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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花
花の開花時期は秋
（８〜11月）。
野山に自生する多年植物。学名
野
「Gentiana」
。およそ400種類の
「
品種、日本では18種類程があり、
品
漢方では干した根が生薬に（苦
漢
味健胃剤）
。花が咲かない品種も
味
もある。花言葉は「勝利」
「正義
も
感」など。※諸説あります。
感

６月議会 要旨報告
討議資料
■ 発行責任者／渡部 英治
■ 編集責任者／東海林 洋

『令和』の幕開け ―

県政課題へ果敢にチャレンジ
チャレン ！
秋
秋田県議会
福祉環境委員
会派みらい 総務会長
鳥 井 修
３０年余り続いた「平成」が終わり、「令和」が幕
を開けました。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。
本年は政治決戦の年、春の統一地方選と夏の参院
い
選が重なる１
２年に１度の「亥年」であり、統一地方
選においては、 多くの皆様からご支持をいただき
県議会のステージに立たせていただきました。多く
の皆様のご期待に添えるよう、日々しっかりと活動を展開してまいります。
さて、私にとっての初議会、秋田県議会令和元年第２回定例会５月議会と６月議会が行われ、
県議会第２会派「みらい」の一員として臨みました。
今議会は、イージス・アショア一色の議会となり、本来であれば県政最重要課題である
「人口減少問題」をはじめ様々な課題について議論を深めるべき議会であり、次回９月議会で
はしっかりと議論していきたいと思います。イージス・アショアの新屋演習場への配備につい
ては、会派としても住宅地に近すぎるという理由から一貫して反対の姿勢をとっております。
これからがスタートです。選挙戦で訴えた政策を実現できるよう、果敢に挑戦してまいり
ます。皆様には引き続きのご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願いいたします。

「みらい」の８人は、どの政党にも所属しない無所属の議員で構成されております

鳥井

修

（秋 田 市）

佐藤 正一郎

三浦 英一

渡部 英治

土谷 勝悦

東海林 洋

三浦 茂人
三

吉方 清彦

（湯沢市･雄勝郡） （由利本荘市）（大仙市･仙北郡） （横 手 市） （湯沢市･雄勝郡） （秋 田 市） （能代市･山本郡）

今回の補正予算は、秋田の未来につながるふるさと定着回帰戦略に係る
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。

６

令和元年・第２回定例会
令和元年・第２回

６月４日〜６月27日

月議会
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6 月補正予算の主な内容

補正後の規模
新 副食費助成事業
●

ȤȤ

ĹĭĴĴķྔ

幼児教育無償化に伴う給食費の国制度見直しを踏まえ、
子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、すこやか子
育て支援制度における保育料助成に加えて新たに幼児の
副食費に対し助成する。
新 先導的 ｢市町村間連携｣ 促進事業
●

Ȥ

ĳĭĵĺĺྔ

人口減少社会においても必要な住民サービスの提供を
確保するため、市町村間連携の促進に向けた調査研究等
を実施する。
新 産学官共同電動化システム研究開発事業
●

新 秋田県森林環境譲与税基金積立金
●

ȤȤȤȤȤġĺĭıııྔ

県に配分される森林環境譲与税を、林業の担い手確保
や森林整備を行う市町村支援等の財源として、基金に
積み立てる。

ĶĭĹĵĴ  ؙĲĭĵĺĺ ྔ

●I CTを活用した訪日外国人受入態勢整備事業
ȤȤȤȤȤȤȤġĴĭĶĳĲྔ
インバウンド誘客を促進するため、多言語観光サイト
をリニューアルし、情報発信の強化を図る。

●受動喫煙防止事業

ȤȤȤȤȤȤȤġĲĭıĺĴྔ

たばこを原因とする生活習慣病を予防するため、受動
喫煙のない環境づくりに向けた施策等を実施する。

●次代につなぐ再造林促進対策事業

ȤȤȤȤȤȤȤġķııྔ

ȤȤȤġˍ ؙĴĭĲĴĹྔ
県内製造業の高度化・競争力強化を図るため、電動化
技術に係る研究開発・人材育成の拠点創生の取組を支援
する。

Ĳıĳ ؙĳĭĶĺĺ ྔ

再造林を促進するため、低コスト化を図りながら再造
林を実施する林業経営体に対し助成する。
新 旧優生保護法一時金支給事業
●

ȤȤȤȤȤġķĳıྔ

旧優生保護法に基づき優生手術等を受けた県民に対し、
一時金を支給するための、請求受付事務を行う。
新 秋田県文化財保存活用大綱策定事業
●

新 小規模事業者ＩＣＴ活用促進事業
●

ȤȤȤȤȤġĲıĶྔ

ȤȤȤȤȤġĳĭķıķྔ

小規模事業者の生産性向上を図るため、商工団体等が
伴走型で支援するＩＣＴの導入に対して助成する。

文化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定
する。

ķ݈ٛ 一般質問

ķ݈ٛ 総括審査

佐 藤 正一郎［湯沢市･雄勝郡］

佐 藤 正一郎［湯沢市･雄勝郡］

◆ イージス・アショアの配備について

◆ イージス・アショアの配備について

◆ 知事の政治姿勢について

◆ 主要農作物種子条例の制定について

◆ 主要農作物種子条例の制定について
◆ 高等学校の整備と在り方について

三 浦 茂 人［ 秋田市］
◆ イージス・アショア

について
◆ 新スタジアム整備

について

吉 方 清 彦［能代市･山本郡］
◆ ギバサの養殖と

ブランド化について
◆ 再生可能エネルギーの

今後について
◆ 再犯防止について
◆ 消費税増税への対応について

県外調査

私たち 会派「みらい」は、
全員一致で イージス・アショアの
新屋演習場への配備計画は
撤回すべきと考えています！

〈北海道／令和元年 ７月10日〜 12日〉

下川町役場・しもかわ観光協会
［上川郡下川町／７月11日］

【意見書案 第３号】

「イージス・アショアの
計画撤回を
を
陸上自衛隊新屋演習場への配備計画撤回を
求める意見書」に対する賛成討論 （要旨抜粋）
ーーーーーーー 令和元年６月議会（６月27日）

●「なぜ、住宅地に近い場所に配備するのか？」という
地元住民の方々の不安や疑問に対して、安全性の明確
な根拠が示されていないため、地元の理解が得られて
いない。
●５月に行われた防衛省による説明会で示された安全対
策は、事故や破壊攻撃等に対する住民の安全を軽視し
たもので、十分というには程遠い。また、調査資料の
ミスも多く、はじめから「新屋ありき」で進められて
いることは明白である。
●ルーマニアやポーランドの先行事例も含めて、軍事的
なことに民間人を巻きこまないことは世界中の共通認
識であり、防衛施設を設置するならば、住宅地から離
れた広い場所を確保することは当然に必要である。
●国において、どうしても
イージス・アショアを配備
するというのであれば、
適地ではない新屋演習場
への配備計画を撤回し、
住民の安全対策等を重要
な基準として、新たな計
画を慎重に検討すべきで
（東海林 洋）
ある。

切削チッパー機
あつま

いぶり

北海道胆振東部地震からの復旧・復興の状況について

依然 現地には被害の跡が残る
依然、

氏名／選挙区／当選回数／所属常任委員会／会派役職など

東海林 洋

しょうじ よう

鳥井

湯沢市･雄勝郡／４期目／
総務企画委員／みらい政調会長

修

とりい おさむ

よしかた せいげん
能代市･山本郡／２期目／
建設委員会 副委員長

吉方清彦

大仙市･仙北郡／４期目／
産業観光委員／みらい代表

渡部英治

わたなべ えいじ

佐 藤 正一郎

湯沢市･雄勝郡／３期目／
福祉環境委員会 委員長、議会運営委員

木質バイオマスボイラー

厚真町 北海道 胆振東部地震復興支援室
ゆうふつ
被災地 現地視察
［勇払郡厚真町／７月12日］

三浦英一

由利本荘市／５期目／建設委員、
議会運営委員会 副委員長／ みらい幹事長

さとう しょういちろう

三浦茂人

みうら しげと

秋田市／３期目／
教育公安委員、議会選出監査委員

所属議員

みうら えいいち

つちや しょうえつ
横手市／６期目／
農林水産委員／みらい顧問

土谷勝悦

みらい

秋田県議会 会派

森林資源を活用した
持続可能な地域づくり
について
木質原料製造施設
下川町役場に 谷 一之町長と
一之 町長と
一の橋地区バイオビレッジ 下川町役場にて

秋田市／１期目／
福祉環境委員／みらい総務会長

打開 !

創出!

鳥井 修 の
県議会レポート
県議会レポ

育成!

人口減少 高齢化 未来担う
社会の絆
人材

あなたと共に歩み、考え、実行する、

秋田の未来創生！

発展!
産業と
雇用

令和元年9月議会
一般質問にて
初登壇いたします。

討議資料

鳥井おさむホームページ 活動報告
鳥井おさむ

更新中！

http://torii-osamu.com/

【鳥井おさむ 後援会事務所】
〒010-１４１３ 秋田県秋田市御所野地蔵田 2ｰ8ｰ5 TEL / FAX 018-826-０４０３

令和元年５月13日 初登庁

◆ 令和元年６月議会 福祉環境委員会より（抜粋）
健康福祉部

［年度予算 264万円］

高齢者自殺予防 緊急対策事業 について
平成31年の自殺者の状況が、全国最下位
を脱出見込みの平成３０年から再び増加に
転じており、緊急の対策が必要となっているため、
特に増加している 高齢者 を対象に対策を実
施しようとするものであります。
高齢者の心身の特性について学ぶゲートキー
パー養成講座を実施するとのことだが、老人クラ
ブ会員や民生児童委員会等を対象としているのは
どのような理由によるものか。
また、現在の活動においても負担に感じている
民生児童委員もいると聞くが、その点についてど
のように考えているのか。
問

【健康福祉部】 当該事業は、家の外での交
流が少ないなど孤立しがちな高齢者への取
組が必要であるため、日頃から家庭への訪問活動
を行っている老人クラブや民生児童委員等などを
対象に、高齢者の心身の変化に関する基本的な理
解を深めるため実施しようとするものである。現
場の負担感を増さないように、現在の訪問活動の
延長上の取組として、相談先を記載したリーフ
レットを配布するなどの見守り活動を行っていき
たいと考えている。
この事業は、今年度限りではなく、今後も継続
していきたいと考えており、現場の課題や他県の
情報等も聞き取りながら、市町村とも連携し進め
てまいりたい。…との答弁がありました。
答

生活環境部

［年度予算 381万円の増額］

野生鳥獣被害防止対策事業 について
イノシシの被害や分布拡大を防止するため、
目撃件数が急増している湯沢市を重点地域
として、緊急の保革対策を実施しようとするもの
であります。
→

問

イノシシの目撃情報が多い地域にセンサーカメ
ラを設置するとのことだが、今後イノシシの数が
さらに増えて出没地域が拡大した場合、対象地域
を広げていくといった対応は考えているのか。
ťŦ 野生鳥獣による農作物被害
イノシシの掘り起こし・踏み荒らしによる農業被害、シカの
食害による森林被害〈希少植物消失や林床植生の貧弱化〉
など中山間部で近年増加している。

答 【生活環境部】 今回センサーカメラを設置
する湯沢市の秋ノ宮地区は、県内ではイノ
シシの出没がもっとも多い地域であるものの、他
県と比較すれば、まだ少ない状況にある。実際の
生息頭数等も踏まえつつ、このセンサーカメラに
よって、どの程度イノシシの出没状況を把握する
ことができ、捕獲につなげることができるかを検
証しながら、今後のあり方について検討してまい
りたい。…との答弁がありました。
―― 以上 報告申し上げます。

県外 東京電力 福島第一原子力発電所 視察
調査 （福島県双葉郡大熊町／令和元年７月24日）

震災から８年が経過し、現在は１日４千人の
方が廃炉に向けた作業を行っています。福島第
一原発敷地内の95％以上が除染されていますが、
線量の高い場所では防護服を着ての作業となり、
夏場の暑い日は過酷な労働条件となります。
廃炉には最長40年かかると言われており、エ
ネルギー産業で働いてきたものの一人として、
原発事故の現場の状況や廃炉に向けた取り組み
など、正確な情報を多くの皆さまに伝えていき、
今後も福島と第一原発のいまに関心をもってい
きたいと思います。

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

FAX 018-860-2103

