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
展のために
に皆様の声を
声をお聞

秋田県議会 会派会報

みらい
みらい

No.

サザンカ

（山茶花）
ツバキ科ツバキ属
学名：Camellia
名：Camellia sasanqua
sa
asanqua
日本原産ですが漢名でツバキ種全般
本原産ですが漢名
名でツバキ種全般
を山茶花と呼ぶことからサンサカが
山茶花と呼ぶこと
とからサンサカが
訛ってサザンカになったと言われま
ってサザンカにな
なったと言われま
す。耐寒性の強い常緑低木。
耐寒性の強い常緑
緑低木。
10〜４月
の寒い時期に咲くので庭木や生垣に
好まれ、ツバキによく似た赤 、白 、
ピンクなどの一重や半八重などの花
をつけますがツバキとは異なり花び
らが一枚ずつ散っていきます。
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主な内容

令和3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／鳥井
修

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 建設委員会 副委員長
議会運営委員
会派みらい 総務会長

鳥井

修

新春を迎え、皆様におかれましては益々ご清栄のこと
とお喜び申し上げます。
さて、昨年は新型コロナウイルス変異種であるデルタ
株が猛威を振い、東京都など首都圏をはじめ多くの都市

令和３年10月 決算特別委員会 部門別審査

で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されるな
ど、経済活動の面でも大きなダメージを受け、社会経済活動の立て直しに向けて、国および地方自治体
も多額の予算を使い対策に取り組んでいます。しかしながら、新種のオミクロン株が世界中に拡大を見
せている状況にあり、まだまだ予断を許すことができません。
日本のワクチン接種率は先進国の中においても上位に位置し、日本の生活習慣でもあるウガイや手洗
い、マスクの着用など感染予防対策を個々人がしっかり対応していることで、世界中でも稀にみる感染
者数の抑制に成功していますが、更なる感染拡大を抑えるために第６波に備え医療体制の再構築ととも
に傷んだ経済をいかに回復させるかが政治の役割であり責任です。
本県においては令和３年度に策定する新たな県政運営指針「新秋田元気創造プラン」
（２０２２〜２０２５
年度）の骨子案が県議会に示されました。人口減少を克服するため、県民の賃金水準向上を柱に据え、
国が力を入れる脱炭素社会の実現やデジタル化も推進し、新産業の育成と生産性向上を図ります。議会
としても新プランが現実可能なプランとなるよう様々な角度から政策提言してまいります。
コロナ禍の中、これまでのように
活動はできませんが、出来ないこと
を言い訳にせず、どうすれば出来る
のか知恵を出し行動することが大切
だと考えます。
今後も県政発展と県民福祉の向上
のため、精一杯活動してまいります
ので皆様からの力強いご支援のほど
の
宜しくお願い申し上げます。
宜
会派県内視察／令和３年11月10日 平鹿地域・十文字園芸メガ団地

令和３年・第２回
年・第２回定例会

９

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の
ほか、｢第３期 ふるさと秋田元気創造プラン｣ に基づく事業、公共事業等
について計上した。

９月10日〜 10月７日

月議会

႓გˏාഽġ๊֚ٛࠗġ༞ୃထॳ

補
主
9 月補正予算の主な内容

ĲĲķ  ؙĴĹĵྔ

●医療機関設備整備等事業 ȤȤȤġˑ ؙķĭĸĹķྔ
①診療・検査医療機関等整備事業
②入院医療機関整備事業
③診療・検査医療機関への医療資料整備事業
④診療・検査情報管理支援事業

●指定医療機関病床確保事業 ȤȤġĴĺ ؙĺĭĸĺĳྔ
新型コロナウイルス感染症患者の受入れに要する専用
の病棟や病床を確保する場合に、空床に係る病床確保経
費を補償する。
新 冬季宿泊・観光関連事業者支援事業
●

補正後の規模

ķĭĲķĺ  ؙĸĭķĴĲ ྔ

●受診相談センター設置事業等 Ȥġˍ ؙĶĭĲĵķྔ
新型コロナウイルス感染症に関する24時間対応可能な
県民相談窓口の設置や、県民への周知啓発を行う。

●新型コロナウイルス感染症軽症者等受入施設
整備事業
ȤȤȤȤȤȤġĲĲ ؙĵĭĸķĴྔ
新型コロナウイルスの感染拡大に備えた医療提供体制
を構築するため、軽症者等を受け入れる新たな宿泊療養
施設を設ける。

新 秋田県飲食店等事業継続緊急支援事業
ȤȤȤȤȤġ˒ ؙĸĭĳĲıྔ
●
冬季において宿泊事業者や観光関連事業者を支援する
ȤȤȤȤȤġĲĺ ؙĲĭķĺĹྔ
新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影
ため、県内在住者を対象とした宿泊代金の割引に対して
響を受けている県内飲食店及び飲食店関連事業者の事業
助成するとともに、県産品を取り扱う小売店等で旅行期
間中に使用できる観光関連施設応援クーポンを発行する。 継続のため、支援金を支給する。

●急性期診療ネットワーク推進事業 ȤȤĲĭĲĹĴྔ
急性期診療に係る病院間の連携体制を強化するため、
オンラインで医療情報を共有できる遠隔画像連携システム
の整備に対し、助成する。

ȤȤȤȤġĳĭĴĳĺྔ
世界文化遺産に登録された大湯環状列石及び伊勢堂岱
遺跡における諸課題を地元とともに整理するほか、県道
の移設に向けて地形図を作成する。
新 世界遺産環境整備調査事業
●

˕݈ٛ 一般質問

˕݈ٛ 総括審査

三 浦 英 一［ 由利本荘市］
◆ ｢新秋田元気創造プラン」について

・新型コロナウイルス
感染症対策について
・秋田新幹線「新仙岩トンネル」
の整備計画について

◆ 新秋田元気創造

プランについて
◆ 米価の

下落対策について
◆ あきた芸術劇場の

整備
備につい
整備について
せい げん

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］

東海林

◆ 盛土造成地に関する規制
盛土造成地に関する規制、点検等と
盛
、点
点検等と

洋［湯沢市・雄勝郡］

秋田新幹線新仙岩トンネル
秋田
所有者等不明土地問題につい
問題に
所有者等不明土地問題について
整備計画について
◆ 新しい消費者問題への対応について
新
◆ 新型
新型コロナウイルス感染症軽症者等
◆ ＱＯＬ
ＱＯＬ向上のための透析治療について
Ｑ
向上のための透析治療に いて
宿泊療養施設の整備について
◆ 木材の永続的供給のために必要な施策について
◆

令和３年

10月18日〜 11月５日

決算 特別委員会
一般会計および
特別会計の
決算について審査

総括審査

鳥井

修［秋田市］

◆ コロナ禍の

副委員長

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］
郡］
◆ 農業・漁業のブランド化について
ついて
◆ コロナ禍における首都圏への
の

テレワーク・移住のＰＲについて
ついて

県政運営について
◆ トップスポーツの

支援について
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令和３年・第２回
年・第２回定例会
定

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対応や高病原性鳥
インフルエンザ対策に要する経費のほか、「第３期ふるさと秋田元気創造
プラン」に基づく事業、公共事業の発注を前倒しするための債務負担行為、
燃料価格の高騰に対応する事業等について計上した。

11月25日〜 12月21日

月議会

12 月補正予算の主な内容

႓გˏාഽġ๊֚ٛࠗġ༞ୃထॳ

ĳĲ ؙĹĭĹĴĸྔ

●新型コロナ保健所体制整備事業 ȤȤ Ĳĭĳĸķྔ
新型コロナウイルス感染者等の移送体制の充実を図る
ため、保健所が行っている宿泊療養施設や病院への搬送を
民間に委託する。

●新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業
ȤȤȤȤȤġĴĭĵĴıྔ
自宅療養が必要となった場合に備え、自宅療養者への支援
を行う。

●地域公共交通等新型コロナ対策事業
ȤȤȤ

ˎ ؙĹıĸྔ

ķĭĲĺĲ  ؙķĭĵķĹ ྔ

補正後の規模

新 比内地鶏消費促進緊急事業
●

ȤȤȤȤ Ĳĭıııྔ
外食の低迷により大きな影響を受けている比内地鶏の
消費拡大と生産者の意欲向上を図るため、イベントの開催
や各種メディアを活用したプロモーションを実施する。
新 飼料高騰緊急対策事業
●

ȤȤȤȤȤȤ

ĴĭĶĹĵྔ

飼料価格の高騰により大きな影響を受けている畜産経営
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、経営
体の生産基盤の維持・強化を図るため、自給飼料生産に必
が悪化しているバス、タクシー、レンタカー事業について、
要な設備等の整備に対して助成する。
事業継続に要する経費を支援する。

●県内空港利用促進緊急対策事業

ȤȤġĹĭĴĲķྔ

県内空港発着の各航空路線の復便を早期に実施するため、
各空港の利用促進を図る。
新 日常生活回復に向けたPCR 等検査無料化事業
●

ȤȤȤȤ

ĺؙġķĭĴĳĴྔ

新 高病原性鳥インフルエンザ対策事業
●

ȤȤȤȤ

ĲؙġĶĭıııྔ

養鶏場の消毒等まん延防止と発生予防対策を強化するほ
か、影響を受けた養鶏農家の経営継続に向けた支援を行う。
新 咲きほこれ！ あきたウーマンパワー応援事業
●

ȤȤȤȤȤȤ

ワクチン・検査パッケージ制度の定着を図るため、健康上

ĲıĹྔ

女性の挑戦や活躍への意識改革を促進するため、働く
の理由等によりワクチン接種を受けられない方や、感染拡
女性のネットワークを官民一体で構築し、相互研鑽を行う
大により必要と認められる場合に感染の不安がある無症状
者が、無料でPCR等検査を受けられるよう環境を整備する。 ラウンドテーブルを開催する。

Ĳĳ݈ٛ 一般質問
般質問

Ĳĳ݈ٛ 総括審査

土 谷 勝 悦［ 横手市］
◆ 農業政策について
◆ 漬物生産者への

支援について
◆ 新屋演習場の

平和利活用について

東海林

洋［湯沢市・雄
［湯沢市・雄勝郡］

◆ 危機管理と県の対応について
◆ 大学を核とした産業創出と人材育成について
いて
◆ 移住・定住対策について
◆ 再造林対策について
◆ 新型コロナウイルス感染症予防対策について
いて

予
予算特別委員会
会

会派県内調査

渡 部 英 治［大仙市・仙北郡］
◆ 佐竹知事の政治スタンスについて
◆ 新秋田元気創造プラン（素案）について
◆ 新型コロナウイルス感染症対策について
◆ サキホコレの先行販売について

〈横手市十文字／ 令和３
令和３年11月10日〉

●園芸メガ団地視察（越前地区）

三 浦 茂 人［秋田市］
市］
副委員長として議事進行
進行

予算議案及びその関連事項な
項な
どを審査するため、議員全員
員
で構成される特別委員会
設置期間／
令和３年５月13日〜 令和５年４月29日
29日

豪雪被害からの復旧状況と
ハウスによる周年農業について

鳥井おさむ

令和３年

決算特別委員会 総括審査

要旨 （抜粋）

１．コロナ禍の県政運営について
【質問①】

令和２年度の本県の新型コロナウイルス感染症
対策についての知事の自己評価について

決算特別委員会 総括審査
質問項目

令和３年11月２日（火）

１ コロナ禍の県政運営について
①令和２年度の本県の新型コロナウイルス感染
症対策についての知事の自己評価について
②新型コロナウイルスの感染について、秋田県
が少なかった理由について
③新型コロナウイルス対応で、中央集権型の
統治機能における知事の認識について
④本県の病床確保や宿泊療養施設の設置につい
て、令和２年度の評価、課題について
⑤第６波への対応、準備など今後の本県の取組
について
⑥自宅療養の検討について
⑦ＰＣＲ検査の先進地である福井県の感染症
対策の分析と情報収集について
⑧保健所の濃厚接触者の聞き取り等について
⑨市町村間のワクチン融通に関する県の役割に
ついて
⑩ワクチン未接種者への情報提供について
⑪３回目のブースター接種と12歳未満のワクチ
ン接種について
⑫新型コロナウイルスの影響による本県経済が
受けたダメージについて
⑬今後の飲食業や観光業への支援と消費喚起に
ついて
⑭経済対策として率先して県庁、市役所の職員
が外食することに対する知事の考えについて

２ トップスポーツへの支援について
①新スタジアムの整備について
②県立体育館の建て替えについて

【答弁】
感染防止についてはいろいろな見方がありますが、
まず非常に県民の皆さんの御協力、そして医療関係
機関との連携が本県は割とうまくいったこと。また、
いろいろなご協力いただきました。もう一つは、当
初から県内の生活実態、あるいは県民の行動の特徴
を捉えて相当きめ細かく注意喚起いたしました。そ
して高齢県ですので、単にＳＮＳだけではなく新聞
あるいはテレビを活用して相当注意喚起を繰り返し
た結果、県民の方も非常に県からの情報発信を受け
止めていただいて、まずは結果論ですが日本で一番
人口当たりの感染者数が少ないということはうまく
いきましたが、ただ経済面では やはり相当伱間も
あったし、この捉え方については今までのものを教
訓としながら、今後またそういう状況に至った場合
は検証した結果をうまく生かし、可能な限り経済と
バランスが取れるように動くこと、これはある程度
宿題でございます。
【質問④】

本県の病床確保や宿泊療養施設の設置について、
令和２年度の評価、課題について
【答弁】
昨年第１例目が３月６日だったと思いますが、そ
のときに対応できる病床は第２種感染症病床として
９病院30床でした。その後、感染の拡大に伴いまし
て、４月末には15病院105床、現在は19病院273床
という体制で組んでいます。また、宿泊療養施設で
も順次増やしていきまして、今４施設 395室になり
ましたが、増やしていくタイミングといったことが
やはり感染状況を見極める、あるいは先読みすると
いったことが大変難しい状況にあったことは確かで
す。そういった中で、本県では入院患者、それから
宿泊療養者についても全部対応できたと。結果的に
自宅療養といったことがなく、ここまで対応できて
いることは、拡大していく局面はそれなりにうまく
対応できてきたとは思っています。確かにいっとき
急に感染者が増えたときに調整に難儀したことは事
実ですが、今後の感染拡大に向けてまた準備をして
いくことも忘れずに対応していきたいと思っています。
【質問⑩】

ワクチン未接種者への情報提供について
【答弁】
ワクチンのメリットなどこれは打たない場合より

も科学的にもメリットがあることは御承知のとおり
ですので、こういったメリットについて、そして逆
に副反応もあるけれどもこれについてはしっかり対
応できる、あるいはこんな例の場合にはどこに相談
に行けばいいといった不安を解消することも重要で
すので、そういったことで今後更にワクチンのまだ
接種に迷っている方がいらっしゃると思いますので、
そういった方に役立つ情報は積極的に提供してまい
りたいと思っています。

表立ってあまり言うことは難しいので、むしろ我々
が私がうろついたほうがいいですよね。今日早速こ
の後、夜は秘書課の懇親会をやります。そういうこ
とで、県庁は相当気を付けながら、ほとんどの課が
忘年会はやる方向で今やっています。やはり先生方
も一緒に、どんどん委員会のそういうものをやって
ほしいのです。やはり目立つ人が行くと安心するの
です。そういうことで頑張ります。

２．トップスポーツへの支援について
【質問⑫】

新型コロナウイルスの影響による本県経済が
受けたダメージについて

【質問①】

新スタジアムの整備についてどのように考えて
いるか

【答弁】
【答弁】
経済対策についてはいろいろな見方がありますが、
間もなく秋田市で公募要件が発表される予定です。
ミクロの経済対策、これは飲食とか宿泊業、ただこ
いずれ民間を中心にして、これに行政がある程度関
の影響は全体的には微々たるものです。問題は、そ
わること。いろいろなパターンのプロポーザルが今
れ以外の別のところです。今のところ経済の全体像
秋田市から出ますので、その結果どうなるか。まず、
は順調です。これは、税収を見れば明らかに電子関
今のところ場所は外旭川地区。どういう形態か、あ
係、逆に新型コロナウイルスによって電子関係のほ
るいは費用、管理、またいろいろなまちづくり等の
う、あるいはスーパー、量販店は相当いいです。た
関係、これも全部含んだプロポーザルの要件が出ま
だ問題はこの後、これは新型コロナウイルスとはあ
す。これは秋田市と一緒になってやっていますので
まり関係なくて、中国の買いあさり、大豆あるいは
その状況がどうなるか、これがまず第一歩。この点
燃料、この影響が相当出てきて日本の電気代、ある
が出てきますと、今度は秋田市議会、県議会での審
いはガス料金、あるいは食品関係がほとんど中国で
議の中にこれが入っていくということになっていく
買いあさり、日本が買い負けしているのです。これ
と思います。
が一番の問題で、そこら辺をどのように対応するか。
また半導体の不足、これは台湾のメーカーを日本が
【質問②】
誘致して造ることである程度緩和しますが、まだ工
ノーザンハピネッツが県立体育館の建て替えを
場が出来るまで相当掛かります。ですから、これは
早めるよう要望しているようだが、現状はどう
国家戦略としてどのように捉えるか。今のところ県
なっているか
内の全体のマクロの経済は順調にいっていますが、
ミクロで飲食とかそこら辺をどうするか。ただ、完
【答弁】
全に元には形態が戻らないと思います。全く同じよ
私のところに一番最初に来ていますので。実は、
うには。ですから、例えば東京などは居酒屋が、個
今あの体育館は相当老朽化で天井が大変な状況、ま
人向きの酒中心でなく食事中心、あるいは酒は少人数
ず今あれを直すのに１年掛かります。ですから、た
の小部屋、仕切り、このようになっていますので、
だあれを今すぐ解体しても、そのあとそう簡単には
あるパターンの飲食業はこれからなくなる可能性が
いきませんので、まず当面最低限の費用であれをも
非常にあって別の形態に転換するという動きがス
たせること。同時に来年度から新しい体育館の建設
ムーズにいくように、そういう転換への支援、ある
構想に取り掛かります。ただ問題は場所。あのくら
いは小さいところが合併して大きくなってスケール
いの大きいものになりますと、基本構想、基本設計、
メリットを追求するというような、いい方向にこの
設計、あと基盤整備とやはり７、８年は掛かるので
後のトレンドに乗っていくという対策が必要だと思
す。ですから、物理的に可能な限り急ぎますが、や
います。
はり一定の時間は掛かります。ただ、こちらは秋田
ノーザンハピネッツの使用がそんなに長くないです
から公の施設、これは完全に県の行政施設、こちら
【質問⑭】
のほうがスタジアムよりも楽なのです。スタジアム
経済対策として率先して県庁、市役所の職員
は公の施設という状況がないかもしれない。そうし
が外食することに対する知事の考えについて
ますと起債が使えないのです。ですから、こちらは
県主導で県の施設、あちらは民主導に県と秋田市が
【答弁】
バックアップすると、そういうことになりますので、
これは、私がどんどん行けということはなかなか
体育館のほうが非常にスムーズにいくと思っています。
そう簡単にはいかないですが、いろいろなこの広報紙
とか県のウェブサイトでは相当やっています。ただ、
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【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

活動報告

■ 地域行事・後援会活動より

（令和３年７月〜12月）

■ 秋田県議会委員会
建設委員会（９月10日）

会派県内調査 秋田県種苗交換会
（能代市／令和３年10月31日）

建設委員会 県内調査
成瀬ダム（11月８日）

鳥井おさむ後援会
役員会 （８月５日）

御所野地区体育協会主催

清掃ウォーク＆
マラソン大会
秋田市御所野
（９月12日）

決算特別委員会
総括審査 （11月２日）

鳥井おさむ後援会
おさむ後援会
ゴルフコンペ
ペ
秋田市椿台カントリー
（10月29日）

コロナ禍の県政運営に
ついて質問

会派みらい 県内調査
能代市役所・能代港（７月10日）

平鹿地域
十文字園芸メガ団地
（11月10日）

朝の挨拶運動
冬期安全運動の
一環として
秋田市（12月14日）

鹿角市伊勢堂岱遺跡（９月１日）

秋田市南部地区少年指導委員
朝の挨拶運動
ほうれん草生産現場

秋田南高校・中学校（11月１日）

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

