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（平成28年 4月22日発行）

新潟県議会ホームページ：http://www.pref.niigata.lg.jp/gikai/
今冬は、例年になく小雪となりました。市民生活では誠に暮らしやすかった半面、雪国にとりましては経済活動と直結するため、各方面で大
きな影響を及ぼしたようです。また、いつもより寒さが厳しかったようですが、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。
最初に、２月定例県議会について報告いたします。去る２月２２日～３月２４日までの３２日間という長丁場の審議で、提案されました全議
案（７５件と追加人事案件３件）は可決、同意または承認されました。当初一般会計予算総額は「１兆３，０８８億円」のほか、平成２７年度
一般会計補正予算減額５４１億８，９２１万円と６３５億６，６２５万円の繰越が主な内容です。
さて、今議会では山積する多くの課題への白熱した論戦の中、最大の関心ごとは、今秋改選期を迎える知事４選出馬の意思表示でありました。
このため、２月２６日の代表質問では、自民党代表の小野峯生県議が、「現時点における状況は、３期目とは違い厳しいものがあるが、知事の
４期目出馬の所見を伺う。」との問いに、知事は「昨年の県民意識調査では、全ての項目で満足度が増加し、不満足が減少している。しかし、
道半ばの施策も多々存在している。県民の生命、安全、財産を守り未来を切り拓いていくため、県民の声を聴きながら、これまで通りの県政運
営を含め、次期知事選に今一度県民の皆様に信を問いたい。」と出馬表明がありました。
また、小野峯生県議は前段で、「柏崎・刈羽原発再稼働問題、日本海横断航路のフェリー計画で貨客船購入トラブル問題、法定で計画策定が
定められている４計画（医療費適正化計画・老人福祉計画・介護保険事業支援計画・障害者福祉計画）が、全国で当県だけ未策定問題。」等に
ついて、厳しい質問を行いました。
更に代表質問の後、一般質問、２次連合委員会などでも、多くの県議から同様の質問がありましたが、知事の答弁には従来通りの繰り返しと、
最後まで原因や責任について語ることはありませんでした。その結果、３次連合委員会では１９年ぶりに慣例を破り、自民党代表で桜井甚一委
員が「柏崎・刈羽原発再稼働に対する知事答弁の再確認、法定４計画未策定の知事関与と庁内職員との意思疎通不足、県央基幹病院設置場所の
知事関与など。」疑問とするところを質しましたが、回答に変化はありませんでした。
後述しますが、これら質問の多くが厚生環境委員会（私が委員長）所管でしたから、本県の最重要課題であります人口
減少問題対策なども含め、連日、各委員から厳しい質疑が行われました。（なお詳細は、議会ＨＰを参照ください。）
結びに、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して、議会報告といたします。

県議会２月定例会より
会期 ： ２月２２日～ ３月２４日 （３２日間）

＜厚生環境委員会の審議結果＞

３月９日（水）～１５日（火）の５日間（但し、土・日曜日は除く）と、１６日（水）第２委員会室にて平成２７年度一般会計補正予算（繰越明許費）に係る審議
を行いました。なお、３月３日（木）には平成２７年度一般会計補正予算の追加議案が提出されました。委員長として初の新年度予算審議運営でしたが、当委員会に
は多くの県政課題があり、連日、活発な意見が出され緊張の連続でした。
平成２８年度一般会計では、総額１兆３，０８８億円で対前年比プラス０．６％です。まず、当委員会所管の各部局の予算概要は、「県民生活・環境部所管総額は
４，４７６，０９９千円で対前年比プラス６．２％」「防災局所管総額は２，８３２，１０７千円で対前年比マイナス５２．３％」「福祉保健部所管総額は１６６，
８２８，４４６千円で対前年比プラス２．１％」「病院事業会計では、収益的収入７１，９２５，６９９千円で対前年比プラス０．９％、収益的支出は７３，８９１，
７３６千円で対前年比プラス３．７％、資本的収入では７，３７０，８６３千円で対前年比マイナス６５．９％、資本的支出は１０，９１３，０８９千円で対前年比
マイナス７２．３％」です。これらについて、審議前に各部局長から資料などの説明を受け審議に入りました。
委員会初日の県民生活・環境部では、７名の委員が質問を行いました。
まず、「有害鳥獣対策として保護と防止対策では、狩猟免許取得者不足に対するライフル射撃場の設置や窓口の一本化など。」求めたのに対し、「ライフル射撃場
は検討中。窓口の一本化は難しいが、部局横断で対応していく。」との回答。
「人口減少対策効果が出ていない。働く場の確保が急務。新たな奨学金制度は、若者の離職を奨励していることにもなるが。」との問いに、「若者のニーズに合っ
た働く場の確保は大切であり関係部局と連携して努力したい。新奨学金制度は、年度途中でも柔軟に対応していきたい。」との回答。
２日目は防災局関係です。８名の委員から質問がありました。主なものでは「去る１月２４日から長岡市を中心とした集中豪雪による、交通マヒへの除雪体制や情
報などの不備、長時間に及ぶ拘束時間でのトイレや食料などへの配慮不足など。」に対して、「当初の対応の遅れが高速道路や県道、市道等にも影響を及ぼした。こ
れを教訓に、情報の提供や誘導の在り方、周辺事業所などへの協力などについて、関係者と十分協議して対応していく。」との回答。
「消防団員の確保と消防署の資器材の充実、広域的な連携、女性消防職員の充実など。」の質問に、「消防団員確保のため、協力団体への優遇措置や高度な処理機
能を有した施設整備などを進めていく。」との回答。
「知事の原発問題に対する代表質問と一般質問の答弁で、言い回しを変えたいとは何か。」との問いに、「質問の内容によって、言葉を選んでいるものと思う。」
と、局長の回答。
３日目は、福祉保健部関係です。内容が多くあり４日目も同部の審議となりました。 ２日間で１０名の委員が質問を行いました。最初に、全国で新潟県だけ法律で
定められている福祉４計画未策定問題の質疑がありました。４計画とは「老人福祉計画、介護保険事業支援計画、障害福祉計画、医療費適正化計画」です。未策定に
関しては、代表質問や一般質問、連合委員会などで多くの議員が質問され、本委員会でも６名の委員が質しました。 「なぜ、計画策定をしなかったのか。各計画の知
事への決裁は。未策定となった経緯を時系列で詳しく。未策定でも、施設整備などで市町村への影響はなかったのか。なぜ、監査委員会なのか。再発防止策は。多く
の関係者に不信感と信頼関係をなくしたのでは。」との問いに、部長から冒頭、今回の一連の件について、「県民並びに、多くの関係者に多大な迷惑をかけたことに
対し、深くお詫びするととともに再発防止に全力で取り組む。」と発言がありました。そして、知事との庁内調整についいては、具体的な発言はありませんでしたが、
委員の中からは、優秀な職員のやる気を無くするようなことはあってはならない。との意見もありました。「介護人材確保対策では、求人数に対し求職希望者が少な
いのは問題。資格取得者の復帰などへの支援、団塊世代対策などきめ細かな取り組みは。」との問いに、「介護職員の処遇改善が急務。働く誇りや介護ロボットなど
の導入で負担を減らし、復職対策にも融資などを図りたい。」との回答がありました。
５日目は病院局関係です。「県民の意識調査では、県立病院こそが地域医療として大切な役割があり、信頼性が高い。神経内科や産婦人科など医師不足や吉田病院
など今後の県立病院整備の在り方は。」との問いに「県立吉田病院整備問題は、検討委員会を立ち上げて検討を行っていく。平成２８年４月から産婦人科医がいなく
なり診療できなくなるが、引き続き確保のため努力していく。他の病院も随時検討していく。」との回答。
「十日町病院の建設は公設民営化で取り組んできたがダメになった。今後の運営は。」との問いに、「５年前の地震災害で施設が被災した際、当初は厚生連病院に
よる公設民営を考えていたが、実現できなかった。検討の結果、都内大学から派遣されている医師の中に、民営化されれば大学に戻るとの意向があること。また、運
営主体が見つからない状況にあることから現状のまま継続していくこととした。」との回答。
また、「地元を含め多くの関係者から、今後も、県営で運営してほしいとの意見が多い。」との発言がありました。
以上、当委員会の審議結果の概要ですが、詳細につきましては議会ＨＰを参照ください。

平成２８年度当初予算の全体フレームについて
人口の自然減・社会減に対応するための地方創生の取組を推進し、安心・安全
で、県民一人ひとりが将来に希望を抱き、未来を描くことのできる地域社会の
実現に向け、着実に取り組みます。 （単位：億円、％）※億円未満四捨五入

[ 雇用の場の創出・確保]
◆(拡)企業誘致の促進
◆(拡)建設業活性化支援事業 25,186千円
◆(新)介護ロボット導入支援事業 17,856千円

Ⅲ ．人に選ばれる－ 暮らしやすさ・定住促進－
【一般会計の予算規模1兆3,088億円】㉗比＋72（＋0.6%） ㉗13,016
＜歳出のポイント＞
◆現下の社会・経済情勢に対応し、将来に希望の持てる魅力ある地域社会の実
現に向け、本県の重要課題である人口減少対策等を積極的に展開するととも
に、引き続き社会保障の充実に対応。
〈一般行政経費〉5,250 ㉗比＋ 74（＋1.4%）
〈投資事業〉1,903 ㉗比▲ 21（▲1.1% ※）
※H23豪雨等災害復旧・関連事業の進捗による減を除く＋2.2%

〇 出会いの場の創出、子育て支援をはじめ、移住・定住の促進や雇用の場の
確保など、人口減少対策につながる地方創生の取組を推進。
○ 地域産業の振興や個を伸ばす人づくりの推進など未来への投資を推進。
○ AI ・IoTの活用等の新たな成長分野の育成など地域経済の自立を目指した
取組を展開。
○ 福祉・医療の充実や防災減災対策の推進など、県民の安全・安心の確保。
◆「選択と集中」による効率化、市町村への事務・権限の移譲、職員の適正配
置等を推進。

＜歳入のポイント＞
◆ 県税→ 税制改正の影響等により増 ㉗2,581 → ㉘2,641 ＋ 60 (＋2.3%)
※主な内容：法人二税＋32、地方消費税＋31 など
※㉗決算見込みは2,690程度

◆ 普通交付税＋臨時財政対策債→ 地方財政計画を踏まえて積算
㉗3,212 → ㉘3,125 ▲ 87 (▲2.7%)
※うち臨時財政対策債㉗573 → ㉘508 ▲65（▲11.3%）

平成２８年度予算における地方創生に向けた取組
Ⅰ．人を育む－ 結婚～子育て支援・人づくり
結婚、妊娠・出産、子育て、教育にわたる切れ目のない支援を推進し、「経
済的ゆとり」と「時間的ゆとり」が実感できる、子どもを産み育てやすい環境
づくりを進め、結婚・子育ての希望をかなえるとともに、地域の次代を担う人
材を輩出・育成します。
（単位：億円、％）※億円未満四捨五入

【結婚、妊娠・出産に対する支援】
◆(拡)「あなたの婚活」応援プロジェクト 119,894千円
◆(拡)少子化対策モデル事業 180,089千円
◆(拡)結婚・子育て情報発信等の推進 491,000千円
◆(拡)産科の医師確保対策 26,400千円
◆(拡)不妊治療費助成事業 316,931千円
◆(拡)周産期医療対策事業 170,498千円

【子育て環境の整備】
◆(新)子ども医療費助成等交付金 1,252,405千円
◆(拡)子ども・子育て支援の推進 8,954,513千円
◆(新)年度途中待機児童解消モデル事業 28,201千円
◆(拡)ひとり親家庭への支援
○ 就業の支援 18,169千円
○ 生活の支援 5,501千円
○ 経済的支援 651,996千円
○ Ｕ・Ｉターン支援 18,250千円
○ その他の支援
・結婚、再婚を希望される方への支援
◆(拡)ワーク・ライフ・バランス推進のための取組 22,161千円

【人づくりへの支援】
◆(拡)県内大学生の県内定着促進事業 48,500千円
◆(新)新潟地域医療学講座設置費 67,000千円
◆(新)看護職員養成施設の整備支援 347,421千円
◆(新)トップアスリート国内活動拠点整備事業 100,000千円

人々から、新潟県が豊かで安心した生活ができる地域として選ばれるよう、
暮らしやすい地域づくりを進めるとともに、積極的な情報発信やきめ細かな
支援策の実施などにより移住・定住を促進します。

【移住・定住の促進】
◆(拡)本県へのＵ・Ｉターンの促進
○ 相談体制の強化 71,194千円
○ Ｕターン支援策の強化、Ｕ・Ｉターン就職の促進 184,238千円
○ Ｕ・Ｉターン潜在層への働きかけ 56,126千円
○ 地域のＵ・Ｉターン受入体制の整備 68,600千円

【暮らしやすい地域づくり】
◆(新)えちごトキめき鉄道新駅の整備 17,451千円
◆(拡)ドクターヘリ運航事業 332,968千円
◆(新)県央基幹病院整備推進費 2,717千円
◆(新)医療連携のＩＴ化推進事業 7,441千円

Ⅳ ．地域をつなぐ－ 交流拡大・地域連携－
人・もの・情報の交流を拡大し、それらの結節点として日本海国土軸の中
での本県の拠点性を高め、地域全体を活性化していくため、県内外の多様な
交流・連携を促進するとともに、北東アジアから東アジア全体を視野に入れ
た交流の拡大を推進します。

【本県の拠点性の向上】
◆(新)新潟空港中長期アクセスの検討 2,000千円
◆(新)新規路線試行チャーター便運航検討調査事業 1,000千円
◆(新)ハブ空港接続強化事業 5,911千円
◆(拡)クルーズ船誘致推進事業 8,985千円

【本県の交流人口の拡大】
◆(拡)着地型観光コンテンツによるビジネスモデル構築の支援
○ 事業の準備段階 14,775千円
○ 事業の初期段階 60,000千円
○事業の拡大段階
・事業拡大時の設備投資や事業運営に必要な資金を融資
・事業拡大時の設備投資の資金調達に対する金利負担を支援
◆(新)地域間連携を核とした観光交流人口拡大事業
［一部２月補正］ 186,000千円
◆(拡)外国人観光客誘致に向けた取組［一部２月補正］ 180,287千円
◆(新)ＤＭＯを核とした新潟県観光振興事業［２月補正］ 39,250千円
◆(新)第73回冬季国体スキー競技会開催準備費12,542千円
平成30年冬季国体スキー競技会の本県妙高市での開催に向け、実行
委員会を設立し開催準備を推進。

● 投資事業のポイント
県民の皆様が安全・安心に暮らすことができるよう、地域にとって必要な
生活の基盤をしっかりと守るため、Ｈ２７年度補正と一体で切れめなく取組
を進めます。
◆ 県民の安全安心確保の観点で予算措置。
・安心して経済活動や生活ができるよう、公共土木施設や農業水利施
設等の防災減災。
・対策や老朽化対策を積極的に推進。
※ 生活に身近な道路･河川等小規模な対策にも積極的に対応。
◆地域経済の基盤となる中小建設業に配慮。
・地域のニーズにきめ細かに対応。
◆ 建設企業の収益性確保･安定化に向けた取組を推進。
・労務単価の改善及び施工時期の平準化につながる取組を推進。
◆ H28当初とH27補正を一体で切れめのない対応。
〈全体〉1,903 億円（0.99 ※）〔203 億円〕

Ⅱ．仕事を創る －産業振興・雇用創出－

※H23豪雨等災害復旧･関連事業の進捗による減を除く対前年度比:1.02

若者が将来に夢を持ち、安心して暮らすことができるよう、成長分野に重点
を置いた産業政策や本県の強みや優位性を生かした地域産業の活性化に取り組
むことにより、安定した新たな雇用を創出するとともに、雇用のミスマッチの
解消に努めます。

【新たな成長分野の育成】
◆(新)AI・IoT活用ビジネス創出事業 40,000千円
◆(新)家庭用地中熱設備導入支援事業 15,000千円
◆(新)洋上風力発電導入可能性調査事業 25,000千円

【農業所得の向上】
◆(拡)新潟の新しい米「新之助」デビュー戦略推進事業 278,514千円
◆(新)大規模園芸機械化一貫体系確立事業 86,830千円
◆(拡)にいがた発・新たな米文化創造事業 14,797千円

うち、一般公共・交付金※ 913 億円（1.01） 〔128 億円〕
うち、県単公共
173 億円（1.05） 〔 25 億円〕
※災害関連を除く

お知らせ
●
●
●
〇

今年も下記の日程で視察研修旅行を計画しました
ので、ご案内します。

日 時：平成２８年６月２７日（月）～２８日（火）
主な視察先：デンカ株式会社 青海工場 、他
宿泊先：長野県大町温泉「緑翠亭 景水」
申込先：横尾ゆきひで事務所 TEL：0255-72-5211

