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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
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秋田県議会 会派会報

９月・１２月議会 要旨報告

主な内容
令和４年

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

県民の幸せと県勢発展のため
　  　 本年も全力で頑張ります!
県民の幸せと県勢発展のため
　  　 本年も全力で頑張ります!

　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、昨年はコロナの影響で中止されていた様々な行事
が開催され、８月には竿灯まつりや大曲の花火など、全国
から多くの観光客が来秋され、秋田の伝統や文化を堪能さ
れた事と思います。今冬も本県の小正月行事をはじめ各地
の冬まつりを堪能して頂ければと思います。

　スポーツ界に目を向けるとサッカーワールドカップの日本代表の活躍は我々に大きな感動と勇気
を与えてくれました。今年も本県のトップスポーツをはじめ、秋田県勢の活躍を期待しております。
　一方、昨年は本県を含む東北や北陸地方への大雨により甚大な被害が出ており、県民の生命と財
産を守るために県土の強靭化を図っていかなければなりません。また、ロシアのウクライナ侵攻に
より国内の電気・ガス料金は大幅に値上がりし家計を直撃しています。
　今後の電力の安定供給に向けた長期戦略の策定は今後の日本の成長を左右する極めて重要な作業
となり、将来にわたり日本を持続的に成長、発展させるためには安定した電気と低廉な価格の電気
が必要となります。
　また、今年は新型コロナウイルス
感染症対策と社会経済活動の両立を
はかり、本県の抱える課題に果敢に
取り組んでいかなければなりません。
　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
宜しくお願い申し上げます。

令和４年９月15日 一般質問　傍聴の皆様、知事、副知事と

シバザクラ（芝桜）
（ハナシノブ科・フロックス属）
北アメリカ原産。別名：花爪草
（ハナツメクサ）。学名「Phlox」
は炎のように鮮やかなことから
ギリシア語の「Phlogos (炎)」
が語源。傾斜地や石垣など、水
はけのよい場所を好みちょうど
桜の後の４月～５月に草丈の低
い白やピンクの花を咲かせます。



９月９日～10月６日
令和４年・第２回定例会

９月議会
　今回の補正予算は、８月の大雨による被害対策に要する経費のほか、新
型コロナウイルス感染症への対応、コロナ禍における原油価格・物価高騰
対策等、新秋田元気創造プランに基づく事業等について計上した。

令和４年度 一般会計 補正予算

万円7,222億218
補正後の規模 億6,505 2,407 万円

総括審査

…………… １億6,730万円

●保育所等エアロゾル感染対策費補助事業
　
　エアロゾル感染対策のため、高機能の空気清浄機等の
　購入に要する経費に対し助成する。

新

…………… ２億 775万円

●新型コロナウイルス感染症総合案内窓口設備事業
　
　全数把握の見直しを見据えて、発生届の対象外となった
　陽性者に係る相談体制を整備するため、新たに新型コロ
　ナウイルス感染症に関する総合案内窓口を設置するとと
　もに、窓口の周知啓発を強化する。

新

…………… ９億 660万円

●エネルギー・食料品価格高騰対応緊急助成事業
　
　原油・原材料等の価格高騰の影響を受けている低所得世
　帯の負担軽減を図るため、市町村民税非課税世帯を対象
　に給付金等を支給する市町村に対し助成する。

新

…………… ４億6,123万円

●県内中小企業省エネ設備更新緊急支援事業
　
　原油・原材料等の価格高騰の影響を受けている県内中小
　企業者の負担軽減を図るため、省エネ設備への更新に要
　する経費に対し助成する。

新

……………… 25億 6,820万円

●新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関等
　支援事業
　地域の医療提供体制の維持・確保を図るため、最前線で
　新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れに対応する
　医療機関に応援金を支給する。

……………… 1,104万円

●デジタル技術を活用した福祉相談業務支援事業
　
　新複合化相談施設における福祉相談業務のデジタル化を
　推進するため、音声認識システムを導入する。

10月14日～ 11月２日
令和４年

決算特別委員会

一般質問９月議会

……………… 85億 6,814万円●災害復旧対策事業
　①国庫補助事業→被害を受けた土木施設、農業用施設の
　　復旧を行う。
　②県単独事業　→被害を受けた土木施設等の復旧を行う。

……………… ６億 800万円●災害査定調査事業
　被害を受けた道路や河川等の公共土木施設について、
　災害査定申請に必要な調査を行う。

総括審査９月議会

東海林　洋［湯沢市・雄勝郡］
◆
◆
◆

新型コロナウイルス感染症対策について
秋田内陸線の災害復旧について
あきた芸術劇場ミルハスについて

◆
◆

◆
◆

旧統一教会及び国葬に対する知事の考えについて
ウィズコロナ・アフターコロナにおける
　　新型コロナウイルス感染症の後遺症対策について
円安下において留学する学生への支援について
港湾区域内における洋上風力発電の地元貢献について

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］
せい げん

9月補正予算の主な内容

佐藤 正一郎
　　　［湯沢市・雄勝郡］
◆

◆
◆

◆
◆

◆

新型コロナウイルス
　感染症への対応について
賃金水準の向上について
記録的な大雨などの
　　　　災害対策について
畜産の生産振興について
水田活用の
　直接支払交付金について
湯沢高等学校の
　　　　改築整備について

鳥 井 　修［秋田市］
◆

◆
◆
◆
◆

新型コロナウイルス
　感染症対策への取組について
インバウンド需要の獲得について
エネルギー政策について
賃金向上対策について
公立中学校部活動の
　　　　　地域移行について

吉 方 清 彦［能代市・山本郡］
◆

◆
◆
◆

◆

全国学力・学習状況調査の
　　　　　　　事前対策に関する報道について
大学生等への修学支援について
地域スポーツクラブの運営について
白神山地世界自然遺産登録30周年に向けた
　　　　　　　　　　観光客受入体制について
林業等の人材不足について

一般会計および
特別会計の決算について審査

鳥 井 　修［秋田市］副委員長

新



11月28日～ 12月22日
令和４年・第２回定例会

12月議会
12月補正予算の主な内容

令和４年度 一般会計 補正予算

万円569億92
補正後の規模 億6,597 2,977万円

　今回の補正予算は、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策等に要す
る経費のほか、新型コロナウイルス感染症への対応、新秋田元気創造プラ
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、国の
緊急的な対応に合わせた本県の観光関連産業の支援に要する経費について
計上した。

一般質問12月議会 総括審査12月議会

５億 3,984万円●家電の省エネ促進生活支援事業
　電力等の価格高騰の影響を受けている世帯の負担軽減を
　図るため、節電効果の高い省エネ家電製品の購入経費に
　対し商品券やキャッシュレスポイント等を交付する。

新

…… １億 1,085万円●保育所等物価高騰対策事業
　電力・食料品等の価格高騰の影響を受けている保育所等
　や保護者の負担軽減を図るため、光熱費及び給食費（副
　食費）の高騰分に対し助成する。

新

……… ７億 9,130万円

●福祉施設・医療施設物価高騰対策事業
　
　電力等の価格高騰の影響を受けている福祉施設・医療施設
　の負担軽減を図るため、光熱費の高騰分に対し助成する。

新

……………… 121万円●新県立体育館整備事業
　令和１０年に開館を目指す新県立体育館の施設規模や機能
　を検討するため、基本計画検討委員会を開催する。

新

新

……… ３億 6,100万円

●新型コロナウイルスPCR検査等保険適用外負担費
　
　次の感染拡大期に備えるため、PCR検査等の患者自己負
　担分に対する支援経費を増額する。

……… 11億 1,700万円

●新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業
　
　次の感染拡大期に備えるため、自宅療養に係る医療費の
　患者自己負担分に対する支援経費を増額する。

……… ５億 6,000万円

●新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス
　継続支援事業
　新型コロナウイルス感染症の発生時においても事業所等
　が介護サービスを継続して提供するために必要となる経
　費に対し助成する。

……… 19億 6,228万円

●「秋田へGo！｣秋田を旅しようキャンペーン事業
　
　本県観光関連産業を支援するため、国内在住者を対象と
　した旅行商品や宿泊代金に対する割引を実施するととも
　に、県内の観光関連施設等で旅行期間中に使用できる地
　域限定クーポン券を発行する。

佐藤 正一郎
　　　［湯沢市・雄勝郡］

東海林  洋［湯沢市・雄勝郡］
◆

◆

◆
◆
◆
◆

県財政の現状と
　　今後の見通しについて
今議会に提案されている
　　補正予算の内容について
移住・定住対策について
コロナ後の観光振興について
農林業の振興について
教育関係の課題について

三 浦  茂 人［秋田市］
◆
◆
◆
◆

保育園・幼稚園の環境改善について
中小・零細企業のDX推進について
財政の中期見直しと財政状況の情報発信について
コメの消費拡大について

◆

◆
◆
◆

◆
◆

新型コロナウイルス
　　　　感染症対策について
職員の自殺について
物価高騰と経済対策について
新県立体育館
　　　　　整備事業について
空き家対策について
湯沢高等学校の改築について

各常任委員会　令和４年 ９月議会・12月議会

土谷 勝悦
［横手市］

三浦 英一
［由利本荘市］

渡部 英治
［大仙市・仙北郡］

福祉環境委員会（令和４年12月議会） 建設委員会（令和４年９月議会）  農林水産委員会（令和４年12月議会）



一般質問 項目

１．新型コロナウイルス感染症対策への
　　取組について
　①新型コロナウイルス感染者の
　　　　　　　　　　　全数把握について
　②新型コロナウイルス感染者数の
　　　　　　　　　　　定点把握について
　③無症状患者の外出容認と
　　　　　　　　　ウィズコロナについて
　④第７波による県内経済への
　　　　　　　　　　　　　影響について

２．インバウンド需要の獲得について

３．エネルギー政策について
　①エネルギー安全保障について
　②電気料金高騰について

４．賃金向上対策について

５．公立中学校部活動の
　　　　　　　　地域移行について
　①県が担う役割と地域移行の
　　　　　　　　　　課題や対話について
　②地域移行を活用した
　　　　　　　　　地域の活性化について

令和４年９月15日（木）

第７波による県内経済への影響について
【質問④】

鳥井おさむ 一般質問要旨令和４年 第２回定例会 ９月議会 （抜粋）

◆ 知事・教育長答弁より（抜粋）

無症状患者の外出容認とウィズコロナについて
【質問③】

１．新型コロナウイルス感染症対策
　　への取組について

　コロナと共存するウィズコロナを前提として、
経済社会活動を可能な限りコロナ発生前の状態に
戻すよう急ぐべきであり、無症状患者の外出容認
を受け、経済社会活動を可能な限りコロナ発生前
の状態に戻すよう政治が覚悟を決めて政策を進め
るべきと考える。感染拡大防止と経済社会活動の
共存をどのように進めていくつもりなのか。
　
【答弁】
　本県においては、後方支援医療機関での受入れ
を促進してコロナ専用病床の効率的な運用を図り、

重症者や重症化リスクの高い方々へ重点的に医療を
提供するとともに、軽症の方々が自宅で安心して療
養できるようサポート体制を充実させていく。さら
に、社会経済活動の正常化に向けて、感染症法上の
位置づけの変更が重要であることから、全国知事会
において、そのロードマップを具体的に示すよう国
に提言しているところであり、県としても、知事会
と一体になって、早期の提示を働きかけていく。

　県内経済にも影響が広がっており、外食チェーン
店では一時休業したケースもあり、バス会社や郵便
局など住民の生活に身近な公共サービスの現場でも、
業務継続に苦しい対応を迫られている。
　県では、第７波の爆発的な感染拡大による県内経
済や県内事業者などへの影響をどのように認識し、
どのように対策を講じてきたのか。
　
【答弁】
　県内経済への影響は徐々に緩和傾向にあるものの、
従業員の感染等による人員不足で、運営に支障を来
している企業等もあるものと認識している。感染拡
大による影響に加え、原油価格・物価高騰による影
響も深刻であることから、燃料の価格高騰の影響を
受けた県内トラック事業者やタクシー事業者等への
緊急支援を実施するなど、幅広く県内経済の下支え
を行ってきた。また、厳しい経営環境に置かれてい
る県内中小事業者については、デジタル化による生
産性向上や新分野進出・業態転換による経営基盤の
強化など、アフターコロナを見据えた取組を積極的
に推進していく。
　

２．インバウンド需要の獲得について
　
　日本に行きたいという外国人観光客のニーズはこ
れまでになく高まっており、日本の経済再生のため
に、より迅速な対応が求められる。今こそ、ピンチ
をチャンスに変える絶好の機会であり、政治が決断
すべきであり、国が進める水際対策緩和を踏まえ、
県はどのようにインバウンド需要を獲得していくつ
もりなのか。
　
【答弁】
　我が国の水際対策は一部緩和されたものの、訪日
旅行のハードルは高い状況にある。県としは、アフ
ターコロナの誘客を見据え、新たな観光コンテンツ
の造成や、外国人観光客の受入再開に向けたセミ



ナーの実施など、受入態勢の充実を図っているほか、
台湾側にチャータ便の早期運航を要請している。
今後の訪日旅行においては、少人数旅行やアウトド
ア体験等のニーズに適している本県が、目的地とし
て選ばれる可能性が一層高まると期待している。水
際対策の更なる緩和を国に働きかけていく。

３．エネルギー政策について

　電力安定供給の確保と国民生活の安定、さらに低
炭素社会を実現するエネルギーは、当面、原子力を
選択肢から外せないと考える。国の新たなエネルギー
政策の方針を踏まえ、安定的なエネルギーの確保に
ついて、県としてどのように取り組んでいくのか。
　
【答弁】
　再生可能エネルギーの主力電源化と併行して、エ
ネルギー自給率の向上や電力コストの低減、温室効 
果ガスの削減目標達成のため、規制基準に適合する
原子力発電所の稼働は、当面一定程度必要なものと
考えられ、次世代型原発についても、安全性を大前
提とした上で研究開発が進められるものと認識して
いる。県としては、国の示すエネルギーミックスの
達成に向けて、風力や地熱など本県の有するポテン
シャルを最大限に活用し、再生可能エネルギーの導
入を積極的に進めるとともに、火力発電所の脱炭素
化やＣＣＳの事業化を通じて、我が国のエネルギー
自率向上とカーボンニュートラル達成に寄与していく。
　

４．賃金向上対策について
　
　今年度の全国の企業や県内企業の賃上げの状況や
実績を踏まえ、県の施策がどのように企業の賃上げ
に繋がったのか。また、物価高、燃料費高騰、円安
などに苦しみ賃上げしたくても出来ない企業の意見
をどのように吸い上げ、県としてどのような対策を
講じ、県が掲げる賃金水準の向上に繋げていく考え
なのか。
　
【答弁】
　最低賃金が、現行制度導入以降で最大となる３１円
の引上げとなるなど、賃金上昇につながる動きが更
に広まっていくものと見込んでいる。県では、これ

までも企業の収益拡大につながる生産性向上等の取
組への支援を行ってきたが、今年度から新たに導入
した賃上げを要件とする補助制度や制度融資につい
ては、企業から積極的に利用いただいているところ
であり、今後、事業の進捗を確認しながら、賃上げ
の成果に結びつけていく。一方、燃料費高騰等によ
る影響について、県内企業を対象に実施した調査に
よると、多くの企業で未だ十分な価格転嫁ができて
いないことから、経営基盤の強化等により、継続し
て賃上げできる環境を整えていくことが重要と考え
ている。引き続き、新事業創出や業態転換を促進す
るなど、企業の賃上げにつながる取組を力強く後押
ししていく。

５．公立中学校部活動の地域移行について

　部活動の地域移行が主たる効果だけではなく、地
域の活性化など副次的な効果を生み出す可能性があ
ることから、県としても地域の重要な資産になり得
るよう積極的に関与していくべきと考えるがどうか。
　
【答弁】
　人口減少や高齢化が進行する中にあって、地域住
民の活動を活発化させ、地域コミュニティ機能の維
持を図ることが、本県にとって大きな課題となって
いる。部活動の地域移行が、その副次的な効果とし
て、中学生と地域との触れ合いが生まれることによ
り、これまで以上に地域を意識し、積極的に関わり
合いを持つきっかけになりうることから、地域の活
性化にも少なからず寄与するものと捉えている。移
行を契機として、部活動以外にも地域コミュニティ
機能の維持・向上や活性化につながる事例などを、
市町村に対し積極的に情報提供し、必要に応じて、
地域振興局を通じた支援なども考えていく。

エネルギー安全保障について
【質問①】

地域移行を活用した地域の活性化について
【質問②】

■ インバウンド需要

インバウンド（ �������）には「到着する、入ってくる」と
いう意味があり、業界によってさまざまな使われ方をされる
言葉ですが、旅行業界では「外国からの旅行者」を指します。
ここでは、日本に訪れた外国人の日本国内で生み出された商
品やサービスへの需要という意味になります。
※対義語：アウトバウンド（例／インバウンドを「訪日外国
　人」と意味づける場合、アウトバウンドは「出国日本人」）

令和４年９月議会 一般質問



秋田市南部地区
少年指導委員会キャンペーン活動

連合秋田
中央地協
クリーン
アップ

（９月３日）

秋田市　
（12月13日）

鳥井おさむ
後援会役員会

（10月31日）

地元御所野で
辻立ち再開

（８月６日）
竿灯まつり
騎馬提灯

県外調査

（９月26日）

秋田火力
ウォーキング
クイズラリー
参加

（10月21日）

秋田県東北電力
総連大会

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!

KAKKIN秋田 県外調査【女川原子力ＰＲセンター】
（宮城県牡鹿郡女川町／令和４年11月10日）

活動報告（令和４年８月～12月）
■後援会活動・地域行事より

秋田市（12月２日）
県政報告会

仙台市（11月15日）
県政報告会

京都府庁

一般質問の様子がマスコミに取り上げら
れました（令和４年９月15日）

（京都府／11月８日）◆議会運営委員会

（県道317号／11月27日）◆建設委員会

（愛知県常滑市／９月５日）◆会派みらい

旧京都府庁舎前にて

サンセットウォーカーヒル／ワイナリー

（岩手県石巻市／11月11日）
◆KAKKIN

旧大川小学校視察

（秋田魁新報社／令和４年９月16日掲載）

※KAKKIN（かっきん）：
　核兵器廃絶・平和建設国民会議の略称

県道西目屋二ツ井線 荷上場バイパス 開通式
【二ツ井地区と藤里町間】土砂崩れなど災害の影響
を回避し、今後の安定的な通行の確保につなげる。

荻原秋田市議（左）
渡部秋田県議（中央）と  

（11月１日）
城南中学校


