新潟県議会議員

VOL.25

2014 年 11 月 14 日発行

横 尾 ゆ き ひ で 事 務 所
事務所：妙高市朝日町 1-7-23
電話 0255(70)5211 FAX 0255(70)5212
秋は一年を通じて、一番充実した季節（作物や果物などの収穫）
のはずでしたが、何ともやりきれない出来事が続きます。
今年も、各地では異常ともいえる大型台風による豪雨の影響で、
河川の氾濫や土砂崩壊などをもたらし、多くの尊い命や財産が犠牲
となりました。また、９月２７日正午前に大勢の登山客でにぎわう
御嶽山が、突然噴火し５０名以上の死者を出す、近年まれにみる大
惨事となりました。
被害関係者に対し、心よりご冥福とお見舞いを申し上げます。
いつもながらですが、災害は時と場所を選ばないことを肝に銘じ
たところです。
さて、安倍政権が誕生して１年を経過しました。国を挙げての人
口減少問題解決に向けて、新たに地方創生の具体的な対策が動き出
しました。また、最近の急激な円安・株高傾向は、企業間で影響は
様々です。一部では景気回復の兆しはあるものの、資材や燃料など
の高騰で、中小企業や商店などは悲鳴を上げています。さらに、地
方には景気回復の実感が薄いのも事実です。
非正規労働者の多くは、所得が不安定で結婚もままならず、子供
たちの貧困化も大きな問題となっています。国民生活や社会保障な
どに最大限の配慮が必要です。臨時国会が開催中ですが、山積して
いる課題に対し十分議論を尽くしてほしいものです。
９月定例県議会の報告をいたします。２６年度一般会計補正予算
総額１５５億９３０万７千円の増額補正など３０議案が可決され
ました。補正予算の主な内容は、現下の経済情勢を踏まえ、県内経
済の下支え対策や県民の安全・安心の確保として、道路・河川など
の整備・維持補修などに要する経費のほか、交通安全施設の整備・
更新、また、医療・福祉に係る県民相談窓口（小児救急医療相談、
心の相談ダイヤル）の充実のため開設時間の拡充に要する経費等で
す。
今議会の争点は、「北陸新幹線開業に伴う運航計画」が発表され
た結果、「速達型のかがやき」は、上越妙高駅には全列車が停止し
ないことが判明し、知事がこれまで国土交通省やＪＲ東・西との協
議が、反故となった理由と今後の対策について質問が集中したこと
です。代表質問（２名）
・一般質問（１２名）
・連合委員会（７名）
のうち、１１名が質問しました。知事は「これまで原則各県一駅停
車を主張してきた本県として、率直なところ残念な内容と言わざる
を得ない。また、全国新幹線鉄道整備法では、建設費の地方負担を
定めていて、新幹線の整備が地域振興に資することも併記されてい
て、地方負担の応じた便益が提供されないことは、法の趣旨に反し
ていて制度の欠陥である。今後は、（はくさん）を速達型になるよ
う交渉していく。」との回答でありました。
その他では、人口減少に対する本県の取り組み状況と国への対応
について、８月２０日未明に発生した広島市内の土石流災害事故に
よる、住民への後方の在り方と危険区域の指定に関する対応、
朝日新聞による福島第一原発事故時（吉田所長の調書）の誤報に
関する知事の所見、北朝鮮拉致問題調査報告の遅れと対応について

の所見、安定ヨウ素剤問題、新農政問題、地域医療体制確立問題、
水俣病問題、自殺予防対策、地方分権、新年度予算編成などにつ
いて議論されました。
私の任期も残すところ半年となりました。今後とも初心を守り、
山積しています県政課題に対し、一つ一つ丁寧に、少しでも地域
や県政発展に結び付つくよう議論してまいる所存です。
皆様方のご健勝を祈念申し上げまして、議会報告とさせていた
だきます。

新潟県議会 ９月定例会より

審議の
結 果

【会期：９月２４日～１０月１０日（１７日間）】

＜提案された議案＞
議案３０件のうち、
◆ 一般会計補正予算１件、特別会計及び企業会計補正予算９件、
条例４、事件議決６件、平成２５年度一般会計及び企業会計決算
の閉会中審査９件は全員賛成で可決。
◆ 追加議案の人事関係２件（教育委員、土地利用審査委員）は、
全員賛成で同意。

＜請願・陳情＞
請願・陳情２０件のうち、
◆ 全会一致の採択の請願１件。
◆ 継続審査とすべき請願は９件。陳情９件。
◆ 不採択とすべき陳情は１件。

＜議員発議による意見書＞
議員発議による意見書１１件のうち
○採択された発議（７件）
◆ 新潟県議会議員選挙区配当条例の一部を改正する条例
◆ 拉致事件の解決を求める意見書
◆ 私学助成に関する意見書
◆ 漁業用軽油に係る軽油引取税の免税措置の堅持を求める意見書
◆ 北陸新幹線開業に係る利便性向上に関する決議
◆ 消費税率 10％への引上げに関する意見書
◆ 自主性を尊重した農協改革を求める意見書
○否決された発議（４件）
◆ 北陸新幹線の運行計画に抗議し、新潟県内駅への速達タイプ
「かがやき」の停車を求める決議
◆ 消費税の税率再引上げに反対する意見書
◆ 「特定秘密の保護に関する法律」を廃止し、安全保障に係る
情報管理のあり方を抜本的に再検討することを求める意見書
◆ 北陸新幹線の運行に関する意見書

※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

９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】昨今、急激な円安基調だが本県の企業への影響は。
【回答】 昨今の１１０円前後の急激な円安傾向での影響は把握しきれていな
い。大きな流れでは、輸出関連企業では、資材費や燃料費高騰の影響
が出始めている。
【質問】燃料費高騰で、厳しい経営状況にある企業支援は。
【回答】過去（平成１７年度）にも原油価格高騰があり、その後のリーマンシ
ョックでも県のセーフティネット資金の中で経営支援をした。仕入れ
価格の２０％以上上昇した場合対象としてきた。
【質問】その制度は、現在も継続されているのか。
【回答】毎年継続している。今も適用となる。
【質問】現在、中小企業振興条例があるのに、更に小規模企業振興条例を検討
中と聞くが、二重、三重のセーフティネットは非常にいいこと。基本
理念・施策に今回のような円安など急激な経済変動にも対応できるよ
う検討しては。
【回答】条例の基本理念や施策の方針を着ていく際、いろんな方々の意見を聞
いて具体化していきたい。
【質問】まちづくり３法で、中心商店街を活性再生化する試みも、人口減少と
高齢化により消費が落ち込み、共同店舗から撤退する状況が続いてい
る。テナント料の減少で経営が圧迫されている。本県の現状は。
【回答】３年に１回の実態調査（今年は対象年）では、商店街団体約３００店
舗の内８０％が売り上げ減少。約４０％が後継者不足、空き店舗も平
成２０年度の調査では県全体で１２％であり、平成２３年度では１
２．３９％と増加している。
【質問】今回、北陸新幹線開業対策として、１，０００万円の沿線地域観光促
進事業が予算化された。主に、テレビなどメディアを活用した情報発
信だが、富山県や石川県、福井県などと比較すると熱意に相違を感じ
るが。
【回答】他県に比べて見劣りしていない。観光案内ボランティアも育成が進ん
でいる。これからも引き続き地元の皆さんとマッチングできるように
していく。
【質問】来県する観光客の意見では、歴史的な施設場所に行っても、土産物店
や食堂などが不足していること。駐車場も同様。本県には、新幹線が
２本、高速道路も３本と他県に比べて優位性が高いので、県としても
対応に力を貸してほしい。
【回答】金沢市や富山市と比べ認知度は低いが、やり方次第では伸びしろがあ
ると思う。２０２０年の東京オリンピックやパラリンピック、関西方
面からの誘客をターゲットに、本県の和食や体験型の取り組みを全県
で磨き上げていきたい。

農 林 水 産 部
【質問】今定例会でも多くの議員から鳥獣被害対策について質問が出ている
が、高齢者の多い中山間地では、農作物の鳥獣被害が深刻で、生産意
欲をなくしていることが問題。人的被害も出ている。実態に対し県の
受け止め方は。
【回答】鳥獣被害状況は、市町村を通して集計中。例えば家庭菜園などまで被
害状況を把握していない。
【質問】国の農政の大転換による米価の抑制や農業経営の高齢化、後継者不足
などで、使用中の農機具がダメになれば離農者が増加する。さらに、
耕作放棄地も増えるなど悪循環となる。部局横断で検討しているが具
体的な対策は。
【回答】防止対策は、地域ぐるみで総合的にいろんな組み合わせをやっていく
必要がある。しかし、高齢化や過疎化で対応できないのが現実。協力
していただく体制づくりや専門家派遣など、また、他県の事例なども
参考に支援体制を検討していく。
【質問】米の消費拡大は、本県にとっても農業振興の根幹にかかわる重要課題。
全国の１人当たり米消費量の平均では、昭和３７年約１１８ｋｇが平
成２４年では５６ｋｇまで減少しているが、本年の場合は。
【回答】県民健康・栄養実態調査の結果では、平成２３年では６２・４ｋｇで
ある。

【質問】これまでも、学校給食での米飯拡大をすすめてきたり、おにぎりキ
ャンペーンをしてきたり、米粉普及をしたり努力してきたが消費拡大
は道半ば。世界では日本食がユネスコの無形文化財に登録されるなど
高い評価を得ている。米の主産県としての現状と対策は。
【回答】日本食は健康面に優れていると外国で評価が高いが、食生活の多様
化する中、限界もある。県では「Ｒ１０プロジェクト」で米粉の普及
を進めていて、今後は産・学・官による研究会でさらに普及拡大を図
っていきたい。
【質問】最近の急激な円安で、多大な影響が出ている。特に園芸など農業経
営の資材費や燃料高騰が厳しい。現状の認識と対策は。
【回答】燃料高騰は、様々な分野で影響が出ている。特に冬場の暖房用に欠
かせない施設園芸に影響は大きい。これまで対前年比約８％上昇して
いるが、今回さらに４％程度上がる見込み。国の燃料費の一部補てん
など支援対策を取り入れて対応していく。油に頼らないヒートポンプ
の導入支援も行っていく。
【質問】漁業にも影響が出ている。過去２５年間で漁業従事者が半減してい
るとのこと。
燃料高騰が収入を圧迫している要因の一つになっている
のか。
【回答】漁業における燃料の割合は非常に高いので、燃料の価格高騰は直接
的に影響を及ぼす。しかし、現在、国の手厚い支援策があるので有効
に対応していきたい。

「横尾ゆきひで」
汗かき活動記

「主要地方道 上越・新井線」
（山麓線バイパス）の全面開通記念式

10 月 15 日午前 11 時より、上越市中田
原南地内で「主要地方道上越新井線（山
麓線バイパス）の全面開通式」が、大勢
の関係者参加により執り行われました。
国道 8 号加賀街道交差点から国道 18 号
妙高市の乙吉交差点まで、全長約 13ｋｍ
を昭和 61 年度に着手（総工事費約 190
億円）して、今回全線開通したものです。
全通まで 28 年間を要しましたが、
待望久しい出来事を一目見ようと、大勢
の皆様が式典を見学されました。沿線の
上越市立黒田小学校がちょうど創立 140 周年記念を迎え、新調した吹奏楽器
で歓迎の演奏を披露してくれました。
今回の事業区間は、上越市中田原地内から妙高市飛田地内までの間、3,440
ｍ（完成 4 車線 1,140ｍ、暫定 2 車線 2,300ｍ）を平成 15 年度から整備して
きたものです。 この路線は、平成 27 年 3 月 14 日に開業される北陸新幹線
のアクセス道路として、また、北陸自動車道や上信越自動車道、国道 8 号や
国道 18 号バイパス、重要港湾直江津港などとの連携に重要な役割を持ってい
ます。生活やビジネス、観光などにも欠かせない路線であり、地域住民の利
便性向上が飛躍的に高まることを期待している一人です。

「北陸新幹線開業日と運航体系の発表から」
上 越地方 待望 の北陸 新
幹線開業日が決まりまし
た。去る 8 月 27 日にＪＲ
東日本とＪＲ西日本は、長
野～金沢間を平成 27 年 3
月 14 日に延伸開業すると
発表しました。 運行本数
は、速達型「かがやき」が
10 本、停車駅の多い「はく
たか」は 14 本に加え長野
～金沢間１本増便、
「つるぎ」は富山～金沢間 3 本、
「あさま」は東京から長
野間 16 本の合計、上り・下り１日当たり 59 本とのこと。一部を除き 12 両編
成で、東京から金沢間を最短 2 時間 28 分で結ぶ計画です。
しかしながら、本県駅に全列車停車を主張していました、速達型の「かが
やき」が全列車通過となるなど厳しい結果となりました。これに対し泉田知
事は「新幹線鉄道整備法では、建設負担金は地域の振興に資することを明ら
かにしていることから、地方負担に応じた便益が供されるべきであり、法の
趣旨に反している。国に対し、法の趣旨を実現するよう引き続き働きかけて
いく。
」考えを発表しました。
この件では、新潟県と沿線３市で要望活動を行うとともに、ＪＲ東日本や
ＪＲ西日本に対しても、ダイヤ編成時には「はくたか」の一部を「速達型」
とするよう要望しているところです。
いずれにいたしましても、計画から 40 年の歳月が経過しています。漸く開
業という新たな展開を契機に、上越地域の発展に結びつくような振興策を、
官民挙げて早急に取り組む必要を強く感じたところです。

