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記録ずくめの猛暑も、過ぎてしまえば何時もと変わらぬ実りの秋を迎えました。
しかしながら、今冬も気象庁発表では暖冬少雪ですが、あるところからは昨年以上の豪
雪というような予測も出されています。今議会では、高齢者が除雪中の事故を少しでもな
くすため、
「新潟県住宅の屋根雪対策条例」(※１)を制定しました。
「備えあれば憂いなし。」ですが、生活に支障ない程度の降雪を期待しています。
さて、国政の乱れは目を覆うばかりであります。国民より党利党略が最優先と言われて
も反論できない状況下で、領有権問題や福島第一原発事故を含む、東日本大震災復旧復興
の道筋が見えてきません。加えて、長引く円高・デフレによる経済不況と雇用不安の解消
も同様です。国政は完全な制度疲労状態ではないでしょうか。
平和と困難が繰り返されることを歴史に学ぶべきで、昔のような世襲政治では、国民か
ら理解をいただけません。猛省していただき、真の国民主権の政治を取り戻していただき
たいと願うものです。

９月定例県議会の報告をいたします。
１０月に告示される県知事選挙のため、例年より半月早く開会され、先月２８日で閉会となりました。議会では２４年度一般会計補
正予算総額２１５億１，４４５万７千円の増額補正など３２議案が可決されました。
補正予算の主な内容は、新潟・福島豪雨災害及び今冬の豪雪・暴風災害の早期復旧等です。その中の特別会計及び企業会計補正予算
（電気事業会計）では、東部産業団地に３基目となる発電規模１５メガワットの太陽光発電設備建設費が可決されました。
今議会の争点は、泉田知事２期８年の検証と３期目に対する県政運営、
景気対策、柏崎・刈羽原発再稼働の考え方、竹島諸島や尖閣諸島など領
土問題に対する国の対応、対岸交流問題、新エネルギー対策、東北大震
災で発生したがれきの広域処理、いじめ、自殺、県警察官不祥事問題、
医師不足と県央基幹病院問題、県立武道館建設、新潟県住宅の屋根雪対
策条例などについて議論されました。
知事選直前議会でしたが、自民党、民主党、社会民主県民連合、公明
党など主たる会派が現職推薦をしての議論は、盛り上がりに欠けたこと
は否めませんでした。
私も初心を守り、山積しています県政課題に対し、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、皆様方のご健勝を祈念申し上げまして、議会報告の挨拶とさ
せていただきます。
※議会の詳細は下記 URL にてご覧ください。

新潟県議会だより⇒http://www.pref.niigata.lg.jp/gikai/
新潟県議会 ９月定例会より

（※１）新潟県住宅の屋根雪対策条例
条例の概要は下記 URL でご覧ください。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/16/962/1
20830gaiyou.pdf

――― 施策展開の方向性
■克雪住宅ガイドブックの作成、配布

■新技術・新工法の普及
■ローコスト工法や維持管理費低廉技術等の普及
■要援護者世帯等をはじめとする安全対策の普及
■安全対策の実態調査、結果公表
■複数人による雪下ろし活動の奨励
■空き家除雪対応に関する法制度の要望
■市町村条例制定等の支援
■緊急かつやむを得ない場合の空き家除雪の対応
※条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

（会期： ９月 11 日～９月２８日の 1８日間）

＜知事の２期８年の成果と課題は＞
一般質問での
知事の答弁から

―――

これまで県政運営にあたり、選挙公約を反映した「夢おこし」政策プラ
ンを作成し、その実現に着実に進めてきた。昨年行った県民意識調査では、
プラン策定時の平成１８年と比べ、評価は概ね全ての項目で改善しており、
一定の効果が上げられたと受け止めている。 財政面では、資産の流動化
などによる新たな財源確保を図り、震災や水害など度重なる災害への対応
を行いつつも、県政史上初めて実質的に県債残高が減少し、公債費も来年
度にはピークアウトする。

しかしながら、本県を取り巻く経済・社会環境をみると、円高・デフレによる下請け企業の空洞化に
よる雇用の喪失、少子・高齢化の進展による人口の減少と地域活力の低下、更に勤務医の確保と地域・
診療科の偏在の解消など喫緊の課題もある。
今後とも、
「夢おこし」政策プランの継続的に改善を図り、県民の皆様から評価をいただけるよう全
力で取り組んでいく。

＜３期目に向けた重点施策は＞
本県は、食料、エネルギー分野や大陸との交流における地理的優位性等において大きな強みがある。
そうした強みを活かし、また、これまで積み重ねてきた成果を踏まえ、バランスシートを考慮の上、
将来の税収、人口、就業機会の増加や子育て、教育の改善などに向けた投資を積極的に行っていきた
い。

＜議案＞
議案
請願・陳情
意見書

３２件のうち、・一般会計補正予算
１件は全員賛成、県立看護大学関連な
ど２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２件（教育委
員、公害審査委員）は、全員賛成で可
決または同意。

＜請願・陳情＞
１８件のうち、
・全会一致の採択は陳情１件。
・継続審査とすべき請願は６件。陳情５件。
・不採択とすべき陳情は３件。
・保留とすべき陳情は１件。

＜議員発議による意見書＞
・７件のうち５件が可決されました。

常任委員会
質問･回答

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）本県産米コシヒカリをかたる産地偽装があった。消費者に対し食の安全・安心
では不安を与えてしまった。儲け主義に対して県の対応は。
（回答）表示の関係法令を基に、県、国、市町村、県警などで県食品表示監視協議会を
設置し対応している。また、消費者行政の一環でＤＮＡ鑑定などで検査を行っ
ている。
（質問）今回の件は、震災で風評被害を受け、大幅に値下がりした福島産コシヒカリが
ターゲットとなった。許しがたい行為が判明したのは、ＤＮＡ検査した結果と
聞くが罰則の結果は。
（回答）大阪のコメ販売業者で、県が４月に県警に告発し、６月に５０万円の罰金とな
った。
（質問）過去にもあったのか。
（回答）平成２３年度に、東京都内の米販売業者が魚沼産と偽装表示して販売し、懲役、
罰金が科せられた。
（質問）県内で、スポーツ合宿に熱心に取り組んでいる市町村の現状は。
（回答）十日町市、妙高市、柏崎市、南魚沼市、佐渡市、湯沢町等１２市町村で実施。
（質問）主に、どのような期待をして取り組んでいるのか。食や温泉、観光等は。
（回答）住民との交流、地域経済の発展など地域活性化の面に期待している。県、市町
村、観光協会、宿泊関係者等とスポーツ合宿メッカづくり研究会を組織して環
境調査や情報交換している。
（質問）多くの選手は道路を走る。その際、狭隘な場所や曲がりくねった道路が多く危
険である。道路所管の土木部にも担当窓口として整備促進に努力すべきでは
ないか。
（回答）安全面での対策は必要。所管する土木部にも要望を伝える。研究会などの場で
も話をしたい。

――――――――＜防 災

局＞――――――――

（質問）頻発する大規模災害に対する避難対策の取り組みと課題は。
（回答）地域住民から地域のリスクを承知してもらうこと。警報等の適切な情報伝達。
避難誘導の体制と要援護者対策。自主防災組織の活用。避難プランの作成など
を市町村とも連携していく。
（質問）住民自らが、常に防災意識を持つこと、自分の命は自分で守る意識が大切。そ
のためには、各家庭に防災に関するマニュアルを配布して意識啓発することは。
（回答）県では、これまで幾つかのパンフを作成して、防災訓練等のイベントに配布し
てきた。
（質問）そこへ行った人だけの配布では、周知は広がらない。災害では大混乱が起きる。
平素から各自の履歴（名前、住所、連絡先、血液型、病歴など）がわかるよう
なカードを作成し、常備することも必要ではないか。
（回答）提案されたカード方式は非常時に有効な手段の一つであると思う。県全体を
カバーするには難しい点もあるが、市町村と検討していく。
（質問）子どもや高齢者等、避難弱者対策にはマンツーマン、場合によっては複数の人
が必要となるが対策は。
（回答）災害時要援護者の避難支援ガイドラインが国から示され、市町村が主体となり
取り組んでいる。
（質問）実際の場合、職場や地域、ＮＰＯ等多くの支援が必要であり、協力依頼してお
くべき。また、避難すべきルートには、急な坂道や階段など障害個所もあるの
で改善策も必要。
（回答）指定後に巡回をしているが、時間の経過などで変化すると思う。点検しながら
改善策を検討していく。

――――――――＜福祉保健部＞――――――――
（質問）医師不足の中、住民にとっては身近にある開業医の存在は大きい。しかし、地
域医療、へき地医療の根幹である開業医の閉鎖が問題である。県内の現状は。
（回答）平成２２年度の調査では、１６５９の診療所がある。若干減少傾向にある。
しかし、生活実感としては医療アクセスの不便さはあると思う。
（質問）県の資料と当市の場合は、数値がかなり違う。今後は、市町村と連携して実情
把握をしてほしい。地域医療には開業医の存在は重要。
（回答）地域医療は、基幹病院、日常の医療機関、診療医の３つがそろって成り立つも
の。開業医の高齢化、後継者不足など厳しい状況も承知しているので、しっか
りと市町村と実態把握に努めたい。
（質問）一番困っているのが、中山間地在住の高齢者。開業医がいなくなり、遠くの基
幹病院に行くのに、１日かかり。しかも、費用がかさむなど厳しい現状を考え
るとき、医師不足は承知しているが、昔のような、へき地診療所も必要ではな
いか。
（回答）へき地医療の重要性は十分認識しているが、医師不足はどうにもならない。
市町村と医師会等と意見交換しながら、まず、実態把握をしていく。
（質問）そんな中、人工透析患者も増加傾向にあるが、近くに透析施設がなく遠路まで
行くことになる。その際の家庭負担が大変な重荷。県全体の実情と対策が必要。
（回答）県全体では、透析患者数は４７００人で毎年８０人程度増加している。しかし
効率的運営には、専門医、看護師のほか、１医療施設当たり透析機器２０基が
必要。現在県内には５１施設で対応。透析施設を増やすには、数多くの課題が
あり、患者さんの実情を考えると不便と思うが、総合的に検討していくべきと
考えている。
（質問）１０月３０日からドクターヘリが運行される。本県のような地理的条件では有
効だが、費用面、リスク面、運航基準、出動要請などの対策は。
（回答）運航基準は、朝８時半から夕方５時半まで。年間３００回。１１９番からの要
請やキーワード方式で対応。課題は３点。１つは養成の育成。２つはドクター
ナースなどとの連携が出来ているか。３つは救急患者受け渡し場としてランデ
ブーポイントの確保が出来ているか。現在７００ケ所を確保している。その内、
冬期間も各消防所管内に１カ所程度確保済み。

9 月定例会
代表質問から

横尾ゆきひで

汗かき活動記
午前１０時より、自民党代表・尾身孝昭県議が紋付き袴で登場。
最初に「知事３期目に向けての抱負と、共産党を除く各党推薦を受け
ての対応の違い。２期８年間の実績に対する自己評価。新しいアイデア
と組織力、人材育成。自民党が掲げる国土強靭化策についての評価。新
年度の予算編成の考え方。竹島・尖閣諸島など領土問題。私学大学の厳
しい現状と将来。新エネルギーと原発対策、代替エネルギー対策。県歯
科保健推進条例の一部改正。県住宅の屋根雪対策条例。
」について知事に
質しました。
知事は、
「推薦していただいた方々には、本年の発展につながるよう誠
（夢おこし政策プラン）の評価を
意をもって対応する。成果については、
いただいてきたが、出来たものとそうでないものがあり、引き続き対応
していく。新年度予算編成は、地方財政計画に基づき対応。領土問題は
国が責任を持って対応すべき。原発問題は、福島第一原発事故の検証が
先。代替エネや再生エネは大切な施策。歯科保健の成果は今後とも大切
だが、社会人対策が遅れている。屋根雪対策は、高齢者と過疎化対策で
重要。
」等と回答がありました。
その他、教育長にはいじめ問題。警察本部長には、県内警察官の不祥
事問題と対策について質問がありました。
午後は、民主党・市川政広県議が登場。午前中とほぼ同じ質問でした
が「大都市制度と新潟州構想。拉致問題解決に全力で取り組むこと。県
立武道館建設は、費用対効果だけでなく文化的・災害対策なども。県央
基幹病院建設問題。新エネ買い取り制度の在り方。災害廃棄物処理受け
入れ問題。
」などが質問されました。
知事は「大阪都構想実現は、新潟州構想の効果もあった。引き続き各
市町村と協議していく。拉致問題は、待ったなしの状況で、日朝実務者
協議再開に期待している。県立武道館建設の考え方は質問の趣旨を理解
している。県央基幹病院も、関係者と十分協議していく。買い取り制度
の見直しは必要と考えている。災害廃棄物受け入れについては、国の基
準に沿って各市と協議していく。
」等と回答がありました。

横尾ゆきひで

汗かき活動

日頃の私の活動からその一部をご紹介しま
す。ご意見･ご要望がございましたら気軽に
お声掛けください。

「妙高の道を考える会意見交換会」
――― 2012 年 8 月 31 日 ―――
午後２時から、大変忙しい中、
県土木部岩澤道路建設課長をはじ
め、上越地域振興局折笠局長など
道路関係職員１３名から妙高市に
おいでをいただきました。入村妙
高市長、岡田建設課長など５名と
私で、市内の国県道整備について
現地にて意見交換会を行いまし
た。最初は国道２９２号線猿橋地
内の第２工区工事進捗状況と第一
工区の用地交渉状況、第三工区計
画を測量図と計画線の記入された図面で問題点などを話し合いました。
県境をまたぐ重要路線であり、用地確保が済み次第重点的に取り組むと
のこと。県道飯山新井線の拡幅改良計画、県道上小沢北条線上馬場地内
の改良などについても豪雪対策では重要な生活路線との認識で、できる
限り事業を進めるとのこと。県道西野谷新田新井線東長森から猪野山ま
での歩道整備については、道の駅あらいへのアクセス道路として、年々
車両交通量が増加していて、特に冬期間の通学時では大変危険を伴うこ
とから、市では最重要路線に位置づけていて早急な対応をお願いしまし
た。県としても危険度が高いとの認識から、要望がかなうよう対応した
いとの回答をいただきました。

「県立武道館建設誘致の要望会」
――― 2012 年 9 月 28 日 ―――
午後４時より、村山上越市長以下、糸魚川市、妙高市の市長代理、各
議長、商工会議所、体育連盟、地元県会議員など約２０名で、知事に対
し県立武道館を上越地域に建設要望しました。村山市長からは、
「新潟市、
長岡市には県立野球場や水泳競技場などがある。しかし、上越地域には
ない。近々、北陸新幹線開通も予定されていることから、ぜひ、設置を
要望したい。３市との連携も強い。武道の盛んな地である。
」などと要望
主旨を伝えました。知事からは、
「先般検討委員会から答申があった。検
討中であり、幾つか問題もある。要望は真摯に受け止めたい。
」との回答
がありました。

★★★ お 知 ら せ ★★★
本日発行の「議会だより」VOL.18 につきましては、先週 14
日（日）に発行の予定でしたが、県知事選挙期間中であったため
1 週間延期させて頂きました。ご理解をお願いいたします。

