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新しい年を迎え、皆様には、お変わり
なくお過ごしのこととお慶び申し上げ
ます。
さて、昨年末に執行された「第４６回
衆議院議員選挙」では、民主党政権に厳
しい審判が下されました。多くの国民が
政権交代に期待した通りに、国政運営が
なされなかった結果と言わざるを得ま
せん。
しかしながら、自民・公明両党の圧倒的勝利も、国民の信頼を十分
得たとは言い難い内容だと思います。
国民の政治不信や世界からの信頼回復には前途は多難です。これは
与野党とも大いに反省する必要があるのではないでしょうか。
今後は、積み残された多くの課題解決には、党利党略最優先ではな
く、真に国家・国民のための安定した政治を取り戻してほしいと思い
ます。
１２月定例県議会では、泉田知事３期目（昨年１０月に行われた知
事選挙で）の県政運営と喫緊の県政課題について、熱い議論が展開さ
れるはずでしたが、議会中に執行されました衆議院議員選挙の関係
で、一部マスコミに指摘されたように、審議時間が単調になったこと
は反省しなければなりません。
平成２４年度補正予算では、現下の経済・雇用情勢を踏まえた重要
かつ緊急的な事業、職員給与にかかる過不足など、総額約１０１億円
について審議されました。
審議の中で、最も多くの議員が「３期目の県政運営に対する姿勢」
「東
日本大震災で発生した、がれき処理を巡って受け入れ表明した５市と
の意見の食い違い」
「円高デフレに対する本県経済の課題」
「人口減少
や医師不足対策」
「新潟州構想」
「再生エネ対策」などについて質問が
ありました。
「がれき処理」では柏崎市長選挙において、
「現職ではなく対立候補
を応援する行為と、現職当選でしこりを残す結果を懸念する。
」との
「自分の政治信念で行動したものであり、現職と
質問に対し知事は、
は当選後握手をしている。」などの回答がありました。代表質問や一
般質問の詳細は、議会ＨＰ（※1）を参照ください。
結びに、新年早々から寒い日が続いていますが、皆様には、くれぐ
れも健康にご留意されますようご祈念申し上げますと共に、私も初心
に返りまして、精一杯県政ならびに市政発展のために頑張ることをお
誓い申し上げまして、定例会の報告とさせていただきます。

(※1) 新潟県議会 URL：http://www.pref.niigata.lg.jp/gikai/

新潟県議会 12 月定例会より
（会期： 12 月 5 日～12 月２1 日の 17 日間）
＜提案された議案・審議結果＞
・平成２４年度一般会計補正予算、各企業会計補正予算など９議案
・条例の一部改正３４議案
・事件議決、指定管理、契約、収用委員選任等６議案
・平成２３年度一般会計並びに各企業会計決算も認定されました。

＜請願・陳情＞
（採択された請願）
・私学助成についての意見書提出に関する請願

（継続審審査となった請願）
・私立学校に通う子どもたちにゆきとどいた教育を求める私学助成の意
見書
・子どもたちに、ゆきとどいた教育をすすめることに関する請願
・子どもたちにゆきとどいた教育を！ 30 人以下学級実現などを求め
る意見書提出などに関する請願
・生活保護基準引き下げについての意見書提出に関する請願
・
「ゆきとどいた教育」の前進を求める意見書提出に関する請願
・
「教育無償化」の前進を求める意見書提出の請願
・魚沼地域医療再編に当たり医療水準確保に向けた新潟県の役割に関す
る請願

（継続審査となった陳情）
・佐渡島の離島航路運賃及び島民生活に必要な燃料の負担軽減を求める
意見書の提出に関する陳情
・オスプレイの在沖縄米軍普天間基地配備と新潟県上空を含む国内低空
飛行訓練の中止を求める意見書提出に関する陳情
・消費者のための新たな訴訟制度創設を求める意見書提出に関する陳情
・中学卒業までの子ども医療費無料化を求めることに関する陳情
・受動喫煙防止条例の早期制定に関する陳情

議案
（不採択された陳情）
・２０１４年度から実施予定の消費税率アップについて沖縄県を除外す
請願・陳情
ることを求める意見書提出に関する陳情
意見書
・代表監査委員の条例制定に関する陳情
・アレチウム等駆除の条例制定に関する陳情

＜議員発議による意見書＞
（採択された意見書）
・北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議
・国民が安心できる持続可能な医療の実現を求める意見書
・私学助成に関する意見書
・拉致事件の解決に向けた体制整備を求める意見書

（不採択された意見書）
・衆議院選挙制度改革に関する意見書

＜

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]：若者情報サポート事業では、受け手の企業側は長引く円高・デフレで雇用問題
が難しい状況と思う。新規学卒の雇用も厳しい中で、情報提供の現状は。
[回答]：この事業は、親元への情報提供とＩ・Ｕターン希望者にインターネットやポー
タルサイトで情報提供しているもので、アクセス数が年々伸びている。
[質問]：就職難の状況下で希望者が多いことは納得できるが、協力企業も多いと認識し
て良いか。
[回答]：あくまでも情報提供であり、具体的な職業まで紹介はできない。ネットサイト
のリンクは可能。
[質問]：それは理解できるが、職場を求めているのに対応出来ないのはおかしい。県庁
各部局横断で雇用環境を整えるべく支援策を検討していくことは。
[回答]：当部だけでなく、産業労働観光部などと協力して対応していきたい。
[質問]：知事は、今後の県政運営に３つの基本政策（１つ目に、将来の展望を切り開く
地域経済の自立）を掲げている。本県に若者が戻るには雇用の場が不可欠であ
り、全庁的に取り組んでほしいが。
[回答]：安定した雇用の場の確保の創出や企業誘致、教育など全庁挙げて取り組みたい。

病

院

局

＞

[質問]：１５か所ある県立病院施設のうち、老朽化施設箇所は。
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[回答]：現在、改築計画施設を除くと、津川、吉田、加茂病院が該当す
る。
汗かき活動記
[質問]：すでに耐震診断が終わり、耐震整備も終了しているのか。
[回答]：計画では、平成２７年度までに終了させる計画。
[質問]：現施設のうち、計画的に営修繕を行っていると思うが、水回り
などの整備の現状と今後の計画は。
[回答]：施設の維持管理は、病院と本庁、地域振興局から３名の技師で
点検対応している。今後も同様である。
[質問]：水回りは、院内感染防止には大変重要であり徹底してほしい。
[回答]：現在、１５施設では院内感染対策を検討する委員会を設置し、
院長が中心となってハードソフト面でしっかりと対応してい
る。今後も同様である。
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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。

「厚生環境委員会県内行政視察」から
＜
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[質問]：地域防災計画見直し中であるが、原発単独事故災害や地震など複合災害での想
定は。
[回答]：８月に修正した計画には複合災害も想定している。トータル的な観点で検討し
ている。
[質問]：単独と複合では、避難対策が相当違うと思う。道路や建物などの損壊がない場
合と比較し、橋が落ちたり、道路がズタズタになったり、停電になった場合、
パニックになる。一か所に殺到すれば大渋滞になるほか、冬期間などは誘導不
能な道路もある。いろんな条件を想定しての計画検討は。
[回答]：ワーキングでいろんな場面を想定していく。市町村や関係機関とも連携して対
応していく。
[質問]：避難者への情報提供も重要。防災スピーカーや道路誘導などリアルタイムな状
況をどのようにしていくか。
[回答]：緊急速報メールやツイッターなどの活用や多様なツールを考えていきたい。ワ
ーキングでもテーマとして検討している。

＜ 福 祉 保 健 部 ＞
[質問]：今議会に、１次・２次一括法などの施行に伴い、５項目の県独自の規定を盛り
込んだが大変結構なこと。その理由と効果の狙いは。
[回答]：施設利用者の安全・安心の確保、利用者サービスの向上の観点から、防災マニ
ュアルの策定、暴力団員などの不当な影響排除、特養老人ホームの居室定員を
１名から４名以下に緩和、障害時多機能型事業所の利用定員を２０名から１０
名に緩和するなどを盛り込んだ。これにより事業者は地域事情に応じたサービ
スが可能となり、利用者の選択肢も拡大されるなど利便性向上につながるもの
と期待している。
[質問]：本県では、度重なる大災害で避難者の中には、車中でエコノミー症候群なった
方もいたが防災マニュアルでの対応は。
[回答]：災害弱者支援体制強化の観点から、災害種別に応じて具体的な避難マニュアル
などの整備の検討、原子力災害なども市町村や関係機関などとの連携により対
応できるよう検討している。
[質問]：特養ホームの居室定員緩和では、本県で対応可能な施設はどのくらいか。
[回答]：今回の条例でも経過措置が定められていて想定はできない。来年４月以降の施
設では対応可能ということで理解されたい。
[質問]：これにより、年金暮らしなど低所得者対策にもつながると思うが。
[回答]：個室ユニット型では、毎月１３万円くらいが４人部屋多床室では毎月８万円く
らいが想定される。国でも低所得者対策の一環としている。
[質問]：障害者多機能型利用定員が緩和されると、事業所の運営に支障はないか。
[回答]：各事業所の定員設定では、採算性を考慮しているので運営上問題はない。
[質問]：県内各地でノロウィルス感染が発生している現状は。
[回答]：１２月３日から９日の第４次県内定点医療機関の患者報告数は 20.30／定点と、
基準を超えたため警報を発令した。過去１０年間では同時期と比べて３番目に
多くなっている。なお、これまでに保育所で３３件、高齢者施設で８件、障害
者施設で３件の集団発生報告がある。
[質問]：ＧⅡ―４型の変形ウィルスで、発生時期は冬期間に多く乳幼児から高齢者まで
感染し、場合によっては抗生物質が効かずに死亡すると聞くが。
[回答]：ＧⅡ―４型は、全国では幅広く流行しているが本県でのケースはなく注目して
いる。一定期間感染すると収まる傾向にあるが、過去の流行と違う傾向なので
一層の注意を図っていく。
[質問]：市町村などと連携して対策していると思うが。
[回答]：市町村と連携して保育園や学校、介護施設などではうがいや石鹸での手洗いの
徹底をするよう連絡を取り合っている。
[質問]：この時期はインフルエンザ対策も重要だが。薬剤などの対策は十分か。
[回答]：シーズン前の対策としては量的に十分。しかし、流行期になると若干品薄とな
るが、あわてず対応していきたい。

――― 2012 年１２月１２～１３日 ―――
上記の間に視察した一部をご紹
介します。詳しい資料等は横尾ゆ
きひで事務所においてあります。
まずは、先月１０月３０日より
スタートした、ドクターヘリ運用
開始に関するものです。
「新潟大学医歯学総合病院」で
は、午前８時３０分より午後５時
３０分（または日没３０分前）ま
ででの運航を開始しました。
有視界飛行のため時間制限あるとのこと。全県をカバーしていて、１日１
件程度（導入の背景には、対象となる症例数が年間５１９件）で、すでに
７件対応したとのこと。
出動要請者は、救急現場の場合は消防本部。病院間搬送は消防本部また
は医療機関。指令室では、キーワード（要請基準）で対応。ドクターと看
護師などスタッフは、常に予鈴で対応し、ヘリ搭乗までの時間は約５分。
搬送受け入れ病院は、基地病院を含む県内２１病院。ランデブーポイント
（離着 陸する場所）は、県内に７００か所あり。ヘリ運航は、朝日航洋
（株）で年間約２億１千万円（県が病院に補助。国、県で半額づつ負担）
現在、全国に３９機導入されているそうです。
つぎは、
「新潟大学大学院・医歯学総合研究科・健康増進医学講座・南魚
沼分室」が行っている、
「コホ－ト研究」についてです。
コホート研究とは、健康サイドから疾病リスクを観察することだそうで
す。この地域は、高血圧、慢性腎臓病、運動習慣の問題などが大きな課題
でした。地域住民の食生活や既往病歴など詳細に把握し、本人の同意を得
て血液や尿などのサンプルを長期保管して、本人が病気した際にそのサン
プルを活用することで、最善の治療が可能となること。また，健康予防な
どＤＮＡにより子供や孫などへの対処も出来るなど、今後の期待の多い研
究を聞いて関心を持った次第です。

「一般国道２９２号線道路改良工事区間部分供用開始」
――― 2012 年１２月２２日 ―――
午後３時から、地元の瑞穂地区並
びに長沢地区の区長さんなどが主
催して、開通を祝いました。
来 賓と して県 上越地 域振 興局
長、整備部長などのほか、妙高市
長、同議長、地元市議などが参加。
最初は全員で車に分乗して、今回
整備された第二工区（延長５００
ｍ、幅員１１．５ｍ、総工費約８
億円、工事期間は平成１５年から
約１０年）を見て回りました。
あいにくの雨模様でしたが、途中下車して真直ぐになった道路を見入っ
ていました。地元の皆さんは、感謝の気持ちと今後も引き続きの整備を切
望していました。残りの工事区間は、第一工区・第３工区・第４工区があ
り、県では引き続き第３工区の整備を予定しているとのことでした。この
道路は長野県との県境を結ぶ重要路線です。政権交代による整備の促進を
期待しているところです。

