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新潟県議会 2 月定例会より （会期： 2 月 25 日～3 月 27 日の 31 日間）
今冬は昨年に比べて雪に悩まされるこ
ともなく、穏やかな春を迎えることがで
きました。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。
２年前の３月１１日に発生しました東日本大震災では、地震・津波・福島
第一原発事故等で、多くの尊い生命と財産が失われ、今なお放射能汚染など
で住み慣れた故郷に帰れない大勢の方がいます。
改めて、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
さて、２月定例県議会は、昨年暮れの総選挙で政権交代があり、そのため
に国の新年度予算編成の遅れから、本県の定例会も１週間遅れの開会となり
ました。
泉田知事には、３期目最初の当初予算です。当初予算総額は「１兆２，５
８６億４千万円」で、２月の国の大型補正予算にかかわる、県の補正予算
「１，０２０億１，６３０万１千円」を加算しますと過去最高額となりま
す。中でも、公共事業予算が防災・減災関連で大幅な伸びとなりました。
これまでの閉塞感を打ち破るため、安倍新政権は「金融・財政・成長」の
３本の矢を、政策の柱に掲げたことがアベノミクス効果となり、為替相場と
株式市場が連動し、春闘にも好影響を与えるなど、順調な滑り出しとなりま
した。
しかしながら、外交問題では、尖閣諸島など領土問題や北朝鮮の核やミサ
イル、拉致問題をはじめ、アメリカを中心とした１１カ国との間のＴＰＰ問
題など、一歩間違うと取り返しのつかない情勢です。
今議会では、知事は山積する県政課題として次の 7 項目を掲げました。
第一に「経済・雇用対策」
第二に「少子化対策と個を伸ばす教育」
第三に「地域医療体制の確保」
第四に「北東アジアとの交流拡大」
第五に「原子力災害への対応と安心・安全で魅力ある新潟県づくり」
第六に「環境との調和」
第七に「地方分権改革」
新年度において、これらの諸課題に取り組むことを表明し、これに対し各
議員が知事の考えを質しました。最終日の３月２７日には、全議案が可決ま
たは承認されました。
審議の中で最も多くの議員が「福島第一原発事故と柏崎・刈羽原発の再稼
働にかかる県民投票条例否決と今後の対応」
「東日本大震災で発生した瓦礫
など処理における受け入れ実施市との意見調整」
「人口減対策と本県経済・
雇用の課題解決」
「医師不足・看護師不足対策」
「新潟空港の離発着の時間延
長と新潟港など拠点港湾対策」
「北陸新幹線開業と並行在来線の運営と沿線
市との調整」などについて質問がありました。私も、３月６日に一般質問を
いたしました。
（詳細は、議会ＨＰを参照ください。
）
結びに、今春も天候不順のようです。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、議会報告といたし
ます。

新潟県議会 URL：http://www.pref.niigata.lg.jp/gikai/

【 平成２５年度当初予算の概要 】
＜ 平 成 ２ ５ 年 度 当 初 予 算 に お け る 特 徴 ＞
【特徴１】経済・雇用対策に努めるとともに、明日の新潟の飛躍につ
ながる取組を進めていきます
【特徴２】教育環境の整備など、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
【特徴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
【特徴４】災害からの復旧・復興と原子力災害への対応等、安全・安
心で魅力ある新潟県づくりに邁進します
【特徴５】 「効率的な政府」の実現のため「選択と集中」を一層進め
ます
【一般会計】

（単位：百万円）
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区

分

予 算 額
特 定

一 般

平成 25 年度当初
（Ａ）

1,258,640

373,436

885,204

平成 24 年度当初
（Ｂ）

1,342,510

473,033

869,477

平成 24 年度当初比較
（Ａ）－（Ｂ）

△83,870
（△ 6.2）

△99,597
（△21.1）

15,727
（ 1.8）

注） （ ）は伸び率（％）

【主な特徴的予算

＊（

）は対前年比】

・本県の産業構造の転換に向けた取組・・・・・・・・・・ ２６２億円（ +32.3％）
・地場産業の振興と地域産業の自立・活性化・・・・・ ９００億円（ -2.6％）
・雇用面でのセーフティネット対策・・・・・・・・・・・・・・ ２５７億円（ +6.3％）
・魅力ある農林水産業と農山漁村の実現・・・・・・・・・ １２４億円（ +33.0％）
・北東アジア交流の推進と拠点性の向上・・・・・・・・・・・ ３２億円（ +28.4％）
・災害からの復旧・復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５５億円（ -27.7％）
・防災立県の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１９億円（ -16.2％）
・安産・安心で快適な県民生活の確保・・・・・・・・・・・ １０５億円（ +6.5％）
・食の安全・安心の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５．６億円（ -19.7％）
・地球・自然環境保全対策の積極的な推進・・・・・・・・・ ７５億円（+113.2％）
・医療サービスの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９６億円（ +5.3％）
・福祉サービスの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１２億円（ +3.8％）
・安心して子どもを産み育てる環境整備・・・・・・・・・・ １５９億円（ +6.4％）
・住みやすいふるさとづくりと暮らしやすさの発信・・・・・ ７６億円（+502.2％）
・観光、スポーツ、文化等を通じた交流の拡大・・・・・・・ ２７億円（ +1.2％）
・個を伸ばす人づくりの推進（教育環境の充実）・・・・ １４０億円（ +8.4％）
・安定した雇用の場の創出・確保・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８億円（ +0.6％）
予算の内容の詳細は下記 URL(新潟県 HP)よりご覧ください
http://www.pref.niigata.lg.jp/zaisei/1356751218244.html

本会議
一般質問

本会議での私の一般質問から・・・・
要点のみご紹介します。

横尾ゆきひで
汗かき活動記

※紙面の関係で質問の一部を割愛してあります。
なお、｢横尾ゆきひで｣汗かき活動記はお休みです。

【質問】 県民所得向上、人口増加、雇用拡大のための新たな取り組みとは。
【回答】 県民所得向上には、バイオマス、小水力など再生可能なエネルギーと日
本海横断パイプライン構想の実現可能性を探ること。人づくりへの投資に
は、少人数学級の推進、魅力ある大学など社会ニーズに適した人材育成。
魚沼地域医療教育センターの整備充実などに取り組むこと。
【質問】非正規雇用の現状と最低賃金改定による県民所得向上を。
【回答】非正規雇用では、全国平均３４．２％に対し本県は３０．２％である。県
内企業は下請け中小企業が多く、経営余力に乏しいが円高デフレの是正で
改善に期待している。産業の高付加価値化を進め、企業収益の増加、賃金
の向上につなげたい。
【質問】 子育て環境の整備や、教育の充実を図るとしているが改善点は。
【回答】 子育て世代の経済的ゆとり、時間的ゆとりのため子供医療費に経済的負
担が大きい３人以上の有する世帯の全子に対し、高校卒業まで助成延長す
る。引き続き不妊治療に対し、国制度に上乗せ助成する。病児・病後児保
育の未設置医療圏での検討組織を設置し促進していく。また、私立高校な
どの学費軽減の拡充、奨学金の貸与を引き続き行う。新たに小学３年生の
少人数学級を実施、いじめ見逃しゼロ県民運動や不登校対策の強化などを
行う。
【質問】 公共事業拡大に伴い、現場代理人や主任技術者の配置の緩和策は。特に、
施設の長寿命化など維持修繕現場での対応は。
【回答】 厳しい経営環境下にある建設業の受注環境を整備するため、これまで工
事件数３件、合計金額２，５００万円まで兼任を認めてきたが、今後は、
５件７，０００万円まで拡大していく。
【質問】 高品質で安心・安全な「にいがたブランド」確立に対する新潟米の具体
的な戦略とは。
【回答】 市場ニーズの変化を的確にとらえ、新潟米全体の所得向上を図るため、
コシヒカリはギフト市場など高価格帯でシェアの獲得を。一方、外食・中
食には業務用に適した品種への誘導、加工用米、米粉用米などの生産拡大
に取り組む。
【質問】 新潟米のブランド化には、土づくりが大切。また、夏の高温障害対策と
して晩生新品種の育成を行っているが、いつ頃から栽培されるのか。
【回答】 新潟米生産技術研究会でも、１等級比率向上には土づくり肥料や堆肥施
用などが着実の実践されるよう方針が出た。晩生新品種については、平成
２７年に品種登録出願し、平成２９年には一般農家で栽培できるよう開発
を進めている。
【質問】 長引く不況で住宅建築が減少しているが、越後杉で家づくり総合対策に
よる利用が着実に増えているが、さらに支援策を考えてほしい。また、公
共建築物での県産材利用の現状と対策は。
【回答】 新年度では、これまでの取り組みに加え、県産材を利用した住宅の建設
に取り組む大工・工務店などのグループ支援を強化していく。公共建築物
での利用の現状は、平成２３年度実績では、県施設の約８割、市町村施設
で約６割となっている。今後とも、設計担当者などに研修を通して理解の
浸透を図っていく。
【質問】 森林の持つ多面的機能維持には、適切な森林管理が必要であり、森林所
有者以外による森林ボランティアの活動も必要と思うが現状と対策は。
【回答】 森林は、県民共有の財産として、様々な人たちが協力し守り育てていく
必要がある。森林ボランティア団体や企業などの森づくり活動も重要と考
える。平成２３年度で森づくりに取り組む企業が２０社、森林ボランティ
ア団体が６８団体で、参加者は２万８，０００人ほどいる。

県議と一緒に見識を高めましょう！

【質問】 本県は観光立県の推進を掲げ、北陸新幹線開業に伴い「関西方面から
の誘客」や県大阪事務所の機能強化をするとしているが、現状と課題は。
【回答】 平成２６年度末開業にあわせて、首都圏や関西圏からの誘客促進や、
大阪事務所の機能強化、的確な情報発信など課題があると認識している。
新年度では、これらの課題に対応していく。２６年春のデストネーショ
ンキャンペーンに向け、官民一体で取り組んでいく。
【質問】 豊かな自然や食の魅力など、四季折々に楽しむ観光資源を、近隣県と
の広域連携で推進する取り組みの課題は。
【回答】 これまで、平成１８年度より継続している、オーストラリアなどを対
象としたスキー誘客の共同プロモーションの実施や、国内有数のロングト
レッキングコース等「信越トレイル」を連携するなど取り組んできた。地
域間競争の側面もあるが双方にメリットがある取り組みについて連携し
ていく。
【質問】 スキー観光も、関係者の危機感と努力で少しずつ改善されているが現
状は。また、雪を生かした地域の取り組みに、大勢の入込があるが県の支
援と普及方策は。
【回答】 日本スキー発祥１００周年を契機に、子供達のスキー体験機会を増や
したり、外国人スキー客の誘致など、今シーズンは順調である。スキー以
外でも雪まつりや雪灯篭など幅広い活用で、雪国ならではの貴重な観光資
源と考えている。スノートレッキング等の取り組みも支援し誘客を図って
いく。
【質問】 教育現場では児童生徒同士の陰湿ないじめが後を絶たない。これまで
県教育委員会で取り組んできた成果と課題は。また、課題克服の考え方は。
【回答】 「いじめ見逃しゼロスクール」の取り組みなどにより、
「いじめは、ど
んな理由があってもいけない」とする小中学生が増えてきた。しかし、い
じめの広域化やネット上の誹謗中傷など、様相が複雑化していることか
ら、教職員に対する研修を充実させるとともに、ネットパトロールの強化
や警察など関係機関との連携で、早期発見、迅速な対応に努めていく。
【質問】 長引く景気低迷や少子高齢化、経済のグローバル化などで、あらゆる
業種で後継者不足が深刻である。特に、農業や商工業などの現状は。
【回答】 平成２３年度に実施された民間信用調査では、本県企業のうち約６割
が後継者不足で、全国より若干低い。商店街では４割強となっていて、平
成２０年度より若干増加している。２０１０年の農林業センサスでは、約
４割で全国と同程度。また、６次産業化の経営を目指す農業法人でも、約
３割で後継者不足となっている。
【質問】 精密加工や伝統木工など、熟練した技術の伝承には１０年以上の年月
がかかる。体力のなくなっている地場の零細企業対策では、企業側の努力
だけでは成り立たないが支援策は。
【回答】 職人の高齢化と若者のものづくり離れ、長引く景気低迷で企業も人材
確保の余裕がない。県として、経営基盤強化や産業の高付加価値化など、
安定した所得が得られ、若者に魅力ある職場となるよう積極的に支援して
いく。併せて、表彰制度や若手技能者向け職業訓練、企業への熟練技能者
派遣などを通して人材育成に努めたい。

恒例の視察研修旅行が下記の日程で行われます。今年は横尾議員の公務の都合で、
月曜日～火曜日となっております。詳しい内容及びお申し込みは横尾事務所にお問い
合わせください。
●視察場所◇6 月 17 日：新潟県庁･議場･防災センター
◇6 月 18 日：新潟東部太陽光発電所

◇新潟県庁･議場･防災センター

●宿泊場所

・庁舎完成：昭和 60 年 3 月
・工事期間：昭和 57 年～60 年
・建設費：約 345 億円（土地代含）
・行政庁舎：地上 18 階､地下 1 階
高さ 87.3ｍ
・議会庁舎：地上 3 階（一部４階）
高さ 21.9ｍ
・警察庁舎：地上 4 階（一部５階）
高さ 24.8ｍ
・敷地面積：120,176ｍ2

◇新潟東部太陽光発電所
新潟県企業局では、新潟版グリーン
ニューディール政策の取組の一環とし
て、電気事業の新たなメニューとして、
太陽光発電事業に取り組むこととし、
1 メガワット(1,000kW)の新潟東部太陽光
発電所(1 号系列)を設置し、平成 23 年
10 月 31 日に営業運転を開始しました。
2 号系列は、平成 24 年 6 月 22 日に
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の適用施設」として認定され、
平成 24 年 7 月 1 日に営業運転を開始しました。

