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福島県議会議員

案のうち、知事提出議案
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今定例会で審議した一

県議会は六月二十二日に開会し、知事提出議案

件、報告８件、新型コロナウ
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イルス感染症によって低迷している県内経済への対策費やＡＬＰＳ処理水の海洋

（6億1,800万円）
●感染拡大に備えた検査体制の強化

（5億7,510万円）
●中小企業等への融資枠の確保
増額いたしました。
光 振 興 策

支援対策事業として「県

県民限定の観光周遊宿泊

観光振興策としては、

—観

（5億6,490万円）
●県民限定宿泊割引「県民割プラス」

（43億4,010万円）
●県産酒の消費拡大に向けたキャン
ペーン等の実施に要する経費

（1億4,230万円）
ラス」の予約受付開始時

期については、感染状況

を見ながら判断すること
になっております。

農 林 水 産 業振 興
—
—

福島第一原発の処理水
処分に関する方針決定に
伴い、懸念される風評へ
の対策強化として、輸入
規制が続くアメリカにお
いて県産農林水産物の安
全性や魅力をＰＲいたし

点農業用ため池の防災工

用機械等の復旧や防災重

県沖地震で被災した農業

また、本年二月の福島

ます。

—

事に向けた劣化状況評価
等が実施されます。

—会 津 地 域 振 興

会津 市町村で進め
る「会津地域デジタル変
革プロジェクトによる市
町村標準業務構築モデル

有志竟成 ゆうしきょうせい
―

―

この新聞の題字となっている「有志竟成」の意味をよく訊ね

られます。

この言葉の出典は、中国の歴史書『十八史略』東漢篇による

もので【志ある者は事（こと）竟（つひ）に成る】と訓読しま

す。

二〇一八年にノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学の本

庶佑（ほんじょたすく）特別教授が、ストックホルムにあるノー

ベル博物館に寄贈した色紙にも書いた言葉で、「志を曲げるこ

となく、固い信念を以て事に当れば遂には実現される」という

自分自身の政治姿勢の中心に据えたい言葉として、題字に選

意味になります。

ついては、令和四年中の

用を計上、ＪＲ只見線に

き只見線の利活用促進を

を企画しており、引き続

します。年内数回の実施

の注意喚起と被害防止対

ました。今後も、最大限

没注意報」を発令いたし

となる「ツキノワグマ出

対策を強化するためＩＣ

今年度からは、さらに

高となりました。

万５千頭を超え、過去最

た昨年度の捕獲頭数が３

びました。

全線開通に向け、六月三

策に向け、市町村など関

Ｔわなの貸出を実施して

理と被害防除などの実状

係機関との連携強化を求

に応じた対策を求めてま

—

るイノシシについては、

環 境 改 善

野生鳥獣対策について

狩猟捕獲、有害捕獲およ

—住

図ってまいります。
間の上下分離に伴う第三
種鉄道の申請を国に対し

は、ツキノワグマの目撃

町村などから聞き取りを

で関係機関や有識者、市

メンバーとして、これま

プロジェクトチーム」の

域振興条例改正に向けた

「福島県過疎・中山間地

会派内に設置された

で過疎地域として定め、

案では、両町村を県独自

した。取りまとめた改正

どう規定するかが課題で

両町村についての対応を

なった会津坂下、湯川の

の指定要件を満たさなく

した新過疎法で過疎地域

今回、国が今春に施行

る予定です。

条例改正の審議が行われ

を提出し、九月定例会で

秋議長に対して自民党案

んでいます。

教育環境の充実を盛り込

や移住を見据えた子育て・

た視点や関係人口の創出

エネルギーの利活用といっ

六月二十二日に太田光

行い、検討を重ね改正案

さらにＩＣＴや再生可能

ました。

の取りまとめを行ってき

自民会派「過疎・中山間地域振興条例改正
プロジェクトチーム」

引き続き、生息環境管

また今月十日には、会

件数が多くなっているこ

いります。

おります。
津鉄道が所有する「お座

び県の直接捕獲を合わせ

また、近年増加してい
トロ展望列車」を活用し

とから、今年度、本県初

て行いました。

た臨時列車の運行を開始

めてまいります。

十日に会津川口から只見

事業」の実施のための費

日
好

是

新過疎法への対応

なお、この「県民割プ

します。

（108億6,600万円）
●地域公共交通機関への運行支援

—

に実施するための経費を

従事者等への検査を着実

と高齢者施設等における

は、外部検査体制の充実

さらに検査体制の強化で

器等の整備に係る費用、

しては、治療に必要な機

受け入れる医療機関に対

費等を支援、また患者を

サービスよりもかかる経

対策のために通常の介護

保や消毒など、感染防止

業所に対して、職員の確

●入院医療機関等への設備整備支援

放出に伴う風評対策費を盛り込んだ補正予算案について審議を行い、七月七日に
閉会しました。

般会計補正予算は、新型
コロナウイルス感染症対
策に係る経費のほか、風
評対策として、漁業の魅
力発信や県産水産物の購
買促進、風評対策情報の
デジタル化による効果的
な発信と分析などに要す
る経費が含まれています。
新型コロナ対策
—
—

発生した介護サービス事

一般会計補正予算の主な内容
民割プラス」を準備いた

13

々

日

風評対策事業に注力
一般会計補正予算
２４０億４，２００万円

県議会は 日間の審
議を終え、提出された議

県議会６月定例会
新型コロナウイルス感
件、議員提出議案７
件を可決、承認しました。 染症対策では、感染者が

37
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６月定例会
デジタル変革に向けた業務の

保育現場におけるＩＣＴの導

の振興に取り組んでまいります。
ふくしま医療機器開発支援セ

県オリジナル米「福、笑い」

従来の仕事の仕組みや進め方
保育業務を支援するシステムの

郡山市内の保育所において、
保証する各認証の更新を確実な

職員の技能向上や試験の品質を

医療機器の高度化に対応した

素晴らしさをＰＲし、県産米を

販売で高い評価を受けた食味の

面積で生産する希少性や、先行

認証ＧＡＰ取得者が限られた

の販売促進について

の抜本的な見直し、行政手続き
機能強化により業務の効率化を
ものにするとともに、企業のニー

牽引するトップブランド米とし

ンターの機能向上について

のオンライン化の拡充など、業
図るモデル事業を実施するとと
ズ等を踏まえた試験機器の整備・

入による業務の効率化について

務の効率化を一層推進し、県民
もに、県内保育所等を対象とし

効率化について

六月三十日の一般質問に
の利便性の更なる向上につなげ

更新を計画的に行うことにより、 ての定着を目指しております。

一般質問

登壇いたしました。以下は、
新たな医療機器開発に挑戦する

このため、米穀専門店への戸

て、既存システムの改修費用や

別訪問や、百貨店でのギフト展

専門家によるコンサルティング

企業の取組を支援してまいりま

てまいります。
の費用を支援しております。

その答弁内容です。
若手職員の育成について

運転免許証更新手続きの簡素化について

昨年の県議会２月定例会での私の一般質問において、運転免許証

更新手続きの簡素化について質問をいたしました。

これを受け、県警では昨年九月一日から棚倉警察署及び南会津警

察署において、事前予約により更新申請手続きと講習を一日で終了

するサービスを試行しました。

七月一日からは、更新手続きを行っている全ての警察署及び分庁

や工事が進められるよう、技術

引き続き、行政サービスの向上のため提言を行ってまいります。

舎において、優良運転者を対象に試行を拡大することになりました。

的な助言を行うとともに、耐震

販売に合わせたテレビＣＭ等に

開による販売開拓に加え、本格

周知しながら、ＩＣＴの活用に

より、首都圏における知名度の

遊漁の再開に向け、漁協と連

の耐震化の促進に取り組んでま

市町村と一体となって、建築物

要不可欠であることから、事業

ネットワークを強化する上で必

そのため、各地域の地域医療

資源の循環利用、漁場の適正管

の整備・有機栽培の拡大、森林

スマート技術の導入や生産基盤

向け、種苗放流への支援等に取

引き続き、遊漁者数の回復に

が可能となっております。

浜通りの一部の漁場を除き遊漁

る湯野上バイパスについては、

ており、また、国が施行してい

る橋梁やトンネル工事等を進め

イパスについて、阿賀川に架か

供用を目指し、残る工事の進捗

今後も、国と連携し、早期の

ミーふく しま」 が、いよ いよ来

業化につ ながっ た「林業 アカデ

私の過 去の質 問から一 気に事

例会も開かれます。

期に、会 津若松 市議会の 六月定

県議会 六月定 例会とほ ぼ同時

編集後記

働きかけてまいります。

線自治体等と共に、国等に強く

区間の早期事業化に向けて、沿

化された区間の早期完成と残る

であり、今後とも、復興を始め

構想調整会議において、今回の

理などの取組を強化し、持続性

県において、下郷町小沼崎バ

て

会津縦貫南道路の整備につい

いります。

全線での四車線化は、大規模

向上を図りながら「福、笑い」

化に要する費用を補助するなど、 災害時等に備え、広域的な道路

生抑制など環境に配慮した生産

携しモニタリング検査に取り組

れております。
の販売を促進してまいります。

今回の新型コロナウイルス感

技術の開発・普及等に取り組ん

んでおり、漁場によっては一部

つきましては、これまでエコファー

生産力向上と持続性の両立に

と持続性の両立に対する考えは

掲げる農林水産業の生産力向上

みどりの食料システム戦略に

す。

若手職員の育成につきまして
よる保育現場の負担軽減を図っ

今後は、これらの成果を広く
は、基本的知識の習得や政策形
てまいります。

アフターコロナを見据えた今

成能力の向上に向け、職場内で

後の県づくりについて
新型コロナウイルス感染

知事

の日々の指導や職層別の集合研
を考慮した、地域医療構想の推

今後も想定される新型感染症

症が、本県の復興・創生に影響
修等を行ってまいりました。
が、被災地の現状や課題につい

染症が、地域の医療提供体制な

でまいりました。

昨年度からは、新規採用職員

を及ぼし続けている中、現在策

て現地で学び、復興を自分事と

どに及ぼした影響を踏まえ進め

定を進めている新たな総合計画
においては、アフターコロナを
して考えるための研修や受講職

ていく必要があると考えており

内水面漁業の振興について

見据え、新型感染症による社会
員の代表者が知事と意見交換を

進について

変革を的確に反映し、復興・創
行い、その思いや現場主義の大

マーの育成や、水田のメタン発

生の取組を着実に進めた先の二

そのため、計画に位置付ける
とする困難な課題に対して、積

経験を通して得られた問題点や

トンネルなどの工事が進められ

の魚種に出荷制限が残るものの、

〇三〇年に実現したい福島の将
ます。

政策については、根拠に基づく
極的に挑む職員の育成に努めて

り組むとともに、水産資源研究

今後は、環境負荷を軽減する

来の姿を描いてまいる考えです。 切さを学ぶ取組も始めたところ

政策立案の考え方を可能な限り

に配慮した生産力の向上を図っ

を図るとともに、会津若松市門

合った友釣りに適する本県産ア
ユ種苗の安定供給に着手するな

ております。

影響などの議論を通じて、地域

たところです。

た。こう した県 の取組に 対して

は、市町 村の協 力が不可 欠であ

るため、 会津若 松市議会 の小畑

匠議員と 連携し 、六月議 会の一

般質問の機会に、林業アカデミー

ふくしま への市 職員の派 遣につ

今後は、耐震基準を満たさな

工事着手に向けた調査等が行わ

ど事業化された区間について、

のような活動も報告いたします。

「つなが る政治 」を目指 し、こ

今後も市と県が連携できる

いて質問をしていただきました。

い場合に、円滑に改修等の設計

について

春に研修 事業を スタート しまし

ど、内水面漁業の振興を図って

ど、引き続き、会津地方の高速

業化に向けて、調査を進めるな

年度の本 格運用 に向けて 、この

所において、遊漁者のニーズに
県オリジナル米「福、笑い」
の生産振興について
販売状況等の分析により作付
面積を定め、認証ＧＡＰ取得者

田町から芦ノ牧までの区間の事

てまいる考えです。
進めてまいります。
ふくしま医療機器開発支援セ
ンターを核とした本県の医療関
連産業の振興について

避難路に面した建築物の耐震

まいります。

の実情に即した取組となるよう

まいります。

本県の殺処分数の約７割が飼

について

離乳前の猫の殺処分数の削減

取り入れながら、計画策定後に
おいてもＰＤＣＡサイクルの確
実な実行により事業効果の適切
な評価と具体的な成果の創出の
見える化を意識してまいります。

育に手のかかる離乳前の子猫と
なっております。

による研究会を生産者として登

ふくしま医療機器開発支援セ

ネットワークの早期完成に向け
した避難路の沿道で、地震時の

佐藤議員から例示された他県

化について

倒壊により、通行を妨げる恐れ

優先整備区間に選定されてい

録し、栽培基準を統一するなど、
さらに、栽培技術の向上と平

があるものを対象に、所有者等

ンターでは、製品開発から事業

準化に向けて、研究会ごとに設

へ耐震診断を実施し、本年末ま

の取組である「ミルクボランティ

置する実証ほ場を活用し、生育

る会津若松から安田間のうち、

取り組んでまいります。

診断に基づく栽培指導や研修会

でに結果を報告するよう求めて

会津坂下から西会津間の一部な

耐震改修促進法に基づき指定

今年度は新たに、コーディネー

を行うなど、高価格帯の米にふ

おります。

管理を徹底しております。

ターを配置し、県内企業との橋

さわしい高品質な「福、笑い」

化まで一体的に支援しており、

渡しを行い、新規参入を促進す

の生産振興に取り組んでまいり

ア制度」に学び、一匹でも多く

新たな運用では、離乳前の猫

るとともに、安全性評価試験及

の命を助けるため、本年五月に、 着実に関連産業の集積が進んで

を適正に飼育するために必要な

び人材育成事業の更なる利用拡

磐越自動車道の全線四車線化

知識や経験があると認められる

ます。

おります。

方を対象に譲渡することとして

大に努め、医療関連産業の一層

譲渡の運用について見直しを行っ

おります。

