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みらい県民の幸せなみらい、県勢発展のために皆様の声をお聞かせください

■発行責任者／渡部  英治
■編集責任者／鳥井  　修

みらいみらい
No.

秋田県議会 会派会報

２月・６月議会 要旨報告

主な内容
令和４年英名：Morning glory

奈良時代に中国から当時は薬草と
してもたらされたといわれ、花が
美しいことから観賞用にも栽培さ
れるように。実は夜明け前から花
が開きます。生育がよいため「緑
のカーテン」にも適している品種
です。

アサガオ
  （朝顔）

ヒルガオ科 サツマイモ属

令和４年２月議会 一般質問

令和４年２月議会 一般質問  知事、両副知事、傍聴の皆様と

　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、新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大してか
ら２年以上が経過し、その過程で多くの健康が損なわれ、
尊い命が失われ、生活は大混乱に陥ることとなりました。
感染抑圧のために行われた活動制限は特に外食産業や観光業に大きな打撃を与えましたが、本年５月中
旬以降、全国的に感染者数も減少傾向になり、本県においても警戒レベルを２から１に引き下げられま
したが、７月前半から全国的に感染が再拡大し、県内でもオミクロン株派生型「ＢＡ・５」への置き換わ
りが進んできており、基本的な感染防止対策をとりながら経済活動との両立を今後どのように進めるか
が重要となります。
　内閣府「第２回新型コロナウイルス感染症の影響禍における生活意識・行動の変化に関する調査」で
は、コロナ禍で、若者を中心に地方移住への関心が向上、２０２０年以降、東京圏からの転出超過を記録
しました。関心向上の理由として、自然環境やライフスタイルといった魅力と、テレワーク等による
ハードルの低下とあります。
　今後、日本は４７都道府県で人口が減少し、少子高齢化が進んでいきます。特に本県は高齢化率と人口
減少率は日本一であり、将来の日本の
縮図とも言われています。本県の課題
は将来の日本の課題でもあります。だ
からこそ、いろいろな事を最初に試す
ことができ秋田発、秋田ブランドを全
国に発信できる大きなチャンスです。
　ピンチをチャンスと捉え積極果敢に
取り組むことが重要です。今後も県民
の声、現場の声を大切にし県政発展と
県民福祉向上のために精一杯取組んで
まいります。

鳥   井 　 修
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

県民の安心・安全と
　県勢発展のため
県民の安心・安全と
　県勢発展のため
全力で頑張ります!全力で頑張ります!



２月14日～３月18日
令和４年・第１回定例会
２月14日～３月
令和４年・第１回定

２月議会

当初予算の主な内容
●資金向上関連融資事業

●咲きほこれ！あきたウーマンパワー応援事業

　女性が個性や能力を十分に発揮できる社会を構築するた
　め、女性自身の意識改革や経営者等の理解促進に向けた
　取組を行うほか、男女共同参画の推進に資する主要なリ
　ソースの連携強化等を図る。

　令和４年度当初予算は、「新秋田元気創造プラン」の初年度として、時代の潮
流や社会経済情勢の変化に対応する６つの重点戦略に基づく施策・事業を中心
に編成し、特に、｢資金水準の向上」、「カーボンニュートラルへの挑戦」、｢デジ
タル化の推進」の３つの選択・集中プロジェクトに加え、｢若者・女性の活躍の
推進」について、横断的・集中的に取り組むこととした。また、新型コロナウイ
ルス感染症への対策については、引き続き医療提供体制等の確保や県内経済の
下支えに取り組むが、一部国の制度内容が未確定なものについて、今後、制度
の詳細が明らかになり次第速やかに追加提案する予定である。

①●資金水準向上資金貸付事業【資金水準向上資金】
生産性の改善や規模拡大により、資金水準の向上に取り
　組む中堅以上の企業が行う社債による資金調達に対し、
　保証料を支援する。

新

②新事業展開資金貸付事業　 【●事業革新資金
　　　　　　　　　　　　　　　　資金水準向上枠】
資金水準の向上に取り組む中小企業に対して支援する。

新

③新事業展開資金貸付事業　　　　【事業承継資金】
M＆Aや第三者承継に取り組む中小企業に対して支援する。

●あきたの魅力ある水田農業確立対策事業

本県の水田農業の発展を図るため、秋田米のシェアの維持・確
　保に向け、「秋田米生産・販売戦略」に基づき、低コスト・省力
　化を推進するとともに、需要に応じた米づくりの展開を図る。

新

●航空需要回復・新規開拓事業
　コロナ禍で落ち込んだ航空利用の速やかな回復を図るととも
　に、大館能代空港の３往復運航の定着に必要な規模の航空需
　要を開拓するため、利用促進策を重点的に実施する。

新
●デジタル教育  未来へRUNプロジェクト事業

デジタル社会で活躍する人材を育成するため、最新の
教材や 専門人材を活用した高校教育を推進する。

新

●介護・障害福祉サービス事業所等職員処遇
改善支援事業

　新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対
　応が重なる最前線において働く方々の処遇改善を図るた
　め、賃仕上げに要する費用に対し助成する。

新

代表質問 一般質問般質問 佐 藤 正一郎佐 藤 正一郎
　　［　　［湯沢市･雄勝郡湯沢市･雄勝郡］

◆
◆
◆
◆
◆

新秋田元気創造プランについて
大型国産材製材拠点の新設について
里親等への支援について
新スタジアム整備について
新型コロナウイルス
　　　　　　　感染症対策について

三 浦  茂 人［秋田市］
て
つ

ついて

吉 方  清 彦［能代市・山本郡］
◆
◆
◆

ウクライナ侵攻による本県への影響について
コロナ禍における本県行政の事業継続計画（BCP）について
洋上風力発電実施事業者の決定を受けた今後の見通しについて

せい げん

東海林 洋［湯沢市・雄勝郡］

て
ついて

ついて

方 清 彦吉 方 ［能代市・山本郡］
◆ の影響につついてライナ侵攻による本県へのウク

せい げん

林 東海 洋［湯沢市・雄勝郡］
◆
◆
◆
◆

賃金水準向上の具体策について
再生可能エネルギーの県内活用について
秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例案について
飲食店支援事業等のコロナ対応支援について

◆
◆
◆

◆

知事の政治姿勢について
将来の県人口の見通しについて
県民所得の向上と
　　　産業振興について
今後の新型コロナウイルス
感染症への対応について

佐 藤 正一郎
　　［湯沢市･雄勝郡］

総括審査

鳥 井　修 市］鳥 井　修 市］

雄勝郡］

査査査

鳥 井　修鳥 井 修修鳥 井　修 市市市］］］］］市市
◆
◆
◆
◆

新型コロナウイルス感染症対策への取組について
資金水準の向上について
脱炭素社会の実現に向けた政策について
洋上風力発電について



５月27日～６月21日
令和４年・第１回定例会
５月27日～６月
令和４年・第１回

６月議会

　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、
新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。また、
コロナ禍における原油価格・物価高騰対策等に要する経費について計上した。

6月補正予算の主な内容
補正後の規模●新型コロナウイルス感染症自宅療養者給付金事業

オミクロン株による感染の拡大に伴う自宅療養者の増加
　を踏まえ、給付金の支給に要する経費を増額する。 ●生活福祉資金等貸付事業

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等に
　より生活費を必要とする世帯を対象とした生活福祉資金
　の特例貸付の原資を増額する。

●新複合化相談施設整備事業
　資材価格の上昇や軟弱地盤への対応などに伴い、建築工
　事費を増額する。

●休業観光施設維持管理等事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により営業を休止する
　県営秋の宮山荘の維持管理等を行うとともに、次期指定
管理者による円滑な営業の再開に向けた誘客促進等を行う。

●秋田牛輸出促進コンソーシアム促進対策事業

輸出拡大による生産者の収益性向上等を図るため、台湾に
　おける秋田牛のプロモーション活動等の取組を支援する。

新

●畜産経営維持緊急支援事業
　飼料や燃料の価格高騰の影響を受けている畜産経営体の
　負担軽減を図るため、生産規模の維持に向けた取組を支
　援する。

新

●燃料価格高騰に係るトラック運送事業者への
緊急支援事業
燃料の価格高騰の影響を受けている県内トラック運送業者

　の負担軽減を図るため、燃料費の一部について支援する。

新

一般質問

令和４年・第１回定例会
６月議会

福祉環境委員会にて

土 谷  勝 悦
［横手市］

総括審査

回定例令和４年・第１回
６月議６
員会に福祉環境委員員会に福祉環境委員

◆ツキノワグマ対策
について質疑

会派県外調査

例会

悦悦
市］

例会
議会
にてに
対策
質疑

会派県外調査
調査項目
●中国木材㈱日向工場について
●鹿児島県志布志港について
●博多港について
●北東北３県アンテナショップ
　　　　　　 について（福岡市）

プ
市）

中国木材㈱ 日向工場〈日向市竹島町〉

◆
◆
◆

知事の政治姿勢について
脱炭素社会の構築について
農業問題について

三 浦  英 一［由利本荘市］

会派県外

◆
◆◆
◆

知事の政治姿勢につい
脱炭素社会の構築につ脱炭素社会の構築につ
農業問題について

三 浦 英 一三 浦  英 ［由利本荘［由利本荘

せい げん

吉 方  清 彦［能代市・山本郡］
◆
◆
◆
◆
◆
◆

新型コロナウイルス感染症の「後遺症」について
歯科保健対策について
県内高等学校への給食提供について
フードバンクへの支援について
地域活性化とまちづくりに向けた起業等への支援について
育てる漁業の今後について

市］市］
いて
つつ

荘市荘市 渡 部  英 治［大仙市・仙北郡］
◆
◆
◆

新型コロナウイルス対策について
あきた芸術劇場ミルハスについて
水田活用の直接支払交付金の見直しについて

外調査外

てて
いて
ついてついて

◆
◆
◆

型コロナウイルス対策について新型
きた芸術劇場ミルハスについてあき
田活用の直接支払交付金の見直しについて水田

鳥 井　修［秋田市］
◆

◆
◆

ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた
地域の持続可能な発展に向けた取組について
電力需給ひっ迫について
新県立体育館の整備について

〈福岡〈福岡県・宮崎宮崎県・鹿児島県／令和４年鹿児島県／令和４年４月11～14日４月11～14日〉〈福岡県・宮崎県・鹿児島県／令和４年４月11～14日〉



鳥井おさむ （抜粋）要旨総括審査

質問項目

ベースになる電源が相当下がっていますので、やは
り原発がなかなか動かないと厳しいのでは思います。
再生可能エネルギーの調整のところで、やはりそう
簡単にうまくいかないということで。そういう意味
からすると、電力の逼迫というのは避けられないと
思います。これをどういうふうに解決するかという
のが要点でありますが、しばらくは節電等で国民が
いろんな面で協力をしながら、しかし、産業経済に
あまりマイナスの影響を与えないように、そういう
ふうな割り振りも必要かなと思います。

【答弁】
　やはり、そういうことになりますと、単に電気が
こなくて製造、産業活動ができないというだけでは
なくて、例えば、コンピューターのダウン、或いは
一旦運転を止めると再開に相当時間がセットアップ
がかかるという、そういうことがありますね。相当
様々な影響が出ます。そういうことは何としても避
けるということは、今、特に経済があまり上手く
いってない状況においては、何とかしてこれを避け
るという取り組みが必要だと思います。

【答弁】
　やはり全体のバランスですね。我々も今再生可能
エネルギーを一生懸命やっていますが、これはこれ
で将来的な目標ですから、あまり極端にこっちだか
らいいとか、ある程度徐々にやっていくことが大切
ですね。これはいきなり出来ないですからね。
　そこら辺の感覚が相当、技術的な問題もあります
ので、その認識をどういうふうに共有するかという
ことが大切です。

【答弁】
　厳格な審査をした上で活用していくべきと考えま
す。私も前から、原発を今全部止めるってことは無
理だと思っています。ある程度、使えるものを使っ
て、自然にフェードアウトし、別の電源に変えてい
くという仕組みづくりが必要だと思います。ただ原

第１回定例会 ６月議会  総括審査
令和４年６月27日（月）

令和４年 第１回定例会 ６月議会

【質問①】電力需給逼迫について
１．電力需給逼迫について

ひっぱくひっぱく

【質問②】電力需給逼迫による経済への影響に
　　　　  ついて

【質問④】電力の安定供給について

【質問⑤】原子力が果たすべき役割について

【答弁】
　首都圏においてもぎりぎりの時がありましたし、
東北管内においても、相当シビアな点があったと。
今年の夏と冬の気候状態にもよりますが、やはり

１．電力需給逼迫について
　①電力需給逼迫について
　②電力需給逼迫による経済への影響について
　③本県経済への影響と対策について
　④電力の安定供給について
　⑤原子力が果たすべき役割について
　⑥エネルギーの安全保障確保に向けた考え方
　　について

２．新県立体育館の整備等について
　①新県立体育館の整備について
　②検討委員会等を設置について
　③建設場所について
　④秋田市との協議について
　⑤第四期の秋田県スポーツ推進計画の中に
　　掲げるスポーツ施設の充実について

３．ウィズコロナ・アフターコロナを
　　見据えた本県の取り組みについて
　①移住に対する取り組みと課題ついて

ひっぱく



発の方はそう簡単にいかないってことで、そこが
ネックになっていますね。
　ある意味で原発動かしても動かさなくても、あそ
こに燃料棒がある限りにおいては同じなんですよ。
動かして危険だから、止めていれば大丈夫という理
屈はないんですよ。むしろ動かして放射性物質の消
耗、ある程度減らすという。そっちの方が全体的な
放射線量が減ります。一部電力会社で相当雑な問題
も時に出ます。そういうところが国民の不信感を買
うということがありますので、そういうことをしっ
かりやりながら、いろんな面で政府もそういう情報
発信が必要じゃないかなと思っています。

　
【答弁】
　いずれ、体育館は今ある施設です。これを建て替
えるとなりますと、やはりそういうショー的な要素、
プロスポーツ、これを相当意識しながら両方合致す
るような、これを作るのがごく自然でありますし、
また県民も一般体育館と、アリーナが合体するよう
な、そういうことであれば理解もしやすい。そうい
うことでこれは逆に言えば、体育館の方は、私が
もっと早くやれと、推進論者で相当進めます。そう
いうことで、まずこれは何とかいい方向でやりたい
なという。一番なのは最近のミルハス、あれも最初
はいろんな議論あったけども、できたら相当評価い
いんですね。あれも相当、様々な議論あったけれど
も、相当新しい要素を入れて、ああいうふうに出来
ましたので。そういうことからすると、これは、今
のところ体育館は県で最大限力を入れてやるという
方向でいきたいと思います。

【答弁】
　まず、ハピネッツさんは、あそこでないと駄目な
のです。高体連、中体連、これも一緒にやりますの
で、体育館だけ別にポンとあっても大変です。まず
一般的には、今のところの場所に物理的に建てられ
るのであれば、あそこが望ましいことは、ごく普通
の意見だと思います。あれを別に、ポンと離すと連
携できないですね。
　あとはスポーツセンターの合築も、ある意味でま
だ決まっていませんが、スポーツセンターもだいぶ
老朽化しているので合築することもプラン中のひと

つとしてあります。そうしますと、あそこ以外にで
きないのです。それで、一般的にスポーツ関係者は、
今の場所でいいところがあればあそこが一番望まし
いというのが一般論です。

　
【答弁】
　本県における移住者数、昨年度の実績でございま
すけれども、県の登録を経て移住して来た方の人数
で669人ということで、過去最高でございます。中
でも、20代30代が半分程度を占めておりますし、
最近の傾向として、東京都周辺、東京都からの移住
が増えてきているといった傾向でございまして、背
景には、コロナ禍ということで、先ほどおっしゃら
れたように、いろんなそういう都市の暮らしにおけ
るそういったことから、本県への移住も増えてきて
いるものと思っております。
　そうした中、県ではいろんな切り口でＰＲをして
るわけなんですけれども、やはり一つがトップレベ
ルの保育料ですとか学力ですとか、そういった子育
て教育環境、それから、この間のある会社の評価に
おいては、安全安心なまち全国一位といった形で大
変住みやすい、それからいろんな生活環境において
も自然が多いとか、そういったところを秋田の魅力
ということでＰＲをし、それに合わせて、来た際の
住宅における住宅リフォームですとか、あと雪に対
する不安というものもありますので、暖房ですとか
スタッドレスタイヤの購入費への支援、そういった
ことを合わせながら、きめ細かくＰＲをしていると
ころでございます。

【質問①】新県立体育館の整備について
２．新県立体育館の整備等について

【質問①】移住に対する取り組みと課題ついて

３．ウィズコロナ・アフターコロナを
　　見据えた本県の取り組みについて

【質問②】建設場所について

令和４年６月議会建設委員会にて



宮崎県・鹿児島県・福岡県
（４月11～14日）

■ 会派みらい 県外調査

鹿児島県 志布志港（４月12日）
原木輸出量が日本一の港。
全国輸出量の約３割を担う。

し　ぶ　し

ロシアのウクライナ
軍事侵攻に対する集会

秋田駅前アゴラ広場
（３月24日）

令和4年6月議会
予算特別委員会

総括審査

（１月５日）

秋田市地方卸売市場
水産物部 初せり

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

県議会レポート県議会レポート
鳥井 修の

討議資料

あなたと共に歩み、考え、実行する、あなたと共に歩み、考え、実行する、

秋田の未来創生！秋田の未来創生！
鳥井おさむホームページ

http://torii-osamu.com/
鳥井おさむ

活動報告
更新中！
活動報告
更新中！

【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

発展!打開 !
人口減少 高齢化

社会の絆
未来担う
人材

産業と
雇用

創出! 育成!

令和４年・第１回定例会 ２月議会 一般質問　
（令和４年２月22日）

鳥井おさむ活動報告（令和４年１月～６月）

■秋田県議会委員会

■地域行事・後援会活動より

秋田中央高校ラグビー
グラウンド（３月19日）

秋田ノーザンブレッツ
ラグビークリニック

秋田椿台カントリークラブ
（５月13日）

第18回鳥井おさむ後援会
ゴルフコンペ

秋田県議会 議会棟大会議室
　　　　　　  （６月10日）

（
秋
田
魁
新
報
社
／
令
和
２
年
２
月
23
日
掲
載
）

第２回 議会活動に関する
　　  若者との意見交換会

東北絆まつり2022秋田
開会式／秋田市
　（５月28日）

３年ぶりに開催。
ちびっこラガー
マンが元気溢れ
るプレーを展開。

令和4年度
第31回 春期秋田県小学生
ラグビーフットボール大会
大潟村ラグビー場
（６月18日）

（６月17日）


