
尾身議員 1－1－ 

原子力発電の在り方について 

 柏崎刈羽原子力発電所７号機について、国の原子力規制委員会による審査が

10 月に終了するなど、東京電力による再稼働に向けた手続きが進められてい

る。本県は東北電力の供給エリアであり、柏崎刈羽原子力発電所から電力の供給

を受けておらず、本県の立場では、国のエネルギー政策への協力ということが、

柏崎刈羽原子力発電所に関して議論する上で重要な点になると考えるが、国のエ

ネルギー政策では、原子力は「重要なベースロード電源」と位置付けられている

ものの、新潟県民をはじめ国民にその位置付けは十分に理解されていないのが現

状である。再稼働の有無にかかわらず、まずは国のエネルギー政策における原子

力発電の位置付けを国民全体に理解してもらうことが重要と考えるが、知事の所

見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 尾身議員の一般質問にお答えします。  

 まず初めに、原子力発電の位置付けに対する国民の理解促進についてであります

が、議員ご指摘のとおり、国の第５次エネルギー基本計画では、原子力は「長期的な

エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けられ

ており、原子力発電の位置付けについては、国策として原子力事業を進めてきた経

緯から、国が責任を持って新潟県民を含め国民が納得できるよう十分な情報提供に

努めてもらいたいと考えております。  

 

  



尾身議員 1－2－ 

柏崎刈羽原子力発電所で発電する電気は東京都をはじめ１都８県の首都圏に送

られているが、首都圏知事の掲げる政策には原発について何一つ書かれていな

い。柏崎刈羽原子力発電所に関して、立地地域の本県だけでなくその電気を消費

している首都圏でもっと関心を高めて積極的な議論が行われるべきと考えるが、

知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、首都圏における原子力発電所の必要性の議論についてでありますが、  

 原子力発電は国策で進めてきたものであり、国全体で議論していくべきものと考

えておりますが、電力消費地の皆様には、県民の原子力発電所に対する思いについ

ても、ご理解をいただきたいと考えております。 

  



尾身議員 1－3－ 

福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた我が国の原子力発電所の新規制

基準は世界一厳しいとされており、これに合格した柏崎刈羽原子力発電所７号

機は、フィルタベント設備や代替循環冷却設備が設けられ、事故前に比べ相当

の安全対策がなされているが、現状について国民とりわけ消費地である首都圏

の住民には十分に理解されていないのが現状である。原子力発電について考え

る上で、県民だけでなく消費地の住民に対してもしっかりと情報提供を行うよ

う国や東京電力に働きかけるべきと考えるが、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、柏崎刈羽原子力発電所の現状の情報提供についてでありますが、  

 今ほどお答えしたとおり、電力消費地の皆様にも県民の思いを理解していただく

観点から、国や東京電力においては、電力消費地においても柏崎刈羽原子力発電所

に関する情報提供を積極的に行っていただきたいと考えております。 

  



尾身議員 2－1－ 

 地域医療について 

 厚生労働省による医師偏在指標において本県は全国 47 位であるが、本県二次

医療圏域別の医師偏在指標では、新潟医療圏の 224.5 に対して、魚沼圏域は

121.4、佐渡圏域は 125.2 と県内においても地域偏在があり、このことが地域医療

を確保する上で障害となっている。県内の医師の地域偏在解消に向けた取組が必

要と思うが、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、地域医療についてお答えします。  

 まず、県内の医師の地域偏在解消に向けた取組についてでありますが、  

 議員ご指摘のとおり、医師偏在指標において、本県は全国 47 位と医師が不足して

いる状況であり、また、県内でも二次医療圏ごとにみると地域偏在があることから、

県といたしましては、医師の地域偏在を解消し、県内のどこに住んでいても、安心し

て医療を受けられる環境づくりを進めることが重要と考えております。  

 このため、県では様々な取組を行っており、例えば地域枠など修学資金貸与医師

を医師不足地域の病院に配置しているところです。  

 今後も、大学と連携して地域枠の拡大に向けた取組を行うなど、地域偏在の解消

に向けて取り組んでまいります。  

 一方、制度的対応など国でなければできないことも多いことから、今後も、本県な

ど 12 の医師少数県による「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」などを十

分に活用しつつ、実効性のある偏在対策につながる抜本的な制度改革の実現につい

て、タイミングを失することなく国に働きかけてまいります。 

  



尾身議員 2－2－ 

 地域医療を確保していくためには、医師不足が顕著な精神科医や産科医等の確保

が急務と考える。これらの特定診療科の医師確保の取組を一層強化すべきと思う

が、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、特定の診療科の医師確保についてでありますが、  

 県では、精神科医及び産科医を目指す臨床研修医等に対する奨学金の貸与や、分

娩手当の支給など産科医の処遇改善を行う医療機関への支援等を行っております。  

 加えて、研修医や医学生に対して専門研修プログラムの説明会などを通じ、精神

科医や産科医としてのやりがいや魅力を伝えているところであり、引き続き、医師

不足が顕著な特定診療科の医師確保・定着に努めてまいります。  

 また、医師不足が顕著な精神科等の専門医の確保・定着には、県内の病院で専門研

修を受けることが効果的であると考えております。  

 専門研修においては、国が設定した新たなシーリングの効果により、例えば精神

科については、首都圏などの募集定員が徐々に削減されているところです。  

 しかしながら、激変緩和措置がとられているため、偏在是正を図るには効果が不

十分であり、より厳格なシーリングの 実施が必要と県としては考えております。  

 そのため、こうした制度改正についても国に強く働きかけてまいります。 

  



尾身議員 2－3－ 

 十日町地域においては、唯一の精神科病院であった厚生連中条第二病院が閉院

となった。十日町地域における精神科医を含めた精神医療体制の確保に向けた取

組状況と今後の見込について伺う。 

 

（福祉保健部長答弁） 

 十日町地域における精神医療体制の確保についてでありますが、  

 精神疾患については、早期発見・早期介入により、重症化を予防し、入院が必要と

なるようなケースを減らしていくことが重要と考えております。  

 そのため、県と地元自治体とが連携・役割分担し、精神疾患の早期発見のため、受

診には至らないような悩みなどに対応する専門医による相談会を開催するとともに、

十日町市内のクリニックにアウトリーチ支援事業を委託し、在宅患者に対する多職

種による早期介入の支援を行っております。  

 また、たとえ地域外に入院することになっても、円滑に入院・退院できるよう、保

健所や市・町の職員等が精神科病院を訪問し、情報交換や連携体制の構築に取り組

んでおります。  

 今後は、可能な限り地域内で支援が完結するよう、緊急時の相談対応や受入れを

行う地域生活支援拠点の整備について、保健・医療・福祉関係者による協議の場にお

いて検討を進めるなど、十日町地域における精神医療を含む地域包括ケアシステム

の充実を図ってまいります。 

  



尾身議員 2－4－ 

魚沼基幹病院は、マグネットホスピタルとして地域医療を目指す医師を全国か

ら呼び込むことを整備基本計画に掲げ開院したが、全国からの医師確保の現状と

今後の取組について伺う。 

 また、マグネットホスピタルとして集積した医師について、十日町病院をはじ

めとした周辺病院に派遣する役割があると考えるが、周辺病院への派遣のあり方

について知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、魚沼基幹病院の周辺病院への医師派遣のあり方についてでありますが、  

 魚沼基幹病院は、新潟大学地域医療教育センターを併設しており、新潟大学から

の医師が多数配置されるとともに、こうした環境を活かし、全国からも医師を確保

する取組を行っております。  

 また、魚沼基幹病院は、魚沼地域の中核病院として集積した医師を、十日町病院を

はじめとした周辺病院に派遣することで、医療機能を維持しながら、地域医療を支

える重要な役割を担っていると考えており、今後とも継続的に医師を派遣できるよ

う取り組んでまいります。  

 今後は、専門研修協力施設としての受入増や、臨床研修医の更なる処遇改善を図

りながら、引き続き、全国から地域医療を志す若手医師を獲得し、周辺病院への派遣

に取り組んでまいります。  

 全国からの医師確保の現状や実際の医師派遣の状況については福祉保健部長から

答弁いたします。 

  



尾身議員 2－4－ 

魚沼基幹病院は、マグネットホスピタルとして地域医療を目指す医師を全国から

呼び込むことを整備基本計画に掲げ開院したが、全国からの医師確保の現状と今後

の取組について伺う。 

 また、マグネットホスピタルとして集積した医師について、十日町病院をはじめ

とした周辺病院に派遣する役割があると考えるが、周辺病院への派遣のあり方につ

いて知事の所見を伺う。 

 

（福祉保健部長答弁） 

 次に、魚沼基幹病院の全国からの医師確保の現状や実際の医師派遣の状況につい

てでありますが、  

 まず、全国からの医師確保につきましては、魚沼基幹病院では、令和２年 11 月現

在で 80 名の常勤医師が勤務しておりますが、このうち県外から来られた医師は８名

であります。   

 また、後期研修医の専門研修の協力施設として、平成 28 年度以降、国立成育医療

研究センターから毎年度１名を４週間、今年度からは聖路加国際病院から２名を各

４か月間、受け入れております。基幹型臨床研修医については、来年度は３名が内定

しており、このうち２名は県外出身者であります。  

 次に、周辺病院への医師派遣の状況についてでありますが、令和元年度、十日町病

院、小出病院、南魚沼市民病院、五日町病院の周辺４病院に実人員で月平均約 37 人

の医師を月１回から多い方で月８回程度、応援診療のため派遣しております。  

 

  



尾身議員 2－5－ 

県内における看護職員の充足と地域偏在解消に資するため、看護学生修学資金

貸付制度に取り組んでいると認識している。県と市町村のそれぞれの制度を一体

的に運用するなど、県内定着と地域偏在解消に、より効果的な制度とすべきと考

えるが、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、看護職員修学資金制度についてでありますが、  

 本県の看護職員修学資金貸与者の県内就業率は昨年度 98％であり、看護職員の県

内定着に効果的な取組であると考えております。  

 また、現在、多くの市町村において、看護学生が利用できる修学資金などの支援制

度がありますが、貸与金額や返還免除要件が県制度と異なっており、県内の看護職

員の地域偏在解消における十分な効果が発揮できていない可能性があると考えてお

ります。  

 このため、議員のご指摘も踏まえ、地域偏在の解消に向けて効果的な制度となる

よう市町村の意見も聞きながら検討を進めてまいります。  

 

  



尾身議員 2－6－ 

 県立病院の経営状況は患者減少等の影響から非常に厳しくなっており、特に

ここ数年は日々の運転資金である内部留保資金の枯渇が見込まれ、病院運営に

支障を来すおそれがあるほどとのことである。加えて、新型コロナに伴う体制

整備や受診控え等の影響により、県立病院を含め、全国的に病院経営が深刻な

状況に陥っている状況にあるが、県立病院の経営改善に向けたこれまでの取組

状況と新型コロナによる経営への影響を含めた今後の経営見通しについて、知

事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、県立病院の経営改善と今後の経営見通しについてでありますが、  

 昨年度病院局で取りまとめた経営改善に関する緊急的な取組に基づき、収益の向

上や費用の縮減など、徹底した経営改善に取り組んでいるところであります。  

 一方、議員ご指摘のとおり、新型コロナの影響による大幅な患者減少などにより、

それら経営改善の取組を講じてもなお収支が大きく悪化している状況であり、既に

制度化された国の支援策に加え、患者の受診控え等による減収への支援等について

も、国に対して積極的に要望してまいりたいと考えております。  

 その上で、今後も、想定以上の患者減など、非常に厳しい経営状況が続くと考えら

れることから、新型コロナの影響を注視しつつ、さらなる収益の確保や費用の縮減

など、引き続き徹底した経営改善に取り組み、持続可能な経営の確保を図る必要が

あると考えております。  

 なお、県立病院の経営改善に向けた具体的な取組については、病院局長から答弁

いたします。 

  



尾身議員 2－6－ 

 県立病院の経営状況は患者減少等の影響から非常に厳しくなっており、特にこ

こ数年は日々の運転資金である内部留保資金の枯渇が見込まれ、病院運営に支障

を来すおそれがあるほどとのことである。加えて、新型コロナに伴う体制整備や

受診控え等の影響により、県立病院を含め、全国的に病院経営が深刻な状況に陥

っている状況にあるが、県立病院の経営改善に向けたこれまでの取組状況と新型

コロナによる経営への影響を含めた今後の経営見通しについて、知事の所見を伺

う。 

 

（病院局長答弁） 

 県立病院の経営改善に向けた具体的な取組についてでありますが、  

 これまで、収益の向上として、新たな診療報酬加算の獲得など診療報酬制度に則

した算定の取組強化や、緩和ケア病棟の運用拡充等に取り組むとともに、費用の縮

減として、患者需要等に応じた病床規模の適正化、職員給与の臨時的削減、配置職員

数や手当の適正化等に取り組んできております。  

 今後も、引き続き徹底した経営改善に取り組み、行財政改革行動計画で示された

とおり、経常損益の黒字化及び一般会計繰入金の縮減を目指しつつ、持続可能な経

営の確保を図ってまいりたいと考えております。 

  



尾身議員 2－7－ 

県立病院の役割・あり方について、昨年 11 月、県立病院経営委員会は「県立

病院の役割・あり方に関する提言」をとりまとめ、県に提出した。病院局ではこ

の提言を基本的に尊重しながら、病院類型別に見直しに関する一定の方向を整理

し、地元自治体と意見交換を始めるなど、取組を進めてきたものと思うが、県立

病院の役割・あり方の見直しに向けた取組の現在の進捗状況と、今後の見通しに

ついて、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、県立病院の役割・あり方の見直しに関する進捗状況と今後の見通しについ

てでありますが、  

 まず、いわゆる「へき地病院」については、これまで市町村主体の運営に向けて、

３回にわたり地元市町と意見交換を重ねておりますが、現段階においては理解を得

られておりません。  

 また、加茂、吉田病院については、これまで運営に関心をお持ちの医療法人と２回

にわたり運営への意欲や機能・規模等について意見交換を行う中で、多くの法人が

運営に強い意欲をお持ちであるとの感触を得ているところです。  

 引き続き、地元市町村や医療法人など、関係者と更に詳細な条件等について丁寧

に意見交換を行うとともに、各地域医療構想調整会議でも議論した上で、各病院の

役割・あり方の見直しに向けた取組を着実に進めてまいります。  

  

  

 

  



尾身議員 2－8－ 

どの地域に住む県民も安全・安心に生活できることが重要であり、へき地病院

の役割・あり方は、運営主体の移行や、新たに市町村に負担を強いる方法で見直

すのではなく、地域において持続可能な医療を確保するため、積雪・山間地な

ど、病院立地地域の地理的な状況や圏域内の医療提供体制を踏まえた上で、地元

の思いに寄り添いながら、へき地病院のあり方を検討していただきたいと考える

が、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、いわゆる「へき地病院」の役割・あり方の見直しについてでありますが、  

 これまで地元市町から指摘のあった財政負担、人材確保、ノウハウ不足などの課

題解決に向けて、詳細なデータや情報などを提供し、意見交換を行っておりますが、

先ほど申し上げたとおり、現段階においては理解を得られておりません。  

 一方で、持続可能な医療提供体制を確保していくためには、市町村や民間医療機

関との適切な役割分担の下、県立病院が果たすべき役割に重点化を図っていくこと

は重要な課題と考えております。  

 議員ご指摘のとおり、立地条件や地域の医療提供体制など病院ごとに取り巻く状

況が異なることから、その点にも十分配慮した上で、意見交換を重ねるなど、地元の

思いに寄り添いながら、丁寧に取組を進めてまいります。 

  



尾身議員 3－1－ 

 教育問題について 

 県教育委員会は地元自治体の意見や提案を聞いた上で、高校等の再編整備計

画を策定していると思うが、個々の学校だけを見るのではなく、エリア全体を

見渡した上で再編を考えるという意味でも、エリア内の自治体をはじめ関係者

の意見や提案を踏まえた上で、地域の学校としての特色を活かした高校等再編

整備を進めるべきと考えるが、教育長の所見を伺う。 

 

（教育長答弁） 

 エリア内の関係者の意見等を踏まえた高校等再編整備についてでありますが、  

 今後、少子化に伴う県立高校の小規模化が更に進行する中、生徒にとってより良

い教育環境を提供するため、各エリアに必要な学校・学科をバランスよく配置する

ことは極めて重要なことと考えており、具体的な再編整備にあたっては、地元自治

体やエリア内の地元関係者の意見を丁寧に伺いながら、検討を進めたいと考えてお

ります。  

 なお、高校の特色化については、地元産業界からの要望を受け、今年度、塩沢商工

高校に、建設土木系の地域デザインコースを設置した例もあるように、地域の要望

や協働の提案を踏まえながら、検討してまいります。 

  



尾身議員 3－2－ 

進学実績などにおいて大きな成果を上げている中等教育学校のあり方について

の検討においては、生徒や保護者のみならず、自治体の意見をよく踏まえる必要

があると考えるが、教育長の所見を伺う。 

 

（教育長答弁） 

 次に、中等教育学校のあり方の検討についてでありますが、  

 現在、県立中等教育学校あり方検討委員会を設置し、その検討を進めているとこ

ろであります。  

 検討委員会では、中高一貫教育校設置の成果や、中等教育学校の課題について検

証するとともに、全ての中等教育学校の校長から、教職員や保護者の意見も含めた

学校の現状について説明を行いました。  

 また、卒業生対象のアンケートを実施し、中高一貫教育のメリットやデメリット

などについて意見聴取したほか、地元自治体の首長から、地域が望む中等教育学校

のあり方について意見をお聞きし、それらの結果を報告した上で、意見交換を行っ

たところであります。  

 今後の検討委員会においては、これまでの意見や地域の教育事情を踏まえながら、

本県の中高一貫教育のあり方について、さらに検討を進めてまいります。 

  



尾身議員 3－3－ 

通信制高校は全国的に学校数、生徒数とも増加しており、近年では、全日制課

程からの進路変更等に伴う転入学者や中学校までの不登校経験者など、様々な生

徒の受け皿として、大きな役割を果たすようになっている。 

 一方で、過去に一部の学校で不適切な学校運営が明らかになるなど、私立広域

通信制高校については、教育の質の確保の観点から若干の懸念が残るところであ

り、他県に本拠地のある広域通信制高校については、本県の権限が及ばないな

ど、制度的に問題点もあると考えるが、本県の子供たちの学びの観点から広域通

信制高校の教育の質の確保に向けて、どのような対応が必要と考えるか、知事の

所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、教育問題についてお答えします。  

 広域通信制高校における教育の質の確保についてでありますが、  

 不適切な学校運営の事案が発覚したことを契機として、国において平成 28年３月

に取りまとめた「広域通信制高校に関する集中改革プログラム」に基づき、ガイドラ

インの策定や実態把握・点検調査の実施など、教育の質の確保に向けた取組が進め

られてきたところです。  

 現在も、新たな有識者会議において、更なる改善に向けた検討が行われていると

承知しておりますが、県といたしましては、教育内容や年間計画などを情報開示す

るとともに、サテライト施設の適切な把握・管理など、生徒のニーズに応じた質の高

い教育が全国的に担保される仕組みづくりが重要と考えております。  

 広域通信制高校は本校が所在する都道府県が所管するため、県内に所在するサテ

ライト施設に対し本県は権限を有するものではありませんが、必要に応じ所管する

都道府県と連絡を取り合うなど、適切な教育が提供されるよう努めてまいります。  

 

  



尾身議員 3－4－ 

令和元年度、県内中学校の不登校生徒の人数は 2,003 人となっており、その卒

業生の多くは定時制や通信制に進学している。また、県立高校の生徒にも広域通

信制へ転学する生徒がいるものと思うが、生徒を送り出す側の県教育委員会とし

て、広域通信制高校をどのように評価し、転学を希望する生徒がいる学校に対

し、どのような対応方針を持って指導をしていくのか伺う。 

 

（教育長答弁） 

 次に、県立高校の生徒の広域通信制高校への転学についてでありますが、  

 広域通信制高校は、転入学の受入れ時期が柔軟であり、オンラインによる学習支

援や、学習センターにおける対面指導など、生徒個々の学びのニーズに対応した指

導を行っていると認識しております。  

 県教育委員会といたしましては、生徒が転学を希望した場合には、生徒や保護者

から状況をよく聞き取るとともに、県立の定時制・通信制高校への転入学を含めた

様々な選択肢を示し、生徒の将来に役立つ支援を行うよう、引き続き、県立高校を指

導してまいります。 

  



尾身議員 4－1－ 

 県政の諸課題について 

 平成 30 年９月議会における少子高齢化の影響についての質問に対し、知事か

ら「日々の暮らしの中で直接痛みを与えることなく、徐々に地域社会の活力を奪

うなど、将来、我々の日常生活に深刻な影響をもたらすことになる」と答弁があ

った。かつて企業からの相談は「仕事がない」ことであったが、最近は「人手が

いない」に変わってきており、より事態は深刻なものになってきていると受け止

めている。 

 少子化の現状を測る物差しとして合計特殊出生率があるが、全国や他県の動向

を踏まえた上で、本県の状況と受け止めについて、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、県政の諸課題についてお答えします。  

 まず、本県の合計特殊出生率についてでありますが、  

 令和元年は 1.38 と全国の 1.36 よりも高くなっておりますが、本県では５年前の

平成 27 年より 0.06 ポイント、全国では 0.09 ポイントの減少となるなど、本県のみ

ならず、全国的にも少子化に歯止めがかからない深刻な状況にあると受け止めてお

ります。  

 少子化対策は、財源も含め政府全体としての取組が求められますが、これとあわ

せて、県としても、他県で実施され、有効と思われる取組も参考にし、少子化対策に

取り組んできたところです。  

 今後も参考となる事例等を検証しながら、「結婚から出産、子育てまでの希望をか

なえる支援」を更に推進し、状況の改善を図ってまいりたいと考えております。  

  

  



尾身議員 4－2－ 

日本においては、出生数の 97％は結婚した女性から生まれており、その比率は

1960 年代からほとんど変わっていないが、出産した母親の数は、1985 年の

1,595 万人から 2015 年には 1,001 万人とおよそ３分の２に減っている。本県にお

いても、婚姻数と出生数は同じように減少傾向にあり、婚姻数を増やすことが少

子化を食い止める有効な手立てと考えるが、結婚については個々の価値観に大き

く関わる問題であり、どのような取組を進めるべきか、非常に難しい課題がある

と考える。これまでの県の結婚支援の取組状況と課題を伺うとともに、課題を踏

まえた上で今後どう対応していくのか、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、結婚支援の取組についてでありますが、  

 人口減少の大きな要因の一つである出生数の減少は、未婚化・晩婚化の進展がそ

の背景となっていることから、結婚に対する支援は、人口減少対策として取り組む

べき課題と認識しております。  

 このため、県といたしましては、経済団体等が実施するイベント開催に対する支

援や、１対１の個別マッチングシステムの運営により、多様な出会いの場の創出に

取り組んできたところです。  

 一方で、課題といたしましては、議員ご指摘のとおり、結婚は個人の価値観に関わ

るものであり、職場や地域での結婚支援の取組には一定の配慮が必要と考えており

ます。  

 こうした点を踏まえた上で、県といたしましては、市町村はもとより、経済団体等

と一層の連携・協力を進め、取組の周知や社会全体で結婚を応援する機運醸成等に

取り組んでまいりたいと考えております。  

 

  



尾身議員 4－3－ 

県では「健康立県」を掲げた県民運動を展開しており、働く世代を主なターゲ

ットとした取組を行っていると聞くが、一方で、大人だけではなく、子どものと

きからも健康に十分に配慮する必要があり、そのための取組を進めていくことが

生涯における健康につながるのではないかと考える。「健康立県」における、子

どもの健康に対する取組について、どのように進めていくのか、知事の所見を伺

う。 

 

（知事答弁） 

 次に、健康立県における、子どもの健康に対する取組についてでありますが、  

 県民一人一人の健康寿命の延伸に向けては、議員ご指摘のとおり、子どもを含め

た、すべての世代が健康な毎日を過ごせるようにすることが重要と考えており、県

といたしましては、園児や小学生とその保護者を対象とした食生活の改善など、健

康立県の実現に向け、引き続き、取組を進めてまいります。  

 加えて、これから生まれてくる子どもの健康に影響を与えないよう、妊婦のやせ

や、アルコール摂取、喫煙のリスクに関する啓発等にも取り組んでまいります。 

  



尾身議員 4－4－ 

県民の健康増進においては、各地域で、市町村をはじめとする保健師や栄養士

等が日頃から住民に対して地域保健活動を行い、それが県民の健康づくりに貢献

しているのではないかと考える。こうした、県民に対して汗をかいている人たち

に光が当たるような取組が必要なのではないかと考えるが、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、各地域での健康づくりの取組についてでありますが、  

 議員ご指摘のとおり、市町村をはじめとする地域の保健師や管理栄養士等が、健

診後の保健指導や栄養指導、高齢者の介護予防など、地域の健康づくりを推進する

活動を行っており、住民に密着した取組を進めていると承知しております。  

 健康立県の実現に向けたヘルスプロモーションプロジェクトにおいても、今後、

より成果を出していくために、市町村や関係団体等と県とが一体となり取り組んで

いくことが重要と考えております。  

 先日開催した、ヘルスプロモーションプロジェクト推進会議においても、地域振

興局の管理栄養士から新型コロナ流行下における県民運動の具体的な取組を紹介す

るなど、日頃から地域の健康づくりに取り組んでいる人たちの力が発揮され、十分

な成果につながるよう、地域の地道な取組を横展開し、全県に広げる取組を進めて

まいります。 

  



尾身議員 4－5－ 

 県が掲げる「健康立県」を実現するためには、病気にならないよう、日頃から

予防を心がけることが必要である。他県では病気には至らないが軽い症状が見ら

れる、いわゆる未病に対する取組を行っている自治体もあるなど、取組は地域の

実情によって様々あると思うが、本県において、県民が病気にかからないため

に、どのような取組を行い、今後、どのように進めていくのか、伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、本県における予防の取組についてでありますが、  

 県民一人一人が生き生きと暮らしていくためには、日頃から生活習慣病の予防に

取り組んでいくことが重要であり、例えば、主食・主菜・副菜のそろった食事を摂る

ことや、日常生活の中でも体を動かすなど、できるところから取り組んでいくこと

で、予防につなげていくことが重要と考えております。  

 このため、健康立県の実現に向けたヘルスプロモーションプロジェクトにおいて

は、引き続き、県民が食生活や運動、デンタルケアなど自分の健康を意識し、生活習

慣病予防等、健康の維持・増進につながるよう、市町村や企業と連携を図りながら県

民運動を進めてまいります。 

  



尾身議員 4－6－ 

 2021 年産米の需要に見合った適正生産量は全国で 700 万トンを割り込み、需

給均衡には大幅な転作が必要となる。産地の判断による「需要に応じた生産」は

難航することも予想されるが、今後、県としてどのように対応していくのか、知

事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、令和３年産米の需給調整についてでありますが、  

 国内需要の減少に加え、新型コロナ感染症の影響により業務用米を中心に需要が

減少し、急激な米価下落が懸念されることから、議員ご指摘のとおり、需給を均衡さ

せるためには大幅な作付転換が必要であると考えております。  

 一方、本県は米価水準が高いため、現状の支援策のままでは、非主食用米や大豆等

に転換するインセンティブが不足し、推進が難しい状況にあると考えております。  

 このため、県では、９月補正予算により、令和３年産米において非主食用米等へ転

換するインセンティブを拡充するとともに、現在、運用の見直しや創設が検討され

ている国の産地交付金や補正事業も最大限活用することで、各産地において需要に

応じた生産が適切に行われるよう、関係機関と危機感を共有しながら取組を進めて

まいります。 

  



尾身議員 4－7－ 

 米の国内需要が縮小する中、国内市場だけで需給を調整することには無理があ

り、今後とも水田を維持していくためには、より一層、米の輸出拡大に取り組ん

でいく必要があると考えるが、日本米の主要輸出先である香港、シンガポールは

すでに産地間競争が激しく、県産米の輸出は伸び悩んでいると聞いている。そこ

で県産米の輸出先として先行者利益を狙い、新たに市場開拓すべきと考えるが、

今後の方針について知事の所見を伺う。 

（知事答弁） 

 次に、県産米輸出の今後の方針についてでありますが、  

 香港、シンガポール等の主要市場に加え、本県産米の輸入が再開された中国向け

の販路拡大に取り組むほか、中長期的な観点から、経済発展が著しいＡＳＥＡＮ地

域や、日本米の消費拡大が期待できるアメリカなどでも販路の開拓に取り組むなど、

積極的に新規市場の開拓に取り組んでまいりたいと考えております。 

  



尾身議員 4－8－ 

中国向けの県産米輸出については、東京電力福島第一原発の事故を契機とした

規制が解除されて２年が経過するが、かつての輸出規制が７年間も続いた影響

で、新潟米の認知度が低下し、その回復に時間を要しているのではないかと懸念

している。最近の中国向けの県産米輸出の状況を伺うとともに、今後、どのよう

にして中国向け米輸出の拡大を図っていくのか、知事の所見を伺う。 

 

（知事答弁） 

 次に、中国向け米輸出の拡大についてでありますが、  

 令和元年度の実績は 73 トンとなっており、東日本大震災による本県産農産物の輸

出規制が講じられる前の、平成 22 年度の水準にまで回復してきております。  

 輸出が再開された当初は、原発事故の風評や新潟米の認知度低下を不安視する声

もありましたが、輸出事業者等からは、現地での販促活動等の効果もあり、新潟米へ

の引き合いは徐々に高まっていると聞いております。  

 今後とも、中国現地に拠点を有する流通事業者等と連携した販路開拓を推進する

とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ネット通販の活用を進める

など、市場環境や消費行動等の変化を見極めながら、輸出拡大を図ってまいります。 

  



尾身議員 4－9－ 

今後、新潟港の利用を促進し、新潟の拠点性を対外的にアピールする観点から

も、県内の港から中国向けの米輸出の実現に向けて取り組んでいく必要があると

考える。そのためには、中国政府から県内の精米工場の指定及び燻蒸倉庫の登録

を受ける必要があるが、この手続きに関する現状及び今後の見通しについて伺

う。 

 

（農林水産部長答弁） 

 中国向け米輸出に必要な精米工場及びくん蒸倉庫の指定・登録についてでありま

すが、  

 精米工場につきましては、新潟市西区の全農パールライス新潟精米工場にて、指

定に必要なトラップ調査を 10 月に完了しております。  

 また、くん蒸倉庫についても、新潟東港コンテナターミナル内の県有くん蒸倉庫

にて、登録に必要なトラップ調査及び必要な改修工事を既に完了し、両施設とも国

内手続きを概ね終了したところです。  

 今後の手続きとして、日中両政府による協議を経て、中国側の現地確認が行われ

る必要があることから、県といたしましては、速やかな指定及び登録に向け、関係者

への働きかけ等を行ってまいりたいと考えております。 

  



尾身議員 4－10－ 

本県の地籍調査の進捗率は全国に比べ大きく遅れており、特に、林地では土地

所有者等の高齢化が進むとともに、地元に不在の所有者が多く、急峻かつ広大な

土地が多い山村部では、現地での立会いや、測量作業が負担となり、境界の確定

がますます難しくなるのではないかと危惧するが、本県における地籍調査の実施

状況について伺う。 

 

（農地部長答弁） 

 地籍調査の実施状況についてでありますが、  

 令和元年度末時点の進捗率は、全国平均 52％に対して本県は 35％であり、林地の

進捗率も全国平均 45％に対して本県 25％と遅れている状況にあります。  

 これまでに県内 30 市町村のうち３市町の調査が完了し、令和２年度は 19 市町村

が調査に取り組んでおりますが、８市村が未着手・休止の状態となっております。県

では、これまでも未着手・休止市町村に対し、調査の実施を働きかけてきたところで

あり、令和３年度から新たに１市が着手する予定となっております。 

  



尾身議員 4－11－ 

地籍調査において、空中写真等から解析したリモートセンシングデータを活用

することにより事業コストが低く抑えられるとともに、調査面積の拡大と実施工

程期間の短縮が図られると期待されている。本県では航空レーザー測量による森

林資源の現況調査が行われており、リモートセンシングデータを活用した森林調

査と地籍調査との連携を推進することにより、遅れている林地の地籍調査の進捗

が図られるのではないかと考えるが所見を伺う。 

 

（農地部長答弁） 

 次に、林地での地籍調査の推進についてでありますが、  

 本県では、適切な森林経営に資するため、令和２年度から森林環境譲与税等を活

用して、リモートセンシングによる森林調査を実施しているところです。  

 議員ご指摘のとおり、森林調査で得られたデータを地籍調査で活用することで、

地籍調査での航空測量等が不要となり、調査の費用や期間の縮減が一層図られ、林

地の地籍調査の推進が期待されます。  

 このため、県といたしましては、森林調査と地籍調査の連携を推進し、積極的にデ

ータの相互利用が図られるように、市町村へ指導・助言をしてまいりたいと考えて

おります。  


