平成 30 年 春号

平成 30 年

山 形 県 議 会 議 員

県政報告
春号

佐藤 さとし
山 形 県 政に新風を！
Contents

●平成 29 年 6月定例会
一般質問
●平成 29 年12月定例会
代表質問
●活動スナップ

自民党会派を代表して初めて代表質問に立ちました（平成 29 年12 月定例会）

やまがた創生の実現を目指して
日頃より、私の議員活動に温かいご指導、ご支援を賜り、厚く御礼申
し上げます。
この冬は大雪、低温に見舞われ、県民の皆様の生活や仕事に大きな影響
を与え、人的被害も多発しました。雪国が抱える課題やハンディキャップ
を克服するため、雪害に強い県土の構築や、雪国において安心して暮ら
せる地域づくりに取り組んで参ります。
この 1 年は、農林水産常任委員長として、県内外の生産現場に足を運び、
農業者の皆様と意見交換を交わし、また議会では農林水産政策について
多角的な審議を行うなかで、県内の農林水産業の強みや課題について理
解を深めることができました。
これからも地域の実態を的確に把握し、生活者の立場に立って課題解
決を図るとともに、次代を見据えた価値ある政策を提言し、やまがた創生
の実現に取り組んで参ります。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。

山形県議会議員

佐藤

聡

県政報告

Q&A

山形県議会では 2 月、6 月、9 月、12 月に定例会が招集されます。昨年は 6 月定例会本
会議一般質問、12 月定例会本会議代表質問で質問に立ちました。また定例会の会期中、
並びに閉会中の委員会審査で常任委員会、特別委員会が開催され、所管事項に関わる県
政課題について活発な議論が行われています。

【平成 29 年 6月定例会

一般質問】

❖生産性の高い農地の整備促進
質問：佐藤

聡

西郷北部地区で
取組んでいる
飼料用米生産▶

担い手への農地集積を進めるためには、生産効率の高い優良な農地の整備を進める必要があるが、要望に十
分応えきれていない。県の掲げる水田の大区画化と畑地化に係る整備面積の目標と、その達成に向けた予算の
確保のためどう取組んでいくのか。

答弁：農林水産部長
水田の大区画化は、直近 4 年間の実績 421haの約 2 倍となる840haの整備を行う目標を設定し、1ha 以上の大
区画圃場整備面積を現状の3,160ha から平成 32 年度までに4,000haに増やし、生産コストの削減と経営規模の拡
大につながる基盤整備を加速させる。また、水田畑地化面積は1,000ha 増やし、
「園芸大国やまがた」の実現に向
けて生産基盤の面から後押しする。近年は、作業効率の高い大区画化や、営農の省力化のための水路の地中化
などの要望が急増しており、需要に見合う予算の確保は重要な課題と認識している。29 年度は、昨年度の約1.4 倍
となる189 億円を確保することができたが、現状では補正予算への依存度が極めて高く、計画的な事業執行が難
しいため、安定財源である当初予算での確保を要望していく。

❖青少年のインターネット適正利用に向けた
教育現場や家庭での取組み

質問：佐藤

聡

福岡県の
適正利用への
取組みを調査▶

スマホやタブレットの普及により、児童生徒のネット依存、ネット内でのいじめが問題となっている。不適切な
使用を防ぐには生徒の自主的な取り組みを促す、また教員や保護者がネットを理解し、適切に関わることが肝要
である。本県の取組みの現状と課題をどのようにとらえているか。

答弁：教育長
長時間のネット利用による睡眠不足・体調不良といった弊害や、ネットでのやり取りや画像配信に端を発するトラ
ブルも発生しており、適正利用の取組みは重要と認識している。高等学校においては、必修科目「情報」の中で
情報発信の際のルールやマナーを学ぶとともに、ネットモラルに関する講習会を実施している。また、業者に委託
してインターネット上の投稿内容などを確認する「ネット被害防止スクールガード事業」も実施している。小・中学
校では、適正利用についての講演、情報モラル教育に取組んでいる。さらに、家庭での取組みを支援するため、
平成 27年度に山形方式「ネットモラル講習会」カリキュラムを県ＰＴＡ連合会と連携して作成した。ＳＮＳの問題か
ら子供たちを守り、保護者と教師が具体的な方策や指導を行う際の指針として作成したもので、これを機に、多く
の学校が講習会を開催したり、ルールづくりを進めたりしている。
【平成 29 年 6月一般質問 その他の質問項目】
●インバウンド観光の推進 ●観光地への Wi-Fi 整備 ●民泊への対応 ●羽越本線の高速化
●大規模災害時における支援物資の受入・供給体制 ●インターネットを通じた犯罪から青少年を守る取組み
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【平成 29 年12 月定例会

代表質問】

❖庄内空港の機能強化
質問：佐藤

聡

RESA（滑走路端安全区域）の必要な長さが、旧基準40
ｍから新基準90ｍに改定されたため、庄内空港、山形空港
とも基準不足となった。RESA基準不足への対応と、滑走
路延伸等による機能強化についてどう考えているか。

答弁：県土整備部長

平成 29 年 3月から新型機 A321neo が就航

RESA 基準見直しにより、庄内空港滑走路西側で 50 ｍ、山形空港滑走路南側で 7ｍの不足が生じている。庄
内空港が大きく不足していることから、平成 30 年度から改修に着手したい。風が強い庄内空港へは、現在開発が
進んでいる滑走路上の風の情報をリアルタイムにパイロットに伝える低層風情報提供システムの導入を、政府に要
望していく。滑走路延伸については、国庫補助事業の活用が必要であり、そのためには年間一路線 50万人以上の
利用が見込まれる等の条件がある。庄内羽田便の今年の利用者が 38 万人を上回るペースで推移している。地元と
利用者拡大に努めていくことが肝要と考えている。

❖庄内中高一貫校（仮称）の設置
質問：佐藤

聡

県教委は、田川地区県立高校再編整備計画第二次計画において、庄内地方への中高一貫校を新設する方針を
示した。具体的には平成 36 年度までに鶴岡南、鶴岡北両校を統合し、両校の敷地を活用するもの。庄内への中
高一貫校設置のねらいと学校の特色、今後のスケジュールは。

答弁：教育長
庄内地区への中高一貫校設置のねらいは、6 年間の計画的、
継続的な指導を通して、生徒の個性や創造性をより伸長する
ことが期待できる中等教育のもう一つの選択肢を提供するこ
とにより、教育環境の充実を図ることにある。両校の伝統、
特色を引き継ぐとともに、地域社会や日本の未来を担っていく
ための基盤となる高い学力や豊かな人間性を育んでいく。研
究機関と連携した探究型学習の推進や、実践的なコミュニケー
ション能力や数学的・科学的な思考力を育む授業の実践など
を想定している。来年度以降、教育課程や施設活用等の教
育基本計画を策定し、平成 36 年度までに開校する予定である。
もっと慎重に進めるべきとの声もあることから、地域への説明、
地元自治体との調整を継続的に行うなど、理解が得られるよ
う努める。

2 校が統合した福岡県立門司学園一貫校を調査

【平成 29 年12 月代表質問 その他の質問項目】
●北朝鮮情勢への対応 ●相次ぐ漂流船に対する警備強化 ●子供の貧困対策
●慶應義塾大学先端生命科学研究所への支援 ●国連世界観光会議への対応 ●本県の広報戦略
●新品種「雪若丸」のブランド化戦略 ●東京オリンピック・パラリンピックへの対応（ホストタウン、文化プログラム）
: 会議の議事録、録画映像は山形県議会ホームページからご覧になれます。
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プロフィール

昭和 43 年 5 月 18 日生
【略歴】鶴岡南高校卒、早稲田大学政経学部政
治学科卒、日本航空株式会社、鶴岡市議会議
員（3 期）
【現在】農林水産常任委員長、自由民主党山形
県連青年局長
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