令和三 年秋 田県 議会 第二 回定 例会 会議 録

議事日程第 十三号
令 和三年十二 月二十一日 （火曜日）

第一八、 議案第二一 四号

第一 七、議案第 二一三号

公の施 設の指定管理 者の指定に ついて

公の 施設の指定 管理者の指 定について

公 の施設の指 定管理者 の指定につ いて

収条例の 一部を改正 する条例案

第一九、議 案第二一五 号

秋田 県公安委員 会関係手数料 徴収条例の 一部を

第
二、議案第 二〇〇号

一、 議案第一九九 号
秋 田県公安委員 会の委員の 任命につい て

秋田県教 育委員会の委 員の任命に ついて

秋田県 人事委員会 の委員の選 任について

第二五、議案第 二二〇号

第二四、 議案第二一九 号

第二三 、議案第二 一八号

第二 二、議案第 二一七号

第二一、議 案第二一六 号

交通事故 に係る和解 について

交通事 故に係る和 解について

交通 事故に係る 和解につい て

交通事故 に係る和解に ついて

公の施 設の指定管 理者の指定に ついて

第 十三 号

第 二〇 、議 案第二 〇八 号

第
三 、議案第二 〇一号
令和三年 度秋田県一般 会計補正予 算（第七号 ）

改正 する条例案

第
四、 議案第 一九 三号

午後 一時開議

第

第二六 、産業観光 委員会所管 事項報告の件

令和 三年度秋田 県能代港エ ネルギー基 地建設用
地整 備事業特別 会計補正予 算（第一号 ）

法務 局の増員に 関する意見書 の提出につ いて

た意 見書の提出 について

ウイ グル人に対 する人権侵 害問題の解決 に向け

第二七、 請願審査の 件
請願第 四九 号
請願第五 〇号

人工 透析を要す る要介護者 が特別養護 老人ホー

ム に入居できる よう介護保 険制度の改 正を求め

請願第 四七 号

（ 第一号）

有 事並びに平時 における医 療提供体制 の維持に

る請願 について
請願第 四八 号

令和三年 度秋田県下 水道事業会 計補正予算 （第

令 和三年度秋 田県工業用水 道事業会計 補正予算

号）

令和三 年度秋田県 電気事業会 計補正予算 （第一

算（第一 号）

令和三年 度秋田県港 湾整備事業特 別会計補正 予

五 、議 案第一 九四 号

九、 議案第 一九 八号

八 、議 案第一 九七 号

七、 議案 第一 九六 号

六、 議案第 一九 五号

第
第
第
第
第

令和 三年度秋田 県一般会計補 正予算（第 八号）

法務局職員の 増員に関 する意見書

関 する意見書 の提出につい て

第 一〇 、議 案第二 二二 号

当せ ん金付証票 の発売につ いて

第二 九、意見書 案第七号

人工透 析が必要な要 介護高齢者 に係る介護 保険

二号）
第一一 、議案第二〇 九号

公 立大学法人 国際教養 大学の中期 目標について
第三 〇、 意見書 案第 八号

持続 可能な医療 提供体制の 確立を求める 意見書

制度の改 正を求める 意見書

けた対応 を求める意 見書

中華人民 共和国によ る人権侵害 問題の解決 に向

第一二 、議 案第 二一 〇号

交通事故 に係る和解に ついて

第二 八、 意見書 案第 六号

第一 三、議案第 二一一号

公の 施設の指定 管理者の指 定について

第 三一 、意 見書案 第九 号

第一四 、議案第二 一二号

を 改正する条 例案

第三二 、議員派遣 の件

秋田県国営土 地改良事 業負担金徴 収条例の一 部
秋田県 長期優良住 宅建築等計 画認定等手数 料徴

第一 五、議 案第 二〇 四号
第一 六、 議案 第二〇 五号
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真

明

実

明

達

薫

豪

事項調査 ）

（常任委 員会、議会 運営委員会 の所管

号 ））

第三三 、委 員会審 査、 調査継 続の件（請 願審査（ 請願第七号、請 願第一一

本日の会 議に付した 事件
議事日程に同 じ
午後一時開 議
四十三名

二十 三番
北

川

子

加

松

本日 の出席議員

二 十五 番
石

幸

三十 四番

小

臣

二十 七番

東 海林

健一郎
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豊
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康
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司
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事

松

健 康 福 祉 部 長
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あきた未来創 造部長

企 画 振 興 部 長

柳

小

鶴

田

佐々木
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藤
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幸
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治
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秀

藤

部
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長
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●議長（ 柴田正敏議 員）

会計管理者（兼）
出
納
局
長
村

奈
田

良

浩

詠
幸

吾

聡

長
田

課

財
安

告

同

同

第 一九八号

第一九 六号

第 一九四号

（朗 読省略）

れた。
第二一 四号

議案 第二〇五号

同

出された 。
同

第二一九号

第二一 七号

議案 第二〇八号

同

た。

議会の運営 に関する 事項

書が 提出された 。

同

同

第二一 五号

第 二一三号

同

同

第二二〇号

第二 一八号

第二一六号

一、十 二月 二十一 日、 次の事 項について 議会運営委員 長から調査 継続申出

教育 公安委員長

建 設 委 員 長

産業 観光委員長

農林水産委員 長

福祉環 境委員長

総 務企画委員 長

一 、十 二月 二十日 、次 の委員長 から所管事 項の調査継 続申出書が提 出され

とおり である。

一 、関 係委 員会に おけ る請願の 審査の結果 は、別紙「請 願審査結果 表」の

教育公 安委員長

一、 十二月二十 日、次の委員 長から請願 審査継続 申出書が提 出された。

福祉環 境委員長

総 務企画委員 長

一、十二 月二十日、次 の委員長か ら請願審査 報告書が提 出された。

同

一、 十二 月二 十日 、次の 議案につ いて教育公 安委員長か ら審査報告書 が提

(4) (2)

(6) (4) (2)

政

教育委員会教育長
田

部

誠

久

察

本

長

警
これ より本日の 会議を開きま す。

長

報

諸般 の報告 は、 お手 元に配付 してありま す議長報告の とおりであ りま

議

すの で、朗読を 省略いたし ます。

第一九五 号
同

第 二一〇号

第二一 二号

(3) (1)

議会 の会議規則 、委員会に 関する条例等 に関する事 項
議長の諮問 に関する 事項

一、十 二月二十一 日、総務企 画委員長か ら次の意見書 案が提出さ れた。
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一、 十二 月二十 日、 次の 議案につい て予算特別 委員長から 審査報告書が 提
出 された。
同
第一九七号

議案第 一九三号

同
第二二 二号

出された 。
議案 第二〇九号

出さ れた。
議案第二一 一号

一、十 二月 二十 日、 次の議案 について建 設委員長 から審査報 告書が提出 さ

議案 第二〇四号

出された 。

一、 十二 月二 十日 、次の 議案につ いて農林水 産委員長か ら審査報告書 が提

同

一、十 二月 二十日 、次 の議案 について福 祉環境委員長 から審査報 告書が提

同

一、 十二 月二十 日、 次の 議案につ いて総務企画 委員長から 審査報告書 が提

同

(6) (4) (2)
(2)

(2)

(5) (3) (1)
(3) (2) (1)

(7) (5) (3) (1)

(1)

(1)

(1)

意見 書案第 六号
意見書案第 七号

中華人 民共和国に よる人権侵 害問題の解 決に向け
た対応 を求める意 見書
法務 局職員の増 員に関する意 見書

持続 可能な医療 提供体制 の確立を求める 意見書

度の改 正を求める 意見書

人工 透析が必要な 要介護高齢 者に係る介 護保険制

一、十 二月二十一 日、福祉環 境委員長か ら次の意見書 案が提出さ れた。
意見 書案第 八号
意見書案第 九号

一 、議員 の派 遣に 関す る依頼及び 申出のあっ たものは、 別紙「議員 派遣一

【令和 三年第二回定 例会（十二 月議会）請 願審査

員

派

遣

一

覧

（委員会 ）結果表は 巻末に登載】
議

令和 三年度北海 道・東北六 県議会議員研 究交流大会 に

令和三年 度北海道 ・東北六県 議会議員研 究交流大会
派 遣の目 的

派遣地

派 遣期間

川口一議員 、工藤嘉範 議員、佐藤 信喜議員、

青森 県

令和四年一月 二十四日（ 月）

参加のため

派遣議員

杉本 俊比古議員 、住谷達議 員、宇佐見康 人議員、
島田薫議 員、瓜生望議 員、髙橋豪 議員、
佐 藤正一郎議 員、鳥井修 議員、石田寛 議員、
松田豊臣 議員

令和四年一 月三十一日 （月）

ため

第一 回議会活 動に関する若 者との意見 交換会に参 加の

第一 回議会活動 に関する若者 との意見交 換会
派 遣の目 的

派 遣期間

派 遣議員

派遣地

工 藤嘉範議員 、佐藤信喜 議員、鈴木 真実議員、

秋田市

住谷達議 員、宇佐見 康人議員、吉 方清彦議員 、

鳥 井修議員、 小原正晃議 員、加藤麻 里議員、

お諮 りします。日 程第一から 日程第三ま での議

加賀 屋千鶴子議 員

【賛成者起 立】

御異議ないも のと認め 、そのよう に決定いた し

御異議 ないものと 認めます。

起立者 全員であり ます。よっ て、議案第 百九十

は、同 意すること に賛成の方 、御起立願 います。

ま ず、 議案 第百九 十九 号につい て、起立に より採決いた します。本 案

●議長（柴 田正敏議員 ）

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】

を省略し、直 ちに採決 することに 御異議あり ませんか。

お諮 りし ます が、上 程の議 案三件は、 いずれも趣 旨説明、質疑 、討論

遠 藤優子氏を 任命するため 、議会の同 意を得よ うとするも のであります 。

氏を 任命 するた め、 議案第 二百一号は 、秋田県 公安委員会 の委員として

任 する ため、 議案 第二 百号は、 秋田県教育委 員会の委員 として奥真 由美

議 案第 百九 十九 号は、 秋田県人 事委員会の 委員として 安藤雅子氏 を選

件を一 括議題とい たします。

第 三、 議案第 二百 一号 秋田県公 安委員会の 委員の任命 について、 以上三

日程 第二 、議案 第二 百号秋 田県教育委 員会の委員の 任命につい て、日程

日程第 一、議案第 百九十九号 秋田県人事 委員会の委 員の選任につ いて、

ま す。

●議 長（柴 田正 敏議 員）

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】

ることに 御異議ありま せんか。

案三 件は 、い ずれも 委員 会付託を 省略し、直 ちに本会議 において審議 す

● 議長 （柴田 正敏 議員 ）

(4) (3)

●議 長（ 柴田 正敏 議員）
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(1)
(2)

(1)
(2)

覧」の とおりである 。

一

二

(1)
(4) (3) (2)
(1)
(2)

九号は同 意されまし た。
次 に、 議案第 二百 号に ついて、起立 により採 決いたしま す。本案は 、

起立者 全員でありま す。よって 、議案第二 百号

同意す ることに賛 成の方、御起 立願います 。
【 賛成者起立 】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）
は同意さ れました。
次 に、議案第 二百一号につ いて、起立 により採決 いたします 。本案は、

起立者 全員であり ます。よっ て、議案第二 百一

同意す ることに賛 成の方、御 起立願います 。
【賛成者起 立】
●議 長（ 柴田 正敏議 員）
号は同 意されました 。
次 に、 日程 第四、 議案 第百九十 三号から日 程第二十五、 議案第二百 二
十号ま での議案二 十二件を一 括議題とい たします。
関係 委員長 の報 告を 求めます 。まず、予 算特別委員長 の報告を求 めま
す。
ただい ま議題とな りました案 件につい

【三十一 番（予算特 別委員長原幸 子議員）登 壇】
● 予算 特別 委員長 （原 幸子議員 ）

今回 の追加 提案 も含 めた一般 会計補正予 算案は、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 ザ対策のほ か、「第三 期ふる

さと 秋田 元気創 造プ ラン 」に基づ く事業、燃料 価格の高騰 に対応する 事

業 、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 て計上さ

れて おり、その 総額は、二十 一億八千八 百三十七万 円の増額で あります。

これ によ り、補 正後 の予算 総額は、六 千百九十 一億六千四 百六十八万円
と なります。

また 、秋 田県 能代港 エネル ギー基地建 設用地整備 事業特別会 計補正予

算案 は、能 代港 第一 及び第 二灰捨場の維 持管理業務 委託に係る 債務負担

行為 限度額とし て、一千五 百万円を設定 するもので あります。

また 、秋田 県港 湾整 備事業 特別会計補正 予算案は、 向浜ふ頭の 整備に

係 る事 業等 の債務 負担 行為限 度額として 、十五億六千 九百万円を 設定す
るもの であります 。

また 、秋田 県電 気事 業会計補 正予算案は 、収益的支出 について、 人件

費 の実 績見込 みに より 給与費を 三千百四十 一万円減額 するもので ありま
す。

ま た、秋田県 工業用水道 事業会計補 正予算案は、 収益的支出 について 、

本委 員会に おい て審 査した案 件は、議案 第百九十三 号令和三年 度秋田

件 費の 実績見 込み によ り給与 費を八百六十 六万円増額 するととも に、臨

また 、秋田 県下 水道 事業会計 補正予算案 は、収益的 支出につい て、人

人件 費の実績見 込みにより給 与費を四十 八万円減額 するもので あります。

県 一般 会計補 正予 算第 七号及 び十二月六日 に追加付託 された議案 第二百

海処 理区 管路 包括管 理費 等に係る 債務負担行 為限度額とし て、二億七 千

て、 予算特別委 員会における 審査の経過 と結果を報 告申し上げ ます。

二十 二号 令和 三年度 秋田 県一般会 計補正予算 第八号の一般 会計補正予 算

九百三万円を 設定する ものであり ます。

審 査に 当たっ ては 、まず 当局から説 明を聞き 、各分科会及び 総括審査

案二件 、議 案第 百九 十四号 令和三年度秋 田県能代港 エネルギー 基地建設
用 地整 備事業 特別 会計 補正予算 第一号及び 議案第百九十 五号令和三 年度

にお いて それぞ れ質 疑を 行いましたが 、その主 な内容につ いて申し上 げ

まず 、総 務企 画分 科会では 、「ＤＸ戦 略推進事業 に係る債務 負担行為

秋田県港 湾整備事業 特別会計補 正予算第一 号の特別会 計補正予算案 二件、
第百 九十 七号 令和 三年度 秋田県工 業用水道事 業会計補正 予算第一号 及び

の限 度額 の設定 」、 「咲き ほこれ！あ きたウーマン パワー応援 事業」な

ま す。

議案 第百 九十八 号令 和三年 度秋田県下 水道事業会計 補正予算第 二号の企

どに 関して、そ れぞれ質疑 がありまし た。

議 案第 百九 十六号 令和 三年度 秋田県電気 事業会計補正 予算第一号 、議案

業会 計補正予算 案三件、以 上七件であ ります。
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また 、福祉 環境 分科 会では、 「日常生活 回復に向け たＰＣＲ等検 査無
料 化事業」など に関して、 それぞれ質 疑があり ました。
また 、農 林水産 分科 会では 、「飼料高 騰緊急対策事 業」、「漁 業効率
化 技術実証事 業」など に関して、 それぞれ質 疑がありまし た。
ま た 、 産 業 観 光 分 科 会 で は 、 「 県 内 空 港 利 用 促 進 緊 急 対 策 事 業 」、

形で 示し たいと 考え ている 。また、三 期プラン では百八十五の 指標を掲

げ てい たが、 新プ ラン では、成 果指標とモ ニタリング 指標を合わ せ、二

百十 七に 増やす こと で、 これまで 以上に指標を もとにした 、政策のき め

細 かい分析・ 検証を行 うことにし ており、で きるだけ分か りやすい形 で、

様 々な 媒体を 通じ て県 民に発信 してまいりた いとの答弁 がありまし た。

農 業の 担い手 不足 が深 刻化する 中にあって、 本県の広大 な農地を維 持

次に、「農 地の集積 ・集約化に ついて」で あります。

ま た、 建設分 科会 では 、「秋田 湾・雄物川流 域下水道臨 海処理区の 管

活用 して いく ために は、 農業法人 等に農地を 集積・集約 化していくこ と

「職 業能 力開発 支援 事業」 などに関し て、それ ぞれ質疑が ありました。
路包 括管 理に 係る債 務負 担行為の 限度額の設 定」などに 関して、それ ぞ

り 手が つかな いケ ース があるよ うだが、今 後、どのよ うに進めてい くべ

が重 要であ る。 一方 、距離 が遠いところ の農地は、 生産効率が 悪く、借

ま た、 教育公 安分 科会で は、「交通 安全施設 整備・維持 管理事業」、

きか とた だした のに 対し 、最近、受け 手となる 担い手の能 力に引き受 け

れ質疑が ありました。
「統 合型 校務支 援シ ステ ム導入等推進 事業」な どに関して 、それぞれ 質

る 余力 がな くなっ てき ており 、農地集積 は進みにくい 状況にある 。その

ため 、今 年度 、県 内三 地区で、担 い手同士が 農地を交換 するなど、 分散

疑 がありまし た。
次に、 総括審査に ついて申し 上げます。

して いる 農地を 集約 化して いくための 話合いをモデ ル的に進め ており、

こ うし た取組 を広 め、 更なる集 積につなげ てまいりた いとの答弁 があり

はじ めに、 「新 秋田 元気創造 プラン素案 の目標設定に ついて」で あり
ます 。

ウ ンス してい く必 要が あると考 えるがどう かとただした のに対し、 指標

に対し て、 分か りや すい表 現で、耳に届 くような工 夫をしなが ら、アナ

に検 証・ 分析 を行い 、そ の先の目 標を示すな ど、プレーヤ ーである県 民

も のも あるこ とか ら、 計画期 間内の目標数 値を示さな いとしても 、折々

じる 。こ うした 指標 の中に は、これま での取組 の成果が見 え始めている

位 置づ けられ たこ とに より、目 標が見えにく くなったの ではないか と感

し て掲 げら れた 人口動 態や健 康寿命に係 る指標が、 モニタリン グ指標と

事業を実 施している 。こうした 事業の成果 や国の事業 等を活用しな がら、

県 では 、地域 で遊 休化 している 農地を再生 し、保全管理 していくモ デル

地域で 話し 合い 、取 り組ん でいくことが 大事である 。これを促 すため、

を防 ぐた めに は、農 地を どのよう に管理して いくのかにつ いて、まず は

考 える 場をつ くっ てい ただき たいがどうか とただした のに対し、 遊休化

作で きな い農地 の遊 休化を 防ぐため、 将来、ど うしていく のかを真剣に

ほ しい という 思い もあ る中で、 借り手が見つ からない農 地や、地主 が耕

こ れに つい てさ らに、 高齢者や 小規模農家 には、何と か農地を借 りて

ました 。

には、行政でコントロールできるもののほか個人の自由な選択に係る

地 域で の適 切な農 地の 維持管 理を促進し てまいりたい との答弁が ありま

新プ ラン では、 第三 期ふる さと秋田元 気創造プラン の中で数値 目標と

コ ント ロー ルでき ない ものな どがあり、 そうした部分 については 、モニ

した。
あり ます。

次に 、「秋 田県 多様 性に満ち た社会づく り基本条例素 案について 」で

タリ ング 指標 とし て、具 体的な目 標値は設定 しないもの の、公表さ れる
数値 を分 析し、 政策 がどの ような形で 進捗している かなど、人 口や賃金
水 準を はじめ とし たプ ラン全体 の検証を、 新たに政策 レポートの ような
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差別 とは、 基本 的に は受け手 側の感じ方 によるため 、考え方の幅 が広
く 、き ちんと 整理 でき ていない ように思わ れる。その ため、条例 の中で
「差 別等 を禁止 」と 明記 するので はなく、差別 等に対する 理解の促進 と
い う点 を強 調す べき と考える がどうかと ただしたの に対し、条 例を運用

第二 百九 号及び 議案 第二百 十号につい て、総務 企画委員会にお ける審査

の 経過と結果を 報告申し上 げます。

本委 員会 に付託 され た議案 第二百九号 は、令和四年 度における 本県の

宝 くじの発売 総額の限 度額を定め ようとする ものでありま す。

議 案第 二百十 号は 、地方 独立行政法 人法第七十八 条第一項の 規定によ

り読 み替 えられ た第 二十五 条第一項の 規定に基 づき、公立 大学法人国際

す る中 で、差 別等 の禁 止に向け た理解の促進 が図られる ものと考え てお
り、その ための指針 を次の有識 者会議に提 案することに している。 また、

教 養大学の中 期目標を定め ようとする ものであ ります。

審査 に当 たっ ては、 当局か らそれぞれ 説明を聞き 、質疑を行 い、討論

条 例制 定後も 様々 な形 で広報 ・啓発を進め ることによ り、条例の 真の目
的で ある 、県 民が安 心し て暮らす ことができ 、持続的に 発展できる社 会

に しよ うと いう心 理が 働くの ではないか と懸念される がどうかと ただし

から ない ことや 、理 解が 及ばないもの に対し、 積極的に関 わらないよ う

こ れに ついて さら に、条 例に「禁止 」と明記 されている と、自分が分

案」 につ いて 、第 三期 ふるさと秋 田元気創造 プランでは 、人口の社 会減

は じめ に、 企画振 興部 関係の「 大変革の時 代新秋田元気 創造プラン 素

次に、 所管事項審査 における主 な質疑につ いて申し上 げます。

もっ て原案のと おり可決す べきものと決 定した次第 であります 。

なく 、採決 の結 果、 議案第 二百九号及び 議案第二百 十号は、全 会一致を

たの に対 し、 理解 の促 進でよいも のと、明ら かに社会通 念上問題が ある

や出 生数 が数値 目標 として 定められて いたが、新プ ランでは、 総人口や

の実現に 寄与するもの と考えてい るとの答弁 がありまし た。

もの など を、ひ とく くりに 禁止と表現 するか、ある いは、禁止 と理解の

出生 数、一人当 たり県民所 得といった 項目につ いて、目標値を 設定せず 、

人 口ビ ジョ ン案 で掲げ られた 、令和四十 七年の目指 すべき将来 人口約五

促 進を うまく 組み 合わ せ、表現 するかにつ いては、条 例の全体像 を見な
そ のほ か、 「秋 田県人 口ビジョ ン案につい て」、「秋 田県ＤＸ推 進計

十 一万 人を実 現す るた めにも、 新プランの推 進期間であ る四年間の 数値

推移 や傾 向を把 握す るモ ニタリン グ指標として 整理されて いる。秋田 県

画 素案 につい て」 、「 新型コロ ナウイルス感 染症対策に ついて」な どに

目標を設定して取り組むべきではないかとただしたのに対し、三期プ

がら検 討してまい りたいとの答 弁がありま した。

関して、 それぞれ質 疑がありま した。
九十四 号、議案第 百九十六号 、議案第百九 十七号及び 議案第百九 十八号、

もあっ た。 その ため 、新プ ランでは、施 策の直接的 な効果等を 定量的か

県の 取組 以外 の外的 要因 の影響が 大きく、適 正な政策評価 が難しいも の

ラ ンで代表指 標として定め ていた項目 の中には 、出生数や 婚姻件数など 、

以上五 件は 賛成 多数 をもっ て、議案第百 九十五号及 び議案第二 百二十二

つ タイ ムリー に把 握で きる項目 については 、成果指標と して目標値 を設

質 疑を 終了し 、討 論な く、採決 の結果、議案 第百九十三 号、議案第 百

号 は全 会一致 をも って 原案のと おり可決す べきものと決 定した次第 であ

定し 、社 会情勢 や景 気動 向などの様々 な外的要 因に大きく 影響される 総

て、 翌年度の取 組にしっか りと反映し ていきたいと の答弁があ りました 。

目標 値を 設けな いも のの、 年度ごとに 、その推移や 傾向を把握 、検証し

グ指 標と して 設定 するこ ととして いる。モニ タリング指 標について は、

人 口や 社会 増減数 など の指標 については 、目標値を設 けないモニ タリン

ります。
総務 企画委員長 の報告を求め ます。

以 上、報告申 し上げます 。
●議長（ 柴田正敏議 員）

ただ いま議題と なりました 、議案

【十五番（ 総務企画委 員長佐々木雄 太議員）登 壇】
●総 務企 画委 員長 （佐々 木雄太議 員）
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るこ とを 考えて いる 。具体 的な内容は 今後検討 していくこ とになるが、

た 社会 づくり の推 進に 必要な措 置として、県 に専用の相 談窓口を設 置す

て いる のか とた だし たのに対 し、差別等 の禁止や、 その他多様 性に満ち

備に 関す る規定 も盛 り込 まれるよ うであるが、 どのような 体制を想定 し

本 条例 素案」 につ いて 、条例に は、差別等 を受けた場 合の相談体 制の整

制 に努めるこ とにしている 。また、木 の伐採や ネット張り 等の環境整備 、

に近 く、 銃器の 使用 が難し いことから 、ドライ アイスを用 いて繁殖の抑

的 にカ ワウを 捕獲 する ことにし ており、秋田 市のコロニ ーでは、市 街地

ニ ー五 か所 のう ち、 北秋田市 と大仙市の 二か所では 、銃器を用 いて徹底

新た に策 定する 五年 間の 管理計画 では、カワウ の集団営巣 地であるコ ロ

な く、繁殖を抑 制するため の取組も必 要ではな いかとただした のに対し 、

いる が、 どのよ うな 対策を 講じるのか 。また、 カワウを捕獲す るだけで

差 別に 関する 悩み は多 種多様 なため、県が 設置する窓 口では、相 談の入

ドロ ーン の活 用とい った 新しい防 除技術の導 入のほか、 県域を越えた 広

次に 、あき た未 来創 造部関係 の「秋田県 多様性に満 ちた社会づく り基

り口 とし て、 悩みを 聞き 、その内 容に応じて 、各分野の 専門機関に適 切

域的 連携に より 、被 害防除 対策を進めて まいりたい との答弁が ありまし

農林水産委員 長の報告 を求めます 。

た だいま議題と なりました 、議案第

業負担金 徴収条例の 一部を改正 しようとする ものであり ます。

係 る負 担金を 同事 業の 受益者か ら徴収するた め、秋田県 国営土地改 良事

本 委員 会に 付託 された 議案第二 百四号は、 国営八郎潟 土地改良事 業に

し上げ ます。

二 百四 号につ いて 、農 林水産委 員会におけ る審査の経 過と結果を 報告申

●農林 水産 委員長 （北 林丈正 議員）

【二十五 番（農林水 産委員長北 林丈正議 員）登壇】

●議 長（柴田正 敏議員）

以上、 報告申し上げ ます。

た。

につなげ る役割を果た したいと考 えていると の答弁があ りました。
福祉環 境委員長の 報告を求め ます。

以上 、報告申し 上げます。
●議長（ 柴田正敏議員 ）

ただいま 議題となり ました、議 案第

【 十一番（福 祉環境委員 長吉方清彦議 員）登壇】
●福 祉環 境委員 長（ 吉方 清彦議員）

二百 十一 号及び 議案 第二百 十二号につ いて、福祉環 境委員会に おける審
査の 経過と結果 を報告申し 上げます。
本委 員会 に付託 され た議案 第二百十一 号は、公用車 の交通事故 につい
て 、相手方と 和解する ため、議会 の議決を求め るものであ ります。
議 案第 二百十 二号 は、秋 田県営秋田 駒ヶ岳情報セ ンターの指 定管理者
を指定し ようとする ものであり ます。

次に 、所管事項 審査におけ る主な質疑に ついて申し 上げます。

審 査に 当たっ ては 、当 局から説 明を聞き、質 疑、討論な く、採決の 結

次に 、所管事項 審査におけ る主な質疑に ついて申し 上げます。

はじ めに、 「新 ふる さと秋 田農林水産ビ ジョン素案 」について 、本県

審 査に 当たっ ては 、当 局からそ れぞれ説明を 聞き、質疑 を行い、討 論

生活 環境部 関係 の「 秋田県 第二種特定鳥 獣管理計画 素案」につ いて、

農 業は 、複 合経営 の推 進とい う面では一 定の成果が見 えているが 、所得

果、 議案 第二 百四号 は、 全会一致 をもって原 案のとおり可 決すべきも の

本 計画 は、 生息数 が著 しく増 加し、又は その生息地の 範囲が拡大 してい

の向 上と いう 面で は十分 に伸びて いない。農 業を職業と して選択し ても

なく 、採 決の 結果、 議案 第二百十 一号及び議 案第二百十二 号は、全会 一

る鳥 獣の 管理 を図 るため に策定さ れるもので あり、次期 計画では新 たに

らう ため には、 その 点が一 番の課題で あり、これを 打開してい くため、

と決定した次 第であり ます。

カワ ウも 対象と され ている 。カワウは 、ここ数年で 個体数が増 加してお

新ビ ジョンにお いて、どの ように対策 していくのか とただした のに対し 、

致でもって原 案のとお り可決すべ きものと決 定した次第 であります。

り 、ア ユなど の食 害に よる、内 水面漁業へ の被害が大 きな問題と なって
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秋 田で 取り組 む品 目の 産地育成 を進めてきて おり、今後 はこれに加 え、

い くこ とに して いる 。また、 これまでに 、えだまめ やネギなど 、オール

はも とよ り、し っか りと 所得を確 保できる企業 的経営体の 育成を図っ て

よ うに するた め、 策定 中の新ビ ジョンにお いては、農 業全体の生 産拡大

若者 にと って、 就農 しても 結婚や子育 てといっ た人生設計を実 現できる

しようと するもので あります。

「 秋田 県長期 優良 住宅 建築等計 画認定等手数 料徴収条例 」の一部改 正を

計 画の認定又 は変更の 認定の申請 に係る手数 料額の引下げ 等を行うた め、

る旨 が記 載され た確 認書 等を提出 した場合にお ける長期優 良住宅建築 等

関 する 法律の 一部 改正 により住 宅の構造及 び設備が長 期使用構造 等であ

本委 員会に 付託 され た議案第 二百五号は 、住宅の品 質確保の促進 等に

議案 第二 百五 号秋 田県長 期優良住宅建 築等計画認 定等手数料 徴収条例

主 な内容につ いて申し 上げます。

審査 に当た って は、 当局か ら説明を聞き 、質疑を行 いましたが 、その

しよ うとするも のでありま す。

物川 流域下 水道 臨海 処理区 、大曲及び横 手処理区」 の指定管理 者を指定

川流 域下 水道 」、「 秋田 県十和田 湖公共下水 道」、「秋 田県秋田湾・ 雄

議 案第 二百十 三号 から 議案第二 百十五号まで の三件は、 「秋田県米 代

市町 村や ＪＡが 主体 となっ て振興作物 を選定し 、それを支 援していくこ
と で複 合化に 向け た取 組を加 速し、更なる 収益力の向 上を図って まいり
たいと の答弁があ りました。
次に 、「令 和四 年産 米の生産 の目安等」に ついて、令 和四年産米 にお
け る本 県の生 産の 目安 が、過去 最少の三十 八万九千ト ンに設定され たこ
とか ら、 新品種 サキ ホコ レの本格デビ ューに向 かう中で、 生産者の意 欲
が 低下 しな いか懸 念し ている 。どのよう な考え方で今 回の目安が 設定さ
れた のか とた だし たの に対し、現 在、令和二 年産米の過 剰在庫を抱 えな

あ る。 米価が 低迷 し、 厳しい状 況ではあるが 、令和四年 産米で需給 が改

し て生 産の 目安 を算定 し、秋 田県農業再 生協議会で 了承された ところで

間に 収め るとと もに 、今 後の需要 見通しや、事 前予約の状 況などを考 慮

在 庫量 を、県 産米 の需 給が安定 するとされ る十万トン から十二万 トンの

いか とた だした のに 対し、 今回の法改 正により 、民間機関 による事前審

で なく 、上が る場 合も ある。こ の点について 、丁寧な説 明が必要で はな

あ ると のこ とで あるが 、新旧 対照表を見 ると、手数 料が下がる 場合だけ

から 県に 申請す る場 合と 、事前審 査を受けずに 県に直接申 請する場合 が

認 定に 係る事 務手 続き については、 民間機関 による事前 審査を受け て

の一部を 改正する条 例案について であります 。

善さ れ、 農家が 意欲 をもっ て生産に取 り組める よう、市町 村や農業団体

査 を受 けた場 合、 その 後の県 への申請にお いて、重複 する審査項 目を省

がら 、令 和三年 産米 を販売 するという 厳しい状況で あるため、 まずは、

と 一体 となっ て需 要に 応じた 米生産を推進 してまいり たいとの答 弁があ

略す るこ とが できる よう になり、 審査時間が 短縮されるこ とから手数 料

会一 致をもって 原案のとお り可決すべ きものと決定 した次第で あります 。

質疑 を終了 し、 討論 なく、採 決の結果、 議案第二百五 号外三件は 、全

弁があ りました。

関 係者 にし っかり と情 報共有 し、事務の 適正な執行に 努めていく との答

いること から手数料 を引き上げ るものであ る。こうし た内容につい ては、

や 時間 は従来 どお りで あるが、 審査時間に かかる人件費 単価が上昇 して

を引き 下げ るも ので ある。 一方、県に直 接申請する 場合は、審 査の項目

りまし た。
建 設委員長の報 告を求めま す。

以上、報告申 し上げます 。
●議長 （柴田正敏 議員）

ただいま 議題となりま した、議案 第二百

【二十二番 （建設委員 長佐藤信喜 議員）登壇 】
● 建設 委員 長（佐 藤信 喜議員）

五号 、議 案第 二百 十三号 、議案第 二百十四号 及び議案第 二百十五号 、以
上四 件に ついて 、建 設委員 会における 審査の経過と 結果を報告 申し上げ
ます 。
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次に、所管 事項審査 における主な質 疑につい て申し上げ ます。

議案 第二百 十六 号は 、秋田県 自然体験活 動センター の指定管理者 を指

議案 第二 百十七 号か ら議案 第二百二十 号までの四件 は、公用車 の交通

定 しようとする ものであり ます。

本県 の建 設業の 賃金 水準 について は、県内の他 の産業に比 べると高い も

事 故に つい て、 相手 方と和解 するため、 議会の議決 を求めるも のであり

建 設部 関係の 「大 変革 の時代新秋田 元気創造 プラン素案 」について 、
の の、 全国 の建 設業 との比較 では七五％ 程度にとど まっている とのこと

審査 に当た って は、 当局から それぞれ説 明を聞き、 質疑を行い 、討論

ます 。

るか とた だした のに 対し、 基本的には 、各企業 における経 営基盤の強化

な く、 採決の 結果 、議 案第二 百八号外五件 は、全会一 致をもって 原案の

で ある が、本 県の 建設 業の水準 を引き上げる ためには、 何が重要と 考え
が 重要 であり 、経 営規 模の拡 大や、生産性 の向上に向 けたＩＣＴ の活用

とおり 可決すべき ものと決定 した次第であ ります。

次に、所管 事項審査にお ける主な質 疑につい て申し上げ ます。

など を積 極的 に取り 入れ る必要が あると考え ているとの 答弁がありま し
た。

たの に対 し、 県で は、 これまでの 人材確保支 援に加えて 、各種支援 事業

難 しい 課題 である と考 えるが 、どのよう な働きかけを 行うのかと ただし

拡大 など を推進 する ため には、経営者 の意識改 革が必要で あり、非常 に

交通 事故 が少な かっ た昨年 に比べ、事 故発生件数、 死傷者数と もに、大

たの に対 し、 今年 十月 末時点では 、現在の統 計方法を採 用してから 最も

齢 者の 交通 安全に 関し て、今 後、どのよ うに対策して いくのかと ただし

歩行 者が 被害に 遭う 交通 事故の発生が 続いてい ることを踏 まえ、特に 高

はじ めに、警察 本部関係の 「高齢者の交 通安全対策 の推進」に ついて、

のほ か、 総合評 価落 札方式 や企業の格 付基準による 加点など、 制度的な

幅 に減 少して いる もの の、死者 数全体に占 める高齢者 の割合は八 割に上

こ れに 対し、 さら に、建 設業におけ る賃金水 準の引上げ や経営規模の

誘 導策 も積極 的に 活用 しながら 、業界団体 と一体とな って、取組 を展開

るなど、高齢者の事故率が極めて高い傾向にある。全国一、高齢化が

め てまいりた いとの答弁が ありました 。

人ク ラブ など、 様々 な関係 機関と連携 しながら 、高齢者の 安全確保に努

に 防止 できな いこ とか ら、市町 村をはじめ、 地域包括支 援センター や老

進 んで いる 本県 におい て、警 察だけの力 では、高齢 者の交通事 故を完全

してい きたいとの 答弁がありま した。
教育 公安委員長 の報告を求 めます。

以 上、報告申 し上げます 。
●議長 （柴田正敏 議員）

ただい ま議題とな りました、 議案第

【二十三番 （教育公安 委員長今川 雄策議員）登 壇】
● 教育 公安委 員長 （今 川雄策議 員）

次に 、教 育委 員会関 係の「 新たな時代 に対応した 指導体制の整 備」に

導入 され るなど 、生 徒が 身に付けるべ き知識・ 技術が変化 してきてい る

二百 八号 、議 案第二 百十 六号、議 案第二百十 七号、議案第 二百十八号 、

本委 員会に 付託 され た議案 第二百八号は 、銃砲刀剣 類所持等取 締法施

が 、学 校側 の指導 体制 は整っ ているかと ただしたのに 対し、来年 度から

ついて 、今 の中 学校 三年生 が受験するこ とになる二 〇二五年度 の大学入

行 令等 の一 部を改 正す る政令 による地方 公共団体の手 数料の標準 に関す

教育 にお ける デジ タル化 を一層推 進すること としており 、そのため の新

議案第 二百 十九 号及 び議案 第二百二十号 、以上六件 について、 教育公安

る政 令の 一部 改正 により 、クロス ボウの所持 の許可を受 けようとす る者

たな 事業 の立ち 上げ を検討 している。 大学入学共通 テストへの 「情報」

学 共通 テスト から は、 プログラ ミング等の 知識を試す「 情報」の科 目が

等か ら手 数料を 徴収 するた め、秋田県 公安委員会関 係手数料徴 収条例の

科 目導 入も踏 まえ 、外 部人材に よる指導を 入れながら 、遅滞なく 対応し

委員 会における 審査の経過 と結果を報告 申し上げま す。

一部 を改正しよ うとするも のでありま す。
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てまいり たいとの答 弁がありまし た。
以上で 関係委員長 の報告は終 わりました 。

以 上、報告申し 上げます。
●議長（ 柴田正敏議 員）
関 係委員長に 対する質疑 を行います 。
【「な し」と呼 ぶ者あり】
質疑は ないものと 認めます。

した 。最 近では 、県 内初の 鳥インフル エンザの 対応などもあり ました。

県 職員 の奮闘 に応 える 賃金にす べきであり 、期末手当 の減額は認 めるわ
けには いきません 。

一 般会 計補 正予 算に は、病床機 能再編支援 事業四千百 四十九万六 千円

が 盛り 込まれ てい ます 。地域医 療構想に基づ き、二か所 の医療機関 で急

性期 病床 二十四 床削 減。そ の削減に対 して支援 給付金を支 給するための

予 算で す。政 府は 、コ ロナに よって医療崩 壊を経験し てもなお、 医療提

●議長（柴 田正敏議員 ）
討 論を行いま す。

供体制 を後退させ る病床削減 を進めていま す。

ている病院ではありませんでした。しかし、地域の中でコロナの患者

今回 、病床 を減 らす 二つの医 療機関は、コ ロナの患者 さんを受け 入れ

十番 加賀 屋千 鶴子議 員から 討論の通告 があります ので、発言 を許しま
す。
【十番 （加賀屋 千鶴子議員 ）登壇】

一 定の 余裕 をもっ た医 療体制 でなければ ならないこと は、この間 の全国

さん を受 け入れ るに して も、コロナが 治った後 の療養を行 うにしても 、

た だい ま議 題とな りま した、議 案第百九十 三号令和三年 度秋田県一 般

の経 験で 明ら かに なっ たのではな いでしょう か。今、次 の感染拡大 に備

日 本共産党の 加賀屋千鶴 子です。

会計 補正 予算 （第 七号 ）ほか、議 案第百九十 六号電気事 業会計、議 案第

えて病床 の確保など 医療提供体制 の検討・充 実が求めら れていると きに、

●十番（ 加賀屋千鶴子 議員）

百九 十七 号工業 用水 道事業 会計、議案 第百九十八号 下水道事業 会計の補

新 型コ ロナな どの よう な新興感 染症の対応 が反映され ていない地 域医療

●議 長（ 柴田 正敏議 員）

以上を もちまして 、通告者の発 言は終了い たし

以上で私の討 論を終わり ます。御清 聴ありが とうござい ました。

議案第 百九十八号 には賛成で きません。

よ って 、議案 第百 九十 三号、議 案第百九十六 号、議案第 百九十七号 、

変更の提 案も含まれ ています。

ほ かに 、これ まで 反対し てきた、あ きた芸術劇場 整備に係る 継続費の

せ ん。

構想 に基 づいて 、病 床を 削減する ことへの支援 金の支給に は納得でき ま

正予 算について 、反対の立 場から討論 いたしま す。
四件 の補 正予算 には 、今議 会初日に賛 成多数で可決 した県職員 の期末
手 当の 減額 を反 映した 人件費 が含まれて います。秋 田県人事委 員会は、
コ ロナ の影響 によ り県 内事業所 のボーナスが 減少してい るとして、 期末
手当 の〇 ・一か 月引 下げを 勧告し、県 はそれを 受け入れま した。県職員
の 給与・期末 手当の引下げ については 、これま でも指摘し てきましたが 、
地方 公共 団体 職員と 民間 の県内事 業所の給与 水準との均衡 ・整合性の 確
保など と言 い低 い水 準に合 わせていれば 、負のスパ イラルとな り、県内
労 働者 の賃金 が下 がっ てしまい ます。賃金 引上げ、県経 済にとって 好影

ました。

討 論は終局し たものと認 めます。

響を 及ぼ すよう な選 択・ 判断をすべき です。新 秋田元気創 造プラン（ 素
案 ）に おい て、「 賃金 水準の 向上」を選 択・重点プロ ジェクトの 一番に

採決 いた しま す。 まず、議 案第百九十 三号、議案 第百九十四 号、議案

件 を一 括し、 起立 によ り採決い たします。 以上の議案 五件は、い ずれも

第百 九十 六号、 議案 第百九 十七号及び 議案第百九十 八号、以上 の議案五

挙げ 、取 り組 むこ とを発 信する一 方で、県職 員の期末手 当引下げは やめ
るべきで す。
ま た、 保健所 職員 をはじ め県職員は 、コロナ 危機の中で 奮闘してき ま
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起立者過 半数でありま す。よって 、議案第百 九

原案のと おり可決す ることに賛成 の方、御起 立願います 。
【 賛成者起立】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）
十 三号 、議 案第 百九 十四号、 議案第百九 十六号、議 案第百九十 七号及び

長期 的な 動向を 見通 すこと ができるよ うになっ た段階で、沿線 市や鉄道

事 業者 との議 論を より 本格化さ せていきた いと考えて いるとの答 弁があ
りまし た。

次 に、 産業 労働 部関 係の「～大 変革の時代 ～新秋田元 気創造プラ ン素

案 」に ついて 、雇 用の 維持や賃 金水準の向上 を図るため には、中核 にな

る企 業を 更に増 やす 必要が あり、業界 団体と連 携して、事 業承継を含め

議案 第百九十八 号は、原案の とおり可決 されました 。
次に 、残る 議案 十七 件につい て一括し、 採決いたし ます。以上 の議案

て 対応 し、モ ニタ リン グを行 いながら、実 効性のある プランにし ていく

べき でな いか とただ した のに対し 、モニタリ ングの数値 を把握し、事 業

十 七件 は、い ずれ も原 案のと おり可決する ことに御異 議ありませ んか。
【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

の 向上 を目指 して いく 。また、 小規模企業 に対しても 、統合や連携 等を

の成 果を確 認す ると ともに 、中核的企業 の事業拡大 を支援し、 賃金水準

議 案第 二百二 十二 号、 議案第二 百九号、議 案第二百十 号、議案第二 百十

支援 する ことで 、雇 用の 確保を図り、 実効性の ある対応を 進めてまい り

御異議な いものと認 めます。議 案第百九十五 号、

一号 、議 案第二 百十 二号 、議案第二百 四号、議 案第二百五 号、議案第 二

た いとの答弁 がありま した。

●議長（柴 田正敏議員）

百 十三 号、 議案第 二百 十四号 、議案第二 百十五号、議 案第二百八 号、議

以 上で産業観 光委員会所管 事項報告は 終了いた

以上、 報告申し上 げます。

ます。

●議 長（ 柴田正 敏議 員）

御異議な いものと認 め、そのよう に決定いた し

【 「異議なし 」と呼ぶ者あ り】

省略する ことに御異 議ありませ んか。

請 願第 四十八 号、 以上 の請願四 件は、いずれ も委員長の 報告及び質 疑を

お 諮り しま す。 請願第 四十九号 、請願第五 十号、請願 第四十七号 及び

次に、 日程第二十 七、請願審査 の件を議題 といたしま す。

しま した。

●議長 （柴 田正敏 議員 ）

案第 二百 十六 号、 議案 第二百十七 号、議案第 二百十八号 、議案第二 百十
九号及び 議案第二百 二十号は、原 案のとおり 可決されま した。
次 に、 日程第 二十 六、 産業観光委員 会所管事 項報告の件 を議題とい た
します 。
産 業観光委員 長の発言を 許します。
産 業観光委 員会の所管 事項審査にお

【二十 四番（産 業観光委員長髙 橋武浩議 員）登壇】
●産業 観光 委員 長（髙 橋武浩 議員）

け る主な質疑 について報告 申し上げま す。
はじ めに 、観 光文化 スポー ツ部関係の 第三セクタ ー鉄道運営助 成基金
の現況 につ いて 、秋 田内陸 縦貫鉄道及び 由利高原鉄 道の施設整 備等への

号、 請願 第五十 号、 請願 第四十七号及 び請願第 四十八号、 以上四件を 一

討 論の 通告が あり ません ので、直ち に採決い たします。請願 第四十九

先送りす ることなく 、支援スキ ームの見直 しに向けて 今から議論を 始め、

括 し、 採決 いたし ます 。以上 の請願四件 は、委員会の 決定のとお り採択

支 援に 活用し てい る同 基金の枯 渇が避けら れないとのこ とだが、問 題を
ロ ード マッ プを目 に見 える形 で示してい くべきと考え るがどうか とただ

と決定 することに 御異議あり ませんか。
●議 長（ 柴田 正敏 議員）

御異議 ないものと 認めます。 願第四十九 号、請

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

した のに 対し 、支 援スキ ームの見 直しについ ては、将来 を見据えて 計画
的に 取り 組むこ とと してお り、現在策 定中の秋田県 地域公共交 通計画に
も 位置 づける 予定 であ る。今後 、コロナ禍 が一段落し 、観光利用 等の中
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願第 五十 号、請 願第 四十七 号及び請願 第四十八 号は、採択と決 定されま

依頼及び 申出のとお り派遣するこ とに決定さ れました。

請願 第七 号及び 請願 第十一 号、以上の 請願二件の審 査継続につ いて、

次 に、日程第三 十三、委員 会審査、調 査継続の件 を議題といた します。

次に 、日 程第二 十八 、意見 書案第六号 から日程第三 十一、意見 書案第

採 決い たし ます 。以 上の請願 二件は、教 育公安委員 長の申出の とおり、

し た。
九 号ま での 意見 書案 四件は、 いずれも委 員会提出に 係るもので あります

継続 審査とする ことに御異議 ありません か。

御異 議ないものと 認めます。 請願第七号 及び請

御異 議ないもの と認め、その ように決定 いたし

会議 を閉じます 。閉会いた します。

以上をもち まして、 十二月議会の案 件全部を 議了いたし ました。

ます。

● 議長 （柴 田正敏 議員 ）

【「異議 なし」と呼ぶ 者あり】

るこ とに御異議 ありません か。

次に 、委員 会の 調査 継続につ いては、各委 員長の申出 のとおり決 定す

願第十 一号は、継 続審査と決 定されました 。

● 議長 （柴田 正敏 議員 ）

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

ので 、直ちに本 会議において 審議いたし ます。
日程 第二十 八、 意見 書案第六 号中華人民 共和国によ る人権侵害 問題の
解 決に 向けた 対応 を求 める意 見書、日程第 二十九、意 見書案第七 号法務
局職 員の 増員 に関す る意 見書、日 程第三十、 意見書案第 八号人工透析 が
必要 な要介 護高 齢者 に係る 介護保険制度 の改正を求 める意見書 、日程第
三十 一、意見書 案第九号持 続可能な医療 提供体制の 確立を求め る意見書 、
以上四 件を一括議題 といたしま す。
お 諮り しま すが、 各意 見書案は 、いずれも 趣旨説明、質 疑を省略す る
ことに 御異議あり ませんか。
御 異議ないも のと認め ます。

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議長 （柴田正敏 議員）

討論の 通告があり ませんので、 直ちに採決 いたします 。各意見書 案は、 午後一時 五十二分散 会
い ずれも原案 のとおり 可決するこ とに御異議あ りませんか 。
御 異議ないも のと認め ます。意見 書案第六号、

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】
●議長 （柴 田正 敏議員 ）

意 見書 案第七 号、 意見 書案第 八号及び意見 書案第九号 は、原案の とおり
可決さ れました。
次に、日程第 三十二、議 員派遣の件 を議題と いたします 。
お 手元 に配付 して ありま す議長報告 のとおり 、議員派遣に関 する依頼
及び申出 があります 。
お 諮り しま す。本 件は 、依頼及 び申出のと おり派遣する ことに御異 議
ありま せんか。
御異議 ないものと 認めます。 よって、本 件は、

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（ 柴田 正敏 議員）
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