県民の幸せなみらい、
県民
幸
みらい 県勢発展
県勢発展のために皆様の声をお聞かせください

秋田県議会 会派会報
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No.

みらい

蓴菜・ジュンサイ

主な内容

（あて字で純菜、順才）
スイレン目ハゴロモモ科
英名：water shield
澄んだ淡水に自生。沼底に根を張り、
スイレンと同様に水面に葉を浮かべる
水草。
、茎の先端の新芽や若葉を摘み取
る。ゼリー状（ムチンなど）のつるんと
した独特のヌメリで厚く覆われ、国産
品の国内生産量のおよそ９割を占める
秋田ではおなじみの夏食材。６月を最
盛期に収穫は４月下旬〜９月上旬。

令和２年
令
和
２月・６月議会

7月
7月臨時会 要旨報告
討議資料
■ 発行
発行責任者／渡部 英治
■ 編集
編集責任者／東海林 洋

県民 の 安心・安全
全 と 県勢発展
県勢発
県勢
発 展 のため
全力 で 頑
頑張
張 ります !
秋田県議会
会 福祉環境
福祉環境委員
委員
会派みらい 総務会長

鳥井

修

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて昨年を振り返ると、本県は、イージス・アショア配備の是非に大
きく振り回された一年であったのではないでしょうか。本議会において
も多くの議員が質問をし、知事の発するひとこと一言がマスコミに取り
上げられるなど、大きな関心事となりました。６月１５日には突然、河野
太郎防衛相がイージス・アショアの配備計画を停止すると表明し、その
後国家安全保障会議において配備計画が正式に中止となりました。今後
の対応については地元に対し説明と謝罪を早急に行うべきと考えます。
また、県民の生活に大きな影響を及ぼす危機が発生しました。新型コ
ロナウイルス感染症の発生と拡大であります。
令和２年 ６月議会 一般質問再質問
昨年末に中国武漢で発生した新型コロナウイルス感染症は、今年に入
り全世界に拡大し、多くの尊い命が失われました。日本では、ダイヤモンドプリンセス号での船内感染が大
きなニュースとなりましたが、その時でさえ、日本全国にこれほどの感染が拡がり、経済活動にこれほど大
きな影響を及ぼすと予想する人は多くなかったのではないかと思います。
新型コロナウイルス感染症では多くの方々が亡くなり、治療薬やワクチンが開発されていないことから、
感染拡大予防のために多くのことを自粛せざるを得ませんでした。その中でも経済活動の自粛は最も大き
かったのではないでしょうか。人の命は最も大切であり、そのために多くの犠牲を払うことは当たり前とい
う考え方もありますが、経済が停滞するこ
とで亡くなる命も多くあります。コロナで
失う命も経済や生活面の不安で失う命も同
じ命であります。感染予防対策を行いなが
ら、傷んだ経済を復活させる対策は今後の
大きな課題となります。
本年４月１６日には全国に緊急事態宣言が
発令され、本県も休業要請をはじめ県民に
対し自粛要請を行いました。本県では４月
１４日を最後に感染者が出ておりませんが、
令和２年６月定例会 一般質問 知事、
知事 副知事、
副知事 傍聴の皆様と
今後しばらくの間は警戒を緩めることなく
感染防止対策を講じる必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症対策では、医療機関における診療だけでなく、その予防や地域経済を下支え
する経済対策など、様々な施策を一刻の猶予もなく重層的に講じていくことが求められています。
いま、新型コロナの影響で誰もが大変な状況下に置かれていることと思います。こういう時だからこそコ
ロナの影響で新しいサービスが次々と誕生し、このタイミングをチャンスに変えていけるようなポジティブ
な考え方も必要と考えます。変化には多くの痛みも伴いますが、新たなチャンスを見出し、新たな価値が生
まれる瞬間に立ち会えるかもしれません。ピンチをチャンスと捉え、新たなビジネスチャンスへの支援も柔
軟に行政が対応する必要があると考えます。アフターコロナを見据えた新たなビジネスチャンスを地域経済
の活性化に結びつけることも必要と考えます。
今後も県政発展と県民福祉向上のため、
「初志貫徹」の精神で課題解決に取り組んでまいります。

令和２年度当初予算は、重点施策推進方針を踏まえ、折り返しを迎える
「第３期ふるさと秋田創造プラン」の更なる加速化を図るための施策を重点
的に推進することを基本に計上し、秋田の将来にとって希望の種となる ｢未
来への投資｣を、県内経済の自立的な成長力である ｢稼ぐ力｣ への投資、高
質な田舎を実現するための原動力である ｢人｣ への投資 、県民のあらゆる
活動の基盤である ｢健康・安全・安心｣ への投資の３つの視点から推進する。
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令和２年・第１回定
年・第１回定例会

２月14日〜３月1
19日

月議会

当初予算の主な内容
● 稼ぐ力 への投資

႓გˎාഽġ๊֚ٛࠗġ൚ထॳ

①県外からの資金の流れの強化
ȤȤġĳĭķĶĶྔ

●

新 秋田の伝統芸能魅力発信事業

Ķĭĸĺĵ  ؙĲĭĵıı ྔ

②生産性の向上
③県外・国外への展開

●

新 次世代につなぐ水田農業総合対策事業

ȤȤġ˓ؙĶĭķĶĴྔ

④インフラの強化

● 人 への投資

新 秋田港アクセス道路整備事業
●

ȤġˑؙķĭĸĲķྔ

①自然減・社会減の抑制
新 結婚に希望をもてる社会づくり推進事業
●

ȤȤġĲĭĺıĵྔ

②人材の確保・育成

新 ふるさとあきた 高校生将来設計支援事業
●

ȤȤġĹĭĳĸĴྔ

③若者への支援

新 若者活躍プラットフォーム構築事業
●

ȤġĵĶĳྔ

④女性、高齢者、障害者等の活躍

●障害者スポーツ振興事業

● 健康・安全・安心 への投資

ȤȤȤġĲĺıྔ

新 製造業向けԔ
Ԕ oT導入実践事業
●

①医療・介護・福祉ニーズへの対応
新 難病等医療提供体制推進事業
●

ȤȤȤȤȤġķĺĴྔ
②防災・減災対策

●生活基盤施設耐震化等交付金事業
ȤȤġĲıؙġĹĵĺྔ
③環境の保全
新 守れ、活かせナラ林若返り促進事業
●

ȤȤȤȤġĳĭĴĶĺྔ
④生き生きと暮らせる地域社会づくり
新 あきた芸術劇場開館準備事業
●

ȤȤȤȤġĴĭķıĸྔ

ȤȤȤġĵĭĸĹĺྔ

ĳ݈ٛ 代表質問

ĳ݈ٛ 総括審査
査

渡 部 英 治［大仙市・仙北郡］
［大仙
大仙市・仙北郡］
仙北郡］

三 浦 英 一［由利本
［由利本荘市］
本荘市］

◆ 幸福度ランキングから見た

◆ 特色ある高校づくりについて
・公立高校入試の
志願倍率について
・県外からも志願者が集まる
魅力ある学校づくりについて

｢幸福な田舎｣と｢高質な田舎｣について
◆ 知事の任期と政治手腕について
◆ イージス・アショアについて
◆ 人口減少対策について
◆ 地方創生と農学部誘致について
◆ 農業政策について

東 海 林 洋［湯沢
［湯沢市・雄勝郡］

ĳ݈ٛ 一般質問

◆ 新型コロナウイルス感染症への

対応について
・県の組織体制について
・感染拡大防止対策について
・社会生活等への影響について
◆ イージス・アショアについて
◆ 県・市連携文化施設の整備財源に

ついて

鳥 井 修［秋田市］
◆ 有事の際の危機管理について
せい げん

三 浦 茂 人［ 秋田市］

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］
［能代
能代市・山本郡
山本郡］

◆ 新スタジアム整備について

◆ 地域医療構想について

◆ 若者支援と高齢者支援について ◆ 介護保険制度について
◆ 中小企業の振興について

◆ イージス・アショアについて
イージス・アショアについて

◆ 里親委託の推進について

◆ 洋上風力への県民理解について

・新型コロナウイルスについて
・自然災害時の感染症対策について
◆ エネルギー政策について

・再生可能エネルギーの
導入拡大について
・水素エネルギーについて

６

令和２年・第１回
年・第１回定例会

６月12日〜７月７日

月議会

今回の補正予算は、新時代を勝ち抜く攻めの農林水産戦略に係る事業な
ど ｢第３期ふるさと秋田元気創造プラン｣ に基づく事業のほか、公共事業
等について計上しました。

႓გˎාഽġ๊֚ٛࠗ
༞ୃထॳ

6 月補正予算の主な内容

補正後の規模

●ＣＳＦ等緊急防疫対策事業 ĵĭĸĴĲྔ
ＣＳＦ（豚熱）等の防疫対策として、農場周囲に野生イノ
シシ等侵入防止用の防護柵を設置する養豚経営体に対し
助成する。
新 南児童相談所移設改修事業
●

ȤȤȤȤ

ĲĴĲ ؙĳĭĲĵĶ ྔ
ķĭĴĹĹ  ؙĸĭĵĲĲ ྔ

新 アウトドア・アクティビティによる
●

真木真昼魅力創生事業

ĵĲĳྔ

地域の賑わい創出や活性化につなげるため、様々な媒体
を通して、自然公園におけるアウトドア・アクティビティ
の魅力を発信する。

ĳĭĺĹĴྔ

児童福祉法改正に伴う児童福祉司等の職員配置基準の見
直しにより、児童相談所職員を計画的に増員する必要が
あるため、増員により執務スペースが不足する南児童相
談所の移設及び改修工事を行う。

ȤȤȤȤ

●私立専修学校・各種学校運営費等補助金

●運転免許試験及び免許証作成業務事業 ĸķĹྔ
道路交通法の一部改正による妨害運転（あおり運転）に
対する罰則の創設等に伴い、総合運転者管理システムを
改修する。

ȤȤȤȤȤġĳĭĳĶĵྔ
保護者の経済的負担の軽減を図るため、就学に係る支援
金を支給するとともに、教科書費・教材費・学用品費等
の必要経費を給付する。

ķ݈ٛ 一般質問

ķ
݈ٛ 総括審査
三 浦 茂 人［ 秋田市］
◆ 新型コロナウイルス

感染症対策について
・医療体制の強化について
・東北６県が一体となった
観光振興について
・下水調査について
◆ イージス・アショアについて
◆ 新スタジアムとイオン外旭川

佐 藤 正一郎［湯沢市･雄勝郡］
◆ 新型コロナウイルスの

開発計画について
せい
い げん
げ

感染予防と医療体制について
◆ 新型コロナウイルスの県内経済への

鳥 井

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］

修［秋田市］

◆ 新型
新型コロナウイルス感染症の
新型コロ
ロナウイルス感染症の

◆ 新型コロ
新型コロナウイルス

影響と中長期の対応について
感染症へ
感染症への対応について
◆ イージス・アショアの
◆ 次世代自
次世代自動車産業の育成と
配備プロセスの停止について
普
普及拡大について
◆ 第七次秋田県高等学校
◆
精神障害
精神障害者の
総合整備計画について
地
地域移行について
◆ 国家賠償請求事件と警察の業務について

県政協議会

臨時会

令和２年・第１回

７月21日・22日

農業・漁業への影響について
◆ 能代地区専門系統合校の

名称について
◆ 旧能代産業廃棄物処理センターの

掘削について

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症
への対応に要する経費について計上しました。

７月補正予算の主な内容
①感染拡大防止策と医療提供体制の整備

●感染症指定医療機関等運営費補助金

႓გˎාഽ๊֚ٛࠗġ༞ୃထॳ

ĲĵĶ  ؙķĭĴĶı ྔ

補正後の規模

ȤȤȤġĳĲؙķĭĺĶıྔ

ķĭĶĴĵ  ؙĴĭĸķĳ ྔ

③経済活動の回復・地方創生に向け

新型コロナウイルス感染症患者の受入れに要する専用の病棟
た新たな取組
新 ｢過密を避け秋田へ｣人の流れ
や病床を確保する場合に、空床に係る病床確保経費を助成する。 ●

土谷勝悦
［ 横手市］
７月１７日 県政協議会
にて、新型コロナウイ
ルス感染症対策につい
て、質す。

②雇用の維持と事業の継続、県内経済の下支え
新 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 ĹĭķıĴྔ
●

新型コロナウイルス感染症の影響により、低所得のひとり親
世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子
育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時
特別給付金を支給する。

拡大事業

ȤġĲؙķĭĳĶķྔ

リモートワーク等の新しい働き方を
活用した人材誘致という新たな視点
を取り入れながら、首都圏等におい
て秋田暮らしの魅力を強くＰＲし、
本県への人の流れを拡大する取組を
展開する。

鳥井おさむ 議会レポート
一般質問 項目

１ 新型コロナウイルス感染症への
対応について
① 臨時交付金に係る国への要望について
② 地方の自主性等について
③ これまでの経済対策の考え方について
④ 各業界の要望に対する対応等について
⑤ 運転代行業への支援について
⑥ 県産品の消費拡大について
⑦ 各種支援制度の活用に向けた対策について
⑧ 近県との連携による観光需要の回復について
⑨ コロナ第二波に備えた協力金等の支援策について
⑩ アフターコロナを見据えた
新たなビジネスチャンスについて

２ 次世代自動車産業の育成と
普及拡大について
３ 精神障害者の地域移行について
４ その他

◆ 一般質問［６月19日（金）］知事答弁より（抜粋）
新型コロナウイルス感染症への対応について
③ これまでの経済対策の考え方について
【答弁】 感染拡大の初期段階では、中小企業等の資
金繰り対策に加え、生活困窮世帯への支援など緊急
的な対応を中心に対策を講じ、緊急事態宣言が発出
された段階においては、感染拡大の防止に向け、休
業要請に応じた事業者に対する協力金の支給により、
雇用の維持と事業の継続を図ってまいりました。
また、宣言が解除された段階では、特に影響を大
きく受けた観光・宿泊の需要創出と飲食の消費喚起
のためプレミアム宿泊券や飲食券を大規模に発行す
るなど、県内経済を下支えする各種対策について、
県を挙げて取り組んできたところであります。
一方で、スピードを最優先に対策を講じる必要が
あったため、施策の掘り下げに若干の課題もあった
ものと感じておりますが、今後は、これまでの経緯
を十分に検証しつつ、引き続き感染状況や経済情勢
を見据え、段階に応じた対策を迅速に講じていくこ
とで県内経済の早期回復に努めてまいります。
④ 各業界の要望に対する対応等について
【答弁】 県では、これまで各業界や政党などから受
けた要望書や毎月行っている経済動向調査のほか、
新型コロナウイルス感染症の影響について直接業界
団体等から聞き取りを行うなど、その状況や課題を
広く把握しているところであります。
業種別には、観光業や飲食業で外出の自粛により
売上げが大きく減少するとともに、感染拡大の影響が
長引くことに伴い、本県の基盤産業である農林水産業
や製造業にも影響が及んでいると認識しております。
財源が限られる中、すべての産業を対象に直接的
な支援を行うことは困難であることから、５月補正
予算において、まずは幅広い業種への経済波及効果
が見込まれる観光業や飲食業向けにプレミアム宿泊

令和２年 第１回定例会 ６月議会

券や飲食券を発行するなど、これまでにない規模の
思い切った対策を講じたところであります。
今後も、各業界の声をしっかりと受け止めながら、
先般成立した国の第二次補正予算を踏まえ、感染拡
大防止と社会経済活動の本格的な回復に向けた取組
を進めるとともに、コロナ禍を契機に加速するデジ
タル化やリモート化によってもたらされる社会の変
化を見据え、感染終息後の新たな秋田の創生に向け
全力で取り組んでまいります。
⑤ 運転代行業への支援について
【答弁】 マイカーが普及している本県において、運
転代行業は、飲酒運転防止のために欠かすことがで
きないサービス産業であります。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、飲食店
で飲酒する人が激減する中、運転代行業が安定的に
維持されるためには、飲食店の利用が回復すること
が必要であると考えております。
このため、県では、飲食店での消費喚起を促すプ
レミアム飲食券の発行を始めたところでありますが、
元の状態に戻るまでには時間を要することから、運
転代行業への支援とともに、県外との往来者の激減
により苦境に立っているレンタカー業への支援策に
ついても、検討を進めているところであります。
⑥ 県産品の消費拡大について
【答弁】 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外
出自粛や取引先の休業等により、土産品製造業者や
酒造メーカーをはじめ、多くの県内食品事業者は、
売上げが大きく減少していることから、県では、「県
産品消費喚起支援事業」や各地域振興局が民間事業
者等と連携して実施する「地域の事業者応援キャン
ペーン事業」により、幅広い県産品の販路拡大や消費
喚起に取り組んでおります。
また、県内の観光流動を促進するためのプレミア
ム宿泊券については、宿泊先での県産食品や伝統工
芸品などの購入にも広く利用できる仕組みとしたほ
か、「観光地創生支援事業」においても、観光客が
旅先で県産品を購入する動機づけとなるよう、小売
店を回るスタンプラリーや土産品クーポンの発行な
ど、地域の観光団体等の創意工夫を生かした取組に
支援しているところであります。
今後とも、関係する業界の方々をはじめ、幅広く
ご意見を伺いながら、観光と食・伝統文化を組み合
わせつつ、県産品の商品力の向上やブランド化を進
めるとともに、様々な販売チャネルを活用し、一層
の消費拡大につながるよう努めてまいります。
⑦ 各種支援制度の活用に向けた対策について
【答弁】 県では、国の持続化給付金の円滑な申請手
続き等をサポートするため、商工団体等における相
談体制の整備に必要な経費を助成しているほか、市
町村に対しては、各種支援制度の情報提供はもとよ
り、制度融資に必要なセーフティネット保証の認定
を迅速かつ柔軟に行うよう依頼するなど、小規模企
業者をはじめとした中小企業者に、支援が拡く行き
わたるよう努めているところであります。
県としては、今後とも、各種支援制度を最大限利

用できるよう、市町村や商工団体、金融機関等との
連携によるサポート体制を堅持し、これまで以上に
きめ細かい情報発信を行ってまいります。
⑧ 近県との連携による観光需要の回復について
【答弁】 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
県境をまたいだ移動が制限され、県外からの誘客が
見込めない中、まずはプレミアム宿泊券の発行によ
り、県内流動を促進し、収束状況を見極めながら、
段階的に東北・全国に対象を拡大して、観光需要の
回復を図ることにしております。
本日より、県をまたぐ観光が緩和されたことから、
東北各県の旅行会社に対して、秋田泊旅行商品の造
成・販売を支援するとともに、東北観光推進機構が
東北域内の流動を目的に開設する特設サイトにおい
て、本県の魅力的な観光コンテンツや旅行商品など
を紹介することにより、県外からの誘客を促進して
まいります。
今後は、東北各県やネクスコ東日本と連携して行う、
東北全域の周遊を促進するスタンプラリーや、ウェブ
を活用したプロモーションの展開などにより、本県
を含む東北地方の観光需要の回復を確かなものとし、
国の ｢ＧｏＴ
ｏトラベル｣ や、その先の「東北デスティ
ネーションキャンペーン」につなげてまいります。
⑨ コロナ第二波に備えた協力金等の支援策について
【答弁】 コロナ第二波が発生した場合には、感染の
拡大を防止するために必要な措置を迅速に決定し、
実行することが重要であると考えております。
今後、休業要請が必要となり、協力金を支給する
場合については、これまでの分析を踏まえ、網羅的
ではなく、クラスターの発生確率が高い業種や施設
等を中心に、真に実効性のあるものとすることが必
要であります。
ただし、営業収入をすべて協力金でまかなうこと
は財政的に不可能であり、むしろ、消費による波及
効果や経済循環が期待できる施策に軸足を移してい
くことが肝要であります。
⑩ アフターコロナを見据えた
新たなビジネスチャンスについて
【答弁】 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機と
して、リモートワークなどビジネスのオンライン化
の流れは、一層加速するものと考えております。
こうしたオンライン化は、本県の地理的ハンディ
キャップを克服するチャンスであるとともに、新た
な働き方の提案にもつながるものであり、情報サー
ビス産業を中心とした企業の拠点形成や、リモート
ワークを実施している企業人材の移住も期待される
ところであります。
特にリモートワークについては、会社に出社する
必要がないことから、企業にとってはコストの削減
や人材の確保が幅広く図られ、従業員にとっては自
分が住みやすいと思う街に移住し、働くことができ
るなど、双方にメリットがあり、新しい勤務形態と
して拡大していくことが見込まれます。
このため、県としましては、この状況を好機とと
らえ、本県の立地環境の良さに加え、生活・居住環
境の良さもＰＲしながら、企業誘致のみならず、人
材誘致としての取組も推進することとし、その制度
化について検討を進めているところであります。

次世代自動車産業の育成と普及拡大について
【答弁】 温室効果ガスの排出削減が世界的に求めら
れる中、国内新車販売台数に占める次世代自動車の
割合は、平成30年に約４割まで増加してきており、
今後も確実に拡大していくものと認識しております。
県では、平成25年に産学官が連携した協議会を設
立し、
「あきたＮＥＸＴモーターショー」を開催して
普及啓発を行ってきたところであり、平成30年には
来場者が中高生を含め２万人を超えております。
また、国の補助制度を活用しながら、充電インフ
ラの整備も進めてきており、平成30年までに全県で
270基が設置されたところであります。
一方、次世代自動車は、モーターや電池、制御シ
ステムなどで構成されており、こうした関連部品は、
本県の基幹産業として生産拡大が期待されているこ
とから、競争力を強化し、参入を加速化していくこ
とが必要であると考えております。
こうしたことから、平成29年には、県が主導して
技術組合を設立し、自動車の軽量化を実現するため、
炭素繊維複合材料の低コスト成形法の研究開発を進
めております。
また、来年４月、秋田大学と県立大学が共同で「電
動化システム共同研究センター」を開設し、トップ
レベルの専門家と革新的な技術を有する地域企業も
参画した国内最先端の研究機関として、次世代自動
車などへの電動化システムの応用を進めるなど、関
連産業の集積に向けた取組を強化してまいります。
なお、今後の次世代自動車の導入や普及促進につ
いては、国の補助制度の更なる活用を促していくほ
か、より効果的な本県独自の取組について研究を進
めてまいります。

再

質問 精神障害児（者）をマル福の対象とすることについて

【答弁】 精神障害児（者）をマル福の対象とすることに
ついては、市町村と協議を進めている。マル福は、こ
れまでも対象を拡充してきており、市町村の負担も相
当大きく、また県の負担についても、同様である。
精神障害児（者）への医療費助成は、32都道府県で実
施、本県では実施していないが、逆に本県が手厚い対象
もある。
こうした状況を踏まえ、マル福全体の中で優先順位
を決めて方向性を定めるよう、市町村と調整している
ところである。

再

質問 新型コロナウイルス感染症の影響による

労働者へのフォローについて

【答弁】 雇用調整助成金の相談は、現在約3,000件ほど、
労働局に寄せられている。地域振興局では、労働局と
連携し、離職者への相談対応を行っている。
連合からも、様々な要請を受けているところであり、
今後の雇用情勢、求人倍率等を勘案しながら、今後の
対策に生かしてまいりたい。
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【鳥井おさむ 後援会事務所】
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令和２年第１回定例会

２月議会 総括審査

総括審査 質問内容

令和２年 ２月議会 総括審査

秋田県議会

●秋田魁新報掲載分

（３月16日） ①新型コロナウイルスついて

②自然災害時の感染症対策について
特に新型コロナウイルス感染症の ③再生可能エネルギーの
対応については質問した７名の議員
導入拡大について
すべてが質問しました。経済活動に ④水素エネルギーについて
及ぼす影響は計り知れません。県と
してもしっかりとした経済対策を行うべきです。まだまだ先の見えない状況
ではありますが、先手先手の対策を講じるよう県に要望してまいります。
秋田電気協同組合 新年会

■ 地域行事・後援会活動より
秋田電気協同組合 新年会

（１月23日）

秋田電気協同組合の新年会に参加、ご挨拶させて
頂きました。毎年ご案内頂き参加しています。

御所野地区 フロアカーリング大会 （２月16日）
地元御所野地区体協主催のフロアカーリン
グ大会を実施。御所野地区体育協会会長と
して参加しました。冬の運動不足解消とし
ても老若男女・誰でも出来るスポーツです。
今後とも地域住民の健康増進とコミュニティ
の創出に繋がるよう取り組んでまいります。

鳥井おさむと語る会

（令和元年９月20日掲載）

フロアカーリング大会

（２月22日）
鳥井おさむと語る会

地元御所野地区後援会主催の【鳥井おさむ
と語る会】を開催、地元の多くの方々に参
加して頂きました。地域のため、秋田県の
発展のために精一杯頑張ってまいります。
今後とも宜しくお願いいたします。

［福祉環境委員会］
新型コロナウイルス関連ニュース
（令和元年11月６日掲載）

県民の皆様からのご意見・ご提案など大歓迎です。事務局までお知らせください。 TEL 018-860-2071

（令和2年６月20日掲載）

FAX 018-860-2103

