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東北大震災発生の午後２時４６分で止まったままの
時計【宮城県名取市閖上(ゆりあげ)中学校。
】
～横尾幸秀と行く視察研修から～

日本列島を襲った台風は、記録ずくめの猛威を振い、本県を含め
全国各地で局地的に甚大な被害を与えました。
被災地の皆さんには、心よりお悔みとお見舞いを申し上げます。
さて、国政における「集団的自衛権の行使を容認した閣議決定」
に関し、国内外で大きな論争が起こっています。
安倍政権は、これまでの政府見解と大きく違う方針にかじを切り
ました。背景の一つに、周辺諸国間の歴史認識や領有権問題など、
これまでとは全く違った緊張感が現実となっていることでしょう
か。また、世界中で蔓延する貧富による格差、民族や宗教紛争など
によるテロ行為、経済活動に欠かせないエネルギー確保の安全性の
不安などなど、世界の平和維持に関する秩序が大きな変化を来して
いることも大きな要因となっているようです。
私たち国民の大多数は、この急激な方向転換に対する説明が不足
していると感じていると思います。さらに言えば、これまで通り世
界で起こる緊張感の解消には、高度な外交交渉による解決を望んで
いるのではないでしょうか。
武力の行使は、負の連鎖を引き起こすばかりでなく、暗い不幸な
歴史を呼び戻すことになります。この危機打開には、人間の英知を
結集して平和維持を図る努力をすべき時です。国政の場で、しっか
りと議論を尽くしてほしいと願うものです。
６月定例県議会の大きな争点は「東京電力柏崎刈羽原発停止中の
事故時に備えるべき・安定ヨウ素剤の未調達未配備問題」でした。
元職員が安定ヨウ素剤を備蓄していなかった経過について、議会
前に公表された最終報告書を基に議論が交わされましたが、
「知事の
県民に対するお詫び」や「組織としてのチェック機能の問題点と改
善点」などについて、県民にご理解をいただけたが疑問です。
再発防止には、全庁挙げて問題意識と危機管理を持って対応すべ
きです。
もうひとつの争点として、人口減少問題が議論されました。この
件は本県だけの問題ではなく、多くの地方行政の最大課題であり、
国全体で取り組む課題でもありますことから、今後は特別委員会で
も議論していくことになりました。
さらに、北陸新幹線開業に伴う県観光振興の在り方や、２０２０
年に開催されます東京オリンピック・パラリンピックの練習会場誘
致などの議論もなされました。
また、医師不足対策、多様な業種の後継者不足や過疎対策、新農
政問題など県政課題は山積ですが、一つ一つ丁寧に議論してまいる
所存です。

審議の
結 果

新潟県議会 ６月定例会より
【会期：６月２５日～７月１１日 （１７日間）】

＜提案された議案＞
議案２７件のうち
◆一般会計補正予算１件、企業会計補正予算１件、条例８件、事件議決
１３件は全員賛成で可決。
◆条例１件（新潟県核燃料税条例の制定）は賛成多数で可決。
◆追加議案の人事関係３件（人事委員会委員、監査委員、公安委員会委
員）は、全員賛成で可決または同意。

＜請願・陳情＞
請願・陳情１９件のうち、
◆全会一致での採択は１件。
（手話言語法制定を求める意見書）
◆継続審査とすべき請願は８件。陳情６件、保留１件。
◆不採択とすべき陳情は３件。

＜議員発議による意見書＞
◆議員発議による意見書９件のうち５件が可決、４件が不採択となりま
した。

委員会
構 成

議長・副議長・委員会の構成が新しくなり
ました。

◎議 長

柄沢 正三 氏（長岡市三島郡選出）

○副議長

早川 吉秀 氏（見附市選出）

＜議会運営委員会＞
◎委員長

桜井 甚一 氏 ○副委員長 坂田 光子 氏

＜常任委員会＞
◆総務文教委員会（定員１４名）
◎委員長 小林 一大 氏

○副委員長 矢野

学 氏

◆厚生環境委員会（定員１３名）
◎委員長 富樫 一成 氏

○副委員長 高橋

直輝 氏

◆産業経済委員会（定員１３名）
※私は、この委員会に所属しています。
◎委員長 佐藤 卓之 氏

○副委員長 笠原

義宗 氏

◆建設公安委員会（定員１３名）
◎委員長 楡井 辰雄 氏

○副委員長 坂田

光子 氏

＜特別委員会＞
◆絆づくり・人口減問題対策特別委員会（定員１７名）

その他、平成２６年度一般会計補正予算総額１億１，５７５万円
の増額補正など２７議案が可決されました。
毎年６月定例会後は常任委員会と特別委員会の改選ですが、私は、
常任委員会は前回に引き続き、
「産業経済委員会」です。特別委員会
は、本県の最重要課題の一つであります人口減問題が加わり、名称
も「絆づくり・人口減問題対策特別委員会」に変更となり、ここに
所属となりました。
残暑はまだ続きます。皆様方には熱中症予防には、くれぐれもご
留意されますようご祈念申し上げまして、議会報告とさせていただ
きます。

※私は、この委員会に所属しています。
◎委員長 大渕

健 氏

○副委員長 宮崎

悦男 氏

◆総合交通・防災対策特別委員会（定員１７名）
◎委員長 小林 林一 氏

○副委員長 上杉

知之 氏

◆新産業・雇用対策特別委員会（定員１７名）
◎委員長 西川 洋吉 氏

○副委員長 青柳

正司 氏

※詳細は、新潟県及び新潟県議会ホームページをご覧ください

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

委員会
質 疑

６月定例会・産業経済委員会で関係部局
への私の質疑から抜粋・要約してご紹介し
ます。
産 業 労 働 観 光 部

（質問）今定例会で、県観光振興の質問が多く出た。本県の外国人旅行
者の現状は。
（回答）平成２４年度の実績では、約７万泊。
（質問）日本再興戦略の中で、２０２０年には２千万人、２０３０年に
は３千万人を目標に掲げた。単純計算しても６年後は１４万
泊、１６年後は２１万泊となり、日本の人口減少時代を考える
と大変インパクトがある。この目標値について県の考えは。
（回答）国の目標値は元気づけられる。一方、受け入れ態勢の整備が課
題と考えている。
（質問）新たな観光資源の発掘、受け入れ体制の整備、情報発信の強化
など様々な課題への取り組みと本県観光振興計画との整合性
は。
（回答）多くの国の来訪者を受け入れる際、受け入れ体制として最初に
取り組むことは、様々な国の言語への対応と考えている。
（質問）２０２０年は間近である。北陸新幹線開業と上越新幹線など首
都圏からのアクセスは最良。本県の素晴らしい観光資源、美味
しい食、伝統芸能など各地の様々なイベントなどの工夫も必
要。外国人ばかりでなく、国内旅行者などへの誘客も必要と思
うが。
（回答）観光資源とは供給側だけでなく、来客者側の意見も重要と考え
ている。例えば、ボランティアガイドの育成や観光協会との連
携で、地元とソフトを充実して魅力アップに対する支援などを
行っていく。
（質問）テレビ番組などで、温泉やグルメめぐりなど全国発信している。
情報発信には有効な手段と考えるが、県としての対応は。
（回答）地元がお金を払ってＰＲする方法や、テレビ局が主体となって
紹介するなどいろんな手法があると思う。県としても県観光協
会などと一緒になって努力していきたい。

農 林 水 産 部
（質問）米の主産県として、安定した稲作経営が求められる。その一つ
に、生産コスト削減は重要。平成２４年度の全国平均生産コス
トは、６０ｋｇあたり１万５,９５７円。カリフォルニア米は
６０ｋｇあたり２,１８０円で比較にならない。本県の現状と
課題は。
（回答）本県の場合、全国平均より４５７円安い。課題は、安定経営の
ため規模拡大が必要。農地集積も大切。多様な品種栽培による
作期の分散、機械や施設投資の抑制、土改水利費や支払地代が
高いことへの対応など。
（質問）その他、稲作栽培技術の面で生産コスト削減は。
（回答）低コスト技術として直播があり、全体作付面積では１.４％で
実面積約１,７００ｈａ。全量元肥が約４万３,０００ｈａで作
付面積の約３６％。プール育苗が約３万１,０００ｈａで作付
面積の約２７％が現況。
（質問）日本再興戦略では、今後１０年間で所得倍増と生産コスト４
０％削減も目標としている。アメリカでは大半が直播栽培。直
播の利点は８月の高温障害が避けられること、刈取り時期も延
伸でき品質も良いだが、本県の直播栽培の現状と課題は。
（回答）直播利点はその通り。半面、出芽が不安定、雑草や鳥害で収量
も不安定だが、技術革新による鉄コーティングで安定してきて
いる。平成２６年の取り組み面積で主食用米１,８４０ｈａを
見込んでいる。この３年間で約５００ｈａ増えた。現状では、
まだまだ移植栽培に比べ課題もあるが、低コスト技術の推進を
支援していきたい。

農

地

「横尾ゆきひで」
汗かき活動記

新潟県議会「有志の会」県外研修と新産
業･雇用対策特別委員会県外行政視察か
ら、その一部をご紹介します。

＜新潟県議会「有志の会」県外研修＞ から
――― 201４年 4 月１4～１6 日 ―――

木村社長は、三重県経済連の養豚担当職員
を脱サラ（１９８７年）
。同僚の吉田 修 氏
（獣医）と共に、伊賀地方の養豚農家１８戸
と農事組合法人「伊賀銘柄豚振興組合」を設
立し、抗生物質の使用をしない肉質の改良に
力を入れ、小さなログハウスで「手作りハム
工房モクモク」を始めた。
当初はまったく売れず苦労したそうです
が、ある時、女性から「自分たちで手作りしたい。
」と言われたことがきっかけで、１９
８９年４月に「手作りウィンナー教室。
」を開いたところ瞬く間に大盛況となり、来客用
の食堂がオープン。
その後、家畜加工工場運営（ハム、ソーセージ）地ビール製造、菓子や豆腐、地元野
菜の直売所、野天もくもくの湯、ジャージーミルク工房、農村カフェ、焼豚専門館、農
場運営（米、野菜、果樹、しいたけ）宿泊施設、通信販売、ギフト販売、直営販売店舗
（県下４店舗、東京１店舗）貸し農園などなど次から次へと拡大して、現在では約敷地
面積１００ｈａ６次産業化に取り組んでいるそうです。
２０１２年の実績では、年商５１億円、職員数（正職員１４０名、パート１６０名、
アルバイト約７００名）と大成功の事例です。木村社長は、
「農業には夢もロマンもある。
楽しいぜぇ。
」また「生産からモノづくり、販売、サービス（農業公園、レストラン、宿
泊）教育（食育学習、貸し農園）に至るまで、常に農業と向き合いつつ（農業の新しい
価値の創造）に挑戦することが私たちの役割。
」と、言っていました。
若い社員の中には、東京大学卒や国立大卒業生が多くいるとのこと。今年６月には、
本県の新潟市中央区に「食と花のにいがた交流センター」がオープンするそうです。木
村社長は、沖縄県や韓国にも出店予定で、声がかかればどこにでも言ってノウハウを伝
授するとのことでした。年間を通して、いろんなイベントを開催し、来客者を楽しませ
ることが大切と話していました。モクモクとは、園内には多くの木（森林）があること
と、手作りハムやソーセージは燻製が必要なことから名付けたそうです。
皆様の機会がありましたら是非、足を運んで観てください。
※詳しくは、http://www.moku-moku.com/index.html でご覧ください。

＜新産業・雇用対策特別委員会 県外行政視察＞ から
”ベンチャー企業視察 ”

――― 201４年 5 月１3～１5 日 ―――

大分県豊後大野市にある「㈱みらい蔵」を視察しまし
た。昭和２８年に創業、年間３０ｋｇ米袋を１０万袋販
売することを目標にしていましたが、農家の栽培技術が
あまりにも経験に頼ることから、バラつきが目立つこと
を防ぐための研究を行い、
「科学的な土壌診断をもとに、土壌分析･診断システム（ソイル
マン）を作成し、これにより儲かる農業に結びつける。
」ことに成功。
従来の土壌分析料金は高く利用者はいなかったが、この会社では低料金（年間約６，０
００円程度）のため利用者が多い。最近は全国各地から問い合わせがあるとのこと。
土壌分析は、土を専用のキットに入れて送付するだけ。土壌の三相構造（固相、液相、
気相）を測定することにより、根の生活環境の分析ができ、土地・水・空気のバランスを
考えたオーダーメイドの肥料設計が瞬時にできる仕組み。
平成２３年度には大分県ビジネスプラングランプリ最優秀賞を受賞。この会社は、肥料
など農業資材を販売していますが、社長いわく、
「診断により農家所得は上がるが、逆に、
会社は肥料などが売れなくなる。
」と笑顔で話をしてくれました。
※詳しくは、http://mirai-zou.co.jp/company/philosophy.html でご覧ください。

部

（質問）本日も、多くの委員から多面的機能支払制度について、様々な
視点で質問があったが、過疎化の著しい中山間地では制度に該
当しても、高齢者ばかりで対応できない。県内にそのような地
域の把握は。
（回答）現在、県内で取り組み要望箇所は約６７％で、残りは高齢化、
過疎化のためなのかなど理由については把握していない。
（質問）維持管理不能の地域は、上流部に位置している。下流部では、
農業用水だけでなく生活用水、防火用水にもなる。一集落の問
題でなく、地域全体、市町村全体で対応していく必要があると
思うが。
（回答）中山間地域は非常に大きな役割を持っていると認識している。
集落で対応できない場合は、広域的な対応も必要と思うので関
係市町村と連携しながら対応していきたい。

福岡県筑紫野市にある「㈱ウィンドレンズ」は、平成２０年４月創業のベンチァー企業
です。主要製品は、風レンズ風車（風力発電機）の製造・販売・設置・メンテナンスの他、
周辺機器の販売、自然エネルギー機器の販売、風況観測業務などです。なぜ、この会社が
風力発電に取り組んだのか、高田佐太一社長は「地球温暖化による大災害が頻発し、原発
事故まで起きた。現在も原油高騰、人口爆発、資源戦争が頻発している。将来は自然エネ
が重要な課題。」と話す。いろいろな取組の中で、九州大学で開発された風レンズ風車の
特許利用権を得て産学連携企業を設立した。小型だが従来の２～３倍の性能で、１台当た
りの設置費用は約４００万円。騒音や低周波被害がほとんど発生しない。
現在、大学や自治体、公共施設など４６台を出荷している。平成２５年７月には、新潟
市中央区地内「老人憩いの家なぎさ荘」脇に５台設置したが、１台破損し現在安全確認中
とのこと。風レンズ風車は人、環境、景観にやさしい次世代小型風力発電として注目され
ています。
※詳しくは、http://windlens.com/2106/ でご覧ください。

