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

秋田県議会 会派会報

歳
歳神様の目印に
門松
〈かどまつ〉

みらい

門松は樹木に宿る
神様だと考えられ、
まつ
まつ
松→祀るという語呂
合わせから門に祀る
ものとして｢門松｣と
いう呼名が生まれたとい
われます。毎年元旦になるとその
年の恵み、幸、豊作をもたらす
五穀豊穣の神である ｢歳神様｣ が
各家に訪れるとされ「お正月」は
この 歳神様をお迎えするという
行事。門松を目印にして迷うこと
なく歳神様が来ることができるよ
うに飾ります。 ※諸説あります。

２

No.

主な内容

令和元年

９月
９
月・
１２月議会 要旨報告
討議資料
■ 発行責
発行責任者／渡部 英治
■ 編集責
編集責任者／東海林 洋

県民 の 幸 せと 県勢発展 のため
本年 も 全力 で 頑張 ります !
秋田県議会 福祉環境委員
会派みらい 総務会長

鳥井

修

年頭にあたり、皆様のご健康とご多幸をお喜び申し上げます。
２０１９年は米中貿易戦争をはじめ、世界情勢がめまぐるしく
動いた年でした。イギリスのＥＵ離脱問題や香港問題、北朝鮮
の核問題、日韓関係など多くの課題が山積しており、日本とし
てその動向を注視してしっかりと対応していかなければなりま
令和元年 決算特別委員会 総括
せん。
日本国内では元号が平成から令和に替り新たな時代を迎え、新天皇がご即位され「即位の礼」が
国の儀式として行われ、国民挙ってお祝いしました。また、ラグビーワールドカップ日本大会での
日本代表の活躍は多くの国民に感動と勇気を与えてくれ、日本代表のチームスローガンの言葉の
通り、「ONE TEAM」となって、1つのボールをつないでいく姿に心を打たれた人も多かったと
思います。
一方、自然災害では水害などにより多くの尊い命が失われました。お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に対しお見舞い申し上げます。政治の役割として、
防災・減災対策をしっかり行い安心安全なまちづくりに向け取り組んでまいります。
さて、昨年は多くの皆さまの御支援により秋田県議会議員に初当選させていただきました。平成
27年の秋田県議会議員選挙では次点という結果でしたが、再挑戦までの４年間は貴重な経験であ
り、自分自身を一回り大きくしてもらった期間でもありました。こうやって多くの
皆様に期待され、議員として活動できることに感謝しております。
秋田県政の発展と県民福祉向上のため初心を忘れることなく、本県の抱える多く
の課題解決に向け、すべての県民が「ONE TEAM」となって取り組んでいければ
と思います。
本年も皆さまにとって幸多からんことをお祈りいたします。

令和元年9月定例会 一般質問 知事、
知事 副知事
副知事、傍聴の皆様と

今回の補正予算は、秋田の魅力が際立つ、人・もの交流拡大戦略に係る
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た。

９

令和元年・第３回定例会
令和元年・第３回

９月11日〜 10月８日

月議会

႓გࡓාഽġ๊֚ٛࠗġ༞ୃထॳ

月補正予算の主な内容
9 月補正予算の主

ĸ  ؙĲĭĴĹĶ ྔ

新 東北デスティネーションキャンペーン推進事業
●

補正後の規模

ȤȤȤȤȤȤȤġĳķĸྔ
令和３年４〜９月に開催されるデスティネーション
キャンペーンに向け、東北６県等で構成する協議会の
取組を推進する。

ĶĭĹĶı  ؙĳĭĹĹĵ ྔ

●医療提供体制整備費補助事業

ȤġĲؙĸĭıĶĵྔ

救急医療、へき地医療等に要する 設備整備を行う
医療機関に対し助成する。

●重点市場におけるFIT誘客プロモーション事業

●総合周産期 母子医療センター設備整備事業

ȤȤȤȤȤȤ ĵĭĴķĹྔ
①台湾誘客促進事業（588万円）、②タイ誘客促進事業
（918万円）、 ③中国・香港誘客促進事業（1,518万円）、
新 東京オリ・パラを活用した誘客促進事業（1,344万円）
④●

ȤȤȤ ĲĭıĺĴྔ
安心して出産できる環境の整備を図るため、総合周
産期母子医療センターの設備整備に対し助成する。

●地方独立行政法人 秋田県立病院機構 貸付事業
ȤȤȤȤġĲĲؙġġĴıྔ
（特別会計）

東京オリンピック・パラリンピック期間における本県
へのインバウンド誘客の拡大を図るため、オリンピック
・パラリンピックの観戦チケット付き秋田泊旅行商品の
造成を促進する。

脳・循環器疾患の包括的な医療提供体制を構築する
ため、循環器・脳脊髄センターの既存棟大規模修繕工
事に要する資金を貸し付ける。

新 東京オリ・パラ来訪者への東北誘客情報発信事業
●

（広域観光連携誘客促進事業） ȤȤȤȤġĸıĶྔ

新 高齢者施設等防災・減災対策等推進事業 ķĴķྔ
●

東京オリンピック・パラリンピック期間に来日予定の
外国人をターゲットに、東北地方への誘客を促進する。

高齢者施設が行う非常用自家発電設備の整備に対し
助成する。

˕݈ٛ 一般質問
般質問

˕
݈ٛ 総括審査
東海林

洋［湯沢市・雄勝郡］

土 谷 勝 悦［ 横手市］

◆ イージス・アショアについて

◆ イージス・アショアについて

◆ 水産資源の徹底活用について

・新屋への配備について
・知事の姿勢について

◆ 林業木材産業の振興について
◆ 農福連携について

鳥井

修［ 秋田市］

◆ 知事の政治姿勢について
◆ 日本のエネルギー政策について
◆ 洋上風力発電の導入について
◆ 多様な連携によるインバウンド誘客の推進について
◆ ｢秋田ポジティブキャンペーン｣の実施について

議会
選出

秋田県監査委員

三 浦 茂 人［秋田市］
事務や事業の管理などが適正に
行われているか監査や審査等を実施
実施
知事の指揮監督に服さず、知事
から独立の立場で各種監査や審査
等を実施します。（任期は議員任期）

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
◆ 自殺予防対策について
◆ 新スタジアムの整備について

予算特別委員会
渡 部 英 治 ［大仙市･仙北郡］
予算議案及びその関連事項などを
審査するため、議員全員をもって
構成される特別委員会
設置期間／
令和元年 ５月13日 〜 令和３年 ５月31日

副委員長として議事進行
副

令和元年

10月17日〜 11月７日

総括審査

決算 特別委員会

鳥井

一般会計および特別会
一般会計および特別会計の
会計の
決算について審査

とスポーツによる交流人口の
拡大について

副委員長として委員会運営に
携わりました

・トップスポーツについて
・部活動について
・指導者育成について
・環境整備について

副委員長

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］

12

修［秋田市］

◆ ｢スポーツ立県あきた｣ の推進

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
の発注を前倒しするための債務負担行為等について計上した。

令和元年・第３回定例会
令和元年・第３回定
定

11月26日〜 12月20日

月議会

12 月補正予算の主な内容

႓გࡓාഽġ๊֚ٛࠗġ༞ୃထॳ

ĳĸ  ؙĶĸĵ ྔ

新 CSF等緊急防疫対策事業
●

ȤȤȤġĸĭķĲķྔ
ＣＳＦ（ 豚コレラ ）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。

●本社機能等移転促進事業

ȤȤȤ ĳĭĲĺĺྔ
県外から本社機能等を移転する企業に対し移転等経費
の一部を助成する。

●医療提供体制整備費補助事業 ȤȤȤ ĲĭıĹıྔ
がん診療連携拠点病院等が行う設備整備に対し助成
する。

●地域医療介護総合確保基金積立金
ȤȤȤȤġĳĴؙĲĭĶĺķྔ
地域における医療・介護の充実を図るための事業に活用
する基金の積み増しを行う。

Ĳĳ݈ٛ 一般質問
般質問

補正後の規模

ĶĭĹĸĸ  ؙĴĭĵĶĺ ྔ

●地方独立行政法人秋田県立病院機構支援事業
ȤȤȤȤġˏؙĲĭĺĹĸྔ
脳・循環器疾患の包括的な医療提供体制を構築する
ため、同機構が行う循環器・脳脊髄センターの既存棟
大規模修繕工事に対し助成する。

●特定医療費（指定難病）助成事業
ȤȤȤȤġĲؙĵĭĲķĶྔ
指定難病に係る医療を確立・普及するとともに、
患者の負担軽減を図るため、特定医療費（指定難病）
を助成する。

Ĳĳ݈
݈ٛ 総括審査

三 浦 英 一［ 由利本荘市］
◆ 令和２年度当初予算

編成方針等について
◆ 働き方改革について
◆ 地方創生について

佐藤 正一郎［湯沢市・雄勝郡］

◆ 林業振興について

◆県
県・市連携文化施設について
県・市連
市連
◆ス
スタジアム整備について
スタ
スタジア
アム整
ア

東海林

洋［湯沢市・雄勝郡］

◆ イージス・アショアについて
◆ 秋田県の医療体制の整備について

土 谷 勝 悦［ 横手市］
◆ 第２期あきた未来総合戦略について
◆ 雄物川流域の防災対策について
◆ イージス・アショアについて

・現状の認識と基本的な考え方について
・がん医療について

吉 方 清 彦［
［能代市・山本郡］
能代市
能代
市・山本郡
山本郡］
］
◆ 能代地区専門系統合校の名称等
能代地区専門系統合校の名称等について
等について
等について
◆ 学校へのエアコン設置の考え方について

鳥井おさむ 議会レポート
質問項目
１ 知事の政治姿勢について
① 佐竹県政の評価について
② 議会の果たす役割について

令和元年 第３回定例会 ９月議会

ますが、人口減少による県の財政力縮小が避けられ
ない状況の中、今後は、事案によっては県全体を俯
瞰し、何を最優先課題として選択すべきかについて、
議会内においても十分な議論をしていただければ幸
いに存じます。

２ 日本のエネルギー政策について
３ 洋上風力発電の導入について
① 導入に向けた今後の見込み等について
② 導入による経済波及効果等について

４ 多様な連携によるインバウンド誘客
の推進について
① 関係機関の連携について
② 東北６県の連携について

５「秋田ポジティブキャンペーン」の
実施について

知事の政治姿勢について
① 佐竹県政の評価について
【答弁】
これまでの取組により、全国トップレベルの子育
て環境が整備されたほか、成長分野である輸送機産
業の集積や、園芸メガ団地による複合型生産構造へ
の転換、国内外からの観光誘客などが概ね順調に進
んできております。
また、県民の安全・安心の確保については、地域
の中核的病院の改築等による医療提供体制の整備や、
相談体制の充実等による自殺者数の改善、公共施設
の耐震化や中小河川の改修など防災・減災対策の強
化が図られてきております。
一方で、県政の最重要課題である人口減少問題の
克服は、魅力的な雇用の場の確保や子育て環境の改
善をはじめ、県が取り組むあらゆる施策を土台とし、
いわばその総合力の結果として実現に近づいていく
ものであり、効果が目に見えるまで自ずと一定の時
間を要することなどから、未だ期待どおりの成果が
得られているとは言えない状況にあります。
私はこれまで、県政の運営に当たっては、各界各
層の声にできるだけきめ細かに対応してまいりまし
たが、県の中長期的な財政状況を勘案すれば、人口
減少対策という総合的な政策分野については、「選
択と集中」をこれまで以上に意識していく必要があ
ると考えております。

② 議会の果たす役割について
【答弁】
県民誰もが希望と誇りを持ち、活力ある秋田を実
現するためには、人口減少問題をはじめとする多く
の課題の解決に向けて、議員の皆様からご提案やご
意見をいただきながら、議会と執行部がこれまで以
上に議論を尽くし、県民にとって最善の選択をする
ことが重要であります。
一方で、議員の皆様からは、各地域の代表として、
住民の思いなどを県政の場に届けていただいており

日本のエネルギー政策について
【答弁】
2030年における電源構成のあるべき姿をエネル
ギーミックスとして示しており、化石燃料への依存
を低減させるため、低炭素の国産エネルギー源であ
る再生可能エネルギーを積極的に導入するほか、規
制基準への適合が認められた原子力発電所の再稼働
を進めることにしております。
省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や、火
力発電所の効率化などを進めていくことが必要であ
り、県としましては、国の掲げるエネルギーミック
スの実現に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大
などを中心に、安定的なエネルギー源の確保に努め
てまいります。
なお、原子力発電所の再稼働については、原子力
規制委員会により、原子炉の設計から運転管理に及
ぶ、世界で最も厳しい規制基準に適合すると認めら
れた発電所から、順次稼働するものと考えておりま
す。

洋上風力発電の導入について
① 導入に向けた今後の見込み等について
【答弁】
国の示すエネルギーミックスでは、再生可能エネ
ルギーの比率について、2017年度の16％を、2030
年度には、22％から24％程度に増加させることにし
ており、特に、風力については、約 350万kWから
1,000万kW程度へ、３倍近く増加させることを目指
しております。
今後、促進区域の指定と発電事業の実施に当たっ
ては、国や県、関係市町村、漁協等の参加する協議
会が設置されることになっており、県から情報提供
した４区域について、まずは、直ちに手続きを開始
するとされた２区域が、速やかに促進区域に指定さ
れるよう、円滑な協議の実施に協力するとともに、
残る２区域についても、早期の指定となるよう国に
求めてまいります。
洋上風力発電の推進に当たっては、地域社会と調
和し、県内経済の発展に貢献する発電事業となるこ
とが重要であり、こうした点を踏まえ、協議会等に
おいて、しっかりと県の考えを示してまいります。

② 導入による経済波及効果等について
【答弁】
県では、2014年度に開催した「あきた沖合洋上風
力発電導入検討委員会」において、洋上風力発電の
導入に伴う経済波及効果や雇用創出効果を試算して
おり、出力5,000kWの風車を80基、計40万kWを導
入した場合、建設時における直接投資額は2,978億

９月19日（木）◆ 一般質問 知事答弁より（抜粋）
円で、その経済波及効果は 7,920億円、 雇用創出効
果は約５万人と見込んでおります。
また、県内への波及効果については、最大限に県
内企業の参入拡大を図ることにより、建設時におい
ては、2,100億円の経済波及効果と約２万人の雇用
創出効果が得られると試算しているほか、稼働後の
運転・保守においても、毎年、50億円、約530人の
効果があるとしており、今後、県が推進する４区域
の洋上風力発電が事業化された場合には、更なる経
済効果が見込まれております。

「秋田ポジティブキャンペーン」の
実施について

【答弁】
本県では、豊かな自然や食、伝統文化など特色の
多様な連携によるインバウンド誘客の
ある財産を持ちながら、これを十分に発信できてい
ないのではないかとの私自身の思いがあったことか
推進について
ら、秋田の統一的なイメージ形成とその周知を目的
① 関係機関の連携について
に、平成22年度から「あきたびじょん」の取組を進
めてきております。
【答弁】
私が目指す「高質な田舎」の実現に向けては、美
本県では、県を挙げて観光振興に取り組んでいく
しい自然環境の保全や産業経済の振興など、外形的
ための推進組織として、平成27年に行政や各種団体、 に本県の価値を高めていくことにとどまらず、県民
民間企業等96団体からなる「秋田の観光創生推進会
一人ひとりが、秋田の真の素晴らしさを実感し、郷
議」を設立し、これまで観光コンテンツの磨き上げ
土への誇りと愛着を持って暮らす地域となることが
やプロモーションなどに取り組んできております。
欠かせません。
観光資源の磨き上げや受入態勢の充実を図る上で、
このため、今後も、普段意識されることの少ない
外からの目線も重要であることから、県観光連盟主
「誇り得る秋田」の情報に光を当て、これを県民と
催の留学生を対象としたモニターツアーや、ＪＲ東
しっかり共有しながら継続的・能動的に県内外へ発
日本による国際教養大学での寄附講座における学生
信していく必要があるものと認識しており、その取組
の現地調査などを通じて、外国人や若者の視点に
は自ずと議員ご提案の「秋田ポジティブキャンペー
立った多様な意見を集約し、観光関係者等にフィー
ン」の趣旨とも合致するものと考えております。
ドバックしているところであります。
今後とも、行政・観光関係者のみならず、地域の
総括審査の知事答弁より
様々な主体と連携しながら、オール秋田で取り組み、
国内外からの誘客の拡大を図ってまいります。
ワールドカップ 盛況を追い風に
「ラグビー王国復活を図る」 佐竹知事

② 東北６県の連携について
【答弁】
訪日外国人観光客は、複数の県を周遊して旅行を
楽しむ傾向が強いことから、インバウンド誘客に向
けては、県という垣根を越えた取組が求められてお
り、東北６県が連携して、魅力ある周遊ルートを作
り上げ、東北の魅力を発信していくことが重要であ
ります。
これまでも、東北観光推進機構や東北６県が連携
し、広域周遊ルートの構築や情報の発信等に取り組
んできたところでありますが、東北全体の外国人宿
泊者数が依然として少ないことを考慮すれば、東北
としてインバウンド誘客に一層力を入れていく必要
があると考えております。
また、来年の東京オリンピック期間中には、都内
に「東北ハウス」を開設し、東北の魅力を世界に発信
するほか、令和３年の東北デスティネーションキャ
ンペーンの展開に向けた準備が始まるなど、６県が
連携した取組を進めることになっております。
今後とも、こうした連携により、東北へのインバ
ウンド誘客の底上げを図るとともに、様々な媒体を
活用して本県の魅力が際立つようアピールすること
により、更なる誘客を促進してまいります。

10月秋田県議会は５日、決算特別委員会の総括審
査を行った。佐竹敬久知事は、日本代表が初めて８
強入りしたラグビーワールドカップ（Ｗ杯）に触れ
「（秋田市で事前合宿した）フィジーとの関係を持続
させながら、ラグビーに対する注目度を上げるよう
なイベントや企画を続け、ラグビー王国の復活を図
ることが必要」と述べた。大会の盛り上がりを本県
スポーツの振興に波及させたい考えを示した。鳥井
修氏（みらい）への答弁。
ラグビーＷ杯を「楽しく見た。ベスト８で急激に
ラグビーファンが増えるのではないか」と振り返っ
た佐竹知事。ラグビー界に追い風が吹いているとし、
「スポーツは見て面白くなければ駄目。そういう意
味でラグビーは成長性がある。この成長性を県のス
ポーツ振興につなげたい」と話した。
社会人ラグビーのトップイーストリーグ ディビ
ジョン１の秋田ノーザンブレッツをはじめとする県
内のトップスポーツチームへの支援については「民
間主導でやってもらいながら、これを行政がサポー
トする。いい成績を残せば、おのずと県民、市民の
バックアップが強くなってくると思う」と語った。
秋田魁新報「県議会」 2019年11月6日 掲載
（抜粋）
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福祉環境委員会 県外調査

装着型サイボーグHALトレーニングを体感
（三重県・鈴鹿ロボケアセンター㈱にて）

（静岡県・三重県／令和元年10月９日〜11日）

高度ながん医療を提供する医療機関の取組について
静岡県立静岡がんセンター（10月９日）
丘の上の静かな場所に建つ静岡がんセンターは緑に囲まれ、後背に
は雄大な富士山が病院を包み込むように存在しています。
また、
「患者さんの視点の重視」を基本理念に掲げ、恵まれた自然
環境の中で高水準のがん医療を追求しながら、患者さんとご家族の心
身のケアを重視した全人的医療を実践しています。

ロボットスーツＨＡＬを用いた歩行動作訓練について
鈴鹿ロボケアセンター株式会社（10月10日）
サイバーダイン

ロボケアセンターは、CYBERDYNE株式会社（茨城県つくば市）が研究・開発・製造・販売する、装着
型サイボーグHAL®を用いた機能向上を促すプログラム「NeuroHALFIT®」を中心に、地域の皆様の健康
づくりに役立つよう、様々なトレーニングメニューを提供しています。
国内随一のHAL専門トレーニング施設として、平成２６年１月より事業を開始し、２０１９年１０月現在、
全国で１４箇所に展開しています。これまで脊髄損傷、脳卒中後遺症、筋力低下で歩行が困難な方など、
多くの方が装着型サイボーグHALのトレーニングを行っています。

ＩＣＴを用いたシカ、イノシシ、サルの防除・捕獲・処理一貫体系技術について
三重県 農業研究所（10月11日）
三重県内には、鈴鹿山麓や紀伊山地など広範囲に山地が存在し、山
地と接する農業地帯では、シカ、イノシシ、サルなどの大型獣による
食害などの被害が、農業生産の大きな足かせとなっています。また、
その被害は、現在では平野部や住宅地にも拡大しています。
このように広がりつつある獣類による農作物の被害は、生産者の生
産意欲を低下させ、その結果として耕作放棄地の拡大など、農業生産
の大きな障害に繋がることが指摘されており、早急に効果的な対策を
講じていくことが必要となっています。
農業研究所では、獣類の生態に基づいた適切な被害防止や捕獲の技術を開発するとともに、それら技術を使
用し地域ぐるみで獣害防止対策に取り組む地区・集落を育成し、獣類による農作物の被害低減を図り、農業者
が安心して農作物を生産できるような体制及び地域作りに関する研究を行っています。
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

