個所・災害箇所」などを地元の役員約２０名と市役所・県
地域整備部・砂防事務所と私で現地の見分を行いました。
通勤通学時での雪崩の危険個所、日常生活における危険個
所、農作業に支障のある個所などを見ていただき、緊急性の
有無などを見ていただきました。財政状況の厳しい中で優先
すべき個所を選択する上で参考になったと、県当局の評価を
受け地元の人たちも納得してくださいました。
熱い一日、地元の高齢した役員が真剣に現地案内してくれ
ました。特に、数日前に
危険個所の草刈りなど
をしてくださった役員
には心より敬意を表し
たいと思います。

―――2012 年 7 月 15 日―――
午後１時より、斐太県民休養地内で「みょうこう景虎物
語・山城の陣」が開催されました。各地区の役員や斐太北、
南小学校５・６年生女子児童など約４０名が鎧兜や腰元衣装
などを着飾り行進してきました。
この行列は、午前中は「あらい道の駅」広場で約４３０年
前の甲冑行列をパフーオマンス。主役は若き景虎と華姫の結
婚式行列を再現したものです。昼下がりの無風状態で、しか
も蒸し暑い中で汗まみれになりながら、全員頑張りとおしま
した。御苦労さまでした。
なお、修袚式で新井中学
校に派遣されている英語
助手（アメリカ・ユタ州か
ら）が、来月帰国の想い出
に何かしたいと役員に願
い出て、私が玉ぐし奉てん
する際に、一緒に行動して
もらいました。名前も知ら
ない先生でしたが、大変喜
んでいました。

