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予算特別委員会における質疑

未来に希望をもてる山形づくりに全力投球！
日頃より、私の議員活動に温かいご支援、ご指導を賜り厚く御礼申
し上げます。
昨年は、5 月 1 日、新天皇がご即位され、元号が令和に改まり、新
しい時代がはじまった節目の年となりました。6 月に発生した山形県沖
を震源とする地震は、震度 6 弱を記録し、温海地域を中心に鶴岡市全
域に被害をもたらしました。また全国的に台風や豪雨による水害が多発
し、尊い生命や財産が失われました。被災された皆様にお見舞いを申
商工労働観光常任委員会による
慶應先端研視察
し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。気候変動に
よる災害は今後も発生することが想定されます。ソフト、ハード両面から、防災・減災に取り組み、危機管理
体制を整えて、県民の安全安心を確保していきます。
山形県では年間約 1 万人の人口が減少しています。子育て世代人口が減っているため、少子化も進行してい
ます。若者が未来に希望を持てる社会を形成し、将来にわたって住み続けたいと思える魅力ある地域づくりの
ため、よりダイナミックな変革が求められています。地域の課題解決に着実に取り組むとともに、従来の政策
の枠を超えた、柔軟な発想で提言を続けていきます。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。
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【令和元年 6月定例会

Q&A

予算特別委員会】

❖ジェットスター・ジャパンの利用促進
質問 : 佐藤

聡

地元が待ち望んだ格安航空会社ジェットスター・ジャパンが庄内―成田間に就航する。インバウンド旅客の増加や若者定着・回
帰、企業および研究機関の立地促進にも寄与してくれるものと確信している。運航定着と庄内空港利用年間50万人を視野に需要喚
起に努めなければならない。ジェットスター・ジャパンの利用促進を進めるため、どのように取り組んでいくのか。

答弁 : 企画振興部長
就航のPR チラシ・ポスターの枚数を10 倍に拡大し周知に努めている。地元の会合や大規模商業施設等の集客拠点でのイベント
等を活用した PR 活動や、庄内発の旅行商品開発を旅行代理店へ働きかけている。利用の働きかけは最上地域を初め県内全域、新
潟県、秋田県など、対象を拡大して展開していく。SNS などインターネットを活用した情報発信、地元の大学や専門学校などの学生
や若者などに対するLCC の利用方法の説明会などを開催する。
首都圏では、庄内出身者の通う大学や学生寮等での就航のPR チラシ・ポスターの配置、また集客拠点でのPR 活動などにより周知を図っ
ていく。また、首都圏発の旅行商品造成の働きかけなどを積極的に行って、出羽三山などの日本遺産や温泉を初め、世界一のクラ
ゲ展示数で有名な加茂水族館など、庄内地域の多彩な観光資源を盛り込んだ特色ある旅行商品の企画・造成を促進していく。成田
空港の地元である千葉県内での庄内線の利用拡大の取り組みについても、千葉県や成田国際空港株式会社とも連携して進めていく。

8 月 1 日、庄内空港初便イベントの様子

庄内空港に新設されたチェックインカウンター

❖庄内中高一貫校（仮称）の教育基本計画策定
質問：佐藤

聡

一貫校では、生徒自ら考え、判断し、行動していく資質を身につける教育を実践し、社会の中でよりよく生きる人材を育成する日本
一の学校を目指して欲しい。そのためにも、教育基本計画の策定に当たっては、学校教育の本質を問い直す議論をし、先進事例の研
究や外部有識者の参画など多角的な検討が必要と考えるが、どう取り組んでいくのか。

答弁：教育長
鶴岡南高校は、これまで地域をリードする人材を多数輩出し、平成 24 年度からは文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール
の指定校となり、地元の慶應義塾大学先端生命科学研究所等と連携しながら、先進的な探究型学習を進めている。鶴岡北高校は、
長年、地域の女子教育を担い、大きな役割を果たしてきた。両校とも創立 120 年を超える伝統校であり、統合により新設される一
貫校には地元の高い期待が寄せられている。東桜学館の実績や全国の中高一貫校の先進事例を参考とし、さらに外部有識者から
も御意見をいただき、新しい柔軟な発想を取り入れ、令和 2 年 7月を目途に教育基本計画を策定する。
これまで両校で積み上げられてきた伝統や特色ある教育活動による強みを生かしつつ、6 年間の計画的、継続的な教育活動により、
今後の社会の変化を見据えた新しい教育に取り組み、庄内の自然、文化などにかかわる体験活動も充実させ、生徒の資質・能力を
最大限に伸ばす学校を作っていきたいと考えている。
【令和元年 6月予算特別委員会

その他の質問項目】

●庄内空港の利用拡大、機能強化（羽田便の利用拡大、チャーター便就航のための空港施設の改修、滑走路延伸への取組み）
●バイオエコノミー拠点形成による山形創生 ●エネルギー戦略（系統制約の克服に向けた取組み、洋上風力発電導入の課題）
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【令和元年12 月定例会

一般質問】

❖国立がん研究センター鶴岡連携研究拠点の成果と今後の見通し
質問：佐藤

聡

国立がん研究センター・鶴岡連携研究拠点がんメタボロミクス研究室が鶴岡市に
設置され、慶応義塾大学先端生命科学研究所との共同研究によるがん研究の進展
や、事業化に向けたベンチャー企業の設立等が期待されている。県と鶴岡市が国の
地方創生推進交付金を活用して支援を行っているが、令和2年度が最終年度である。
連携研究拠点での共同研究が次の期間においても継続できるよう、山形県も継続し
た支援をすべきと考えるが、今後の見通しは。

答弁：商工労働部長
がんの診断薬の開発やバイオマーカーの発見に向けた研究を進めており、県が推
進しているバイオ産業の集積促進と連動しながら、がんを中心とした医療や健康分
野等の研究基盤の構築と関連産業の創出に取り組んでいる。地域においては、同拠
点の研究者による県内高校でのがん研究の講演や、慶應先端研で研修する地元高校
生が行うがん研究へのサポート等の人材育成に加え、国内外の研究者が集う国際会
議や、医療分野への参入を目指す県内企業向けセミナー、がんの予防や治療に関す
る県民向け健康セミナーの開催など、交流拡大や県民の健康・福祉の向上にも取り

がん研連携研究拠点は、先端研究産業支援センターに
研究室を設けている

組んでいる。研究の成果、人材育成、地域貢献等は一定の成果が上がっているが、事業化については、今後加速させていく必要が
あると考えている。県は、政府関係機関の地方移転方針に伴い設置された同拠点の整備・運営に係る経費について、政府による継
続的な支援を要望しており、令和 3 年度以降の取組み等について、鶴岡市や関係機関等と十分協議・検討していく。

❖庄内海岸砂防林の保全、松枯れ対策
質問：佐藤

聡

庄内砂丘における松くい虫被害は、一時下火となっていたが、平成26年度から被害
が増大し、平成28年度には、過去最大の被害を記録し、いまだに被害は高いレベルに
ある。全国的には本県を含む南東北と長野県での被害量が多い。飛砂を食い止める
機能を維持するためには、継続した防除活動が重要である。庄内砂丘での防除対策、
および高齢化した松林の更新や伐倒した後の植林にどう取り組むか。

今年度から松くい虫に強い
「抵抗性クロマツ」の植林がスタート

答弁：農林水産部長
「山形県松くい虫被害対策推進計画」により、県民生活に密着した庄内海岸林
については、平成 29 年度からの 5ヵ年で集中的な被害対策を講じることとし、国
庫補助や県単独事業により、3 億円強の事業費を確保しながら被害木の伐倒駆除
や薬剤散布等の徹底防除を行っている。
松林の更新については、被害木の伐倒により部分的に隙間が開いた松林において、
毎年 1,000 本程度の補植を実施するとともに、密度が薄くなり飛砂防止機能が低
下した古い松林については、高齢木も含め皆伐し、全面植栽による更新等にも取

森林研究研修センター（羽黒）で育種が進められている

り組んでいる。さらに、平成 7 年度から県の森林研究研修センターで育種を進めてきた松くい虫に強い「抵抗性クロマツ」の
苗木が、今年度から 1,000 本程度供給できることとなった。今後、順次供給量を拡大しながら健全な海岸林の再生を図っていく。
加えて今年度から森林研究研修センターが中心となり、航空レーザ測量の活用により、庄内海岸林の樹高や本数などの詳細な
情報を把握し、樹齢など既存の情報と組み合わせることで、高齢林の更新や補植など、保全計画を作成するためのシステム開
発に取り組んでいる。
【令和元年12 月一般質問
●地球環境問題への対応

その他の項目】
●スマート自治体の実現

●自転車の安全で適正な利用の促進（条例制定による県民への普及啓発、

高校生の通学時のヘルメット着用） ●実践的な英語学習

 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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❖活動スナップ
山形県議会議員選挙に

外国人誘客拡大を目指す

おいて、多くの皆様からご

日本政府観光局
（JNTO）

支援いただき、再び山形

亀 山 秀 一 理 事 長 代 理と

県議会に送っていただきま

意見交換。東北地方への

した。気持ちも新たに活動

誘客促進策や海外から見

し、県民の皆様の負託に

た東北の魅力について認

応えてまいります。

識を深めました。

（平成31年4月）

（令和元年7月）

日沿道新潟・山形県境地

6月18日に発生した地震
は、鶴岡市内で建物や設

区建設促進大会に出席

備、道路や港湾施設に大

し、高速道路の早期開通

きな損害をもたらしました。

を訴えました。国交省から

国や市と連携して被害状

は全てのトンネル開通に

況を調査し、迅速な復旧

約10年を要するとの見通

復興につなげました。

しが示されました。
（令和元年8月）

（令和元年6月）

加藤鮎子代議士はじめ地

村山市に整備が進められ

元県議、
自民党県連役員

ているすいかの大規模園

が、財務省、国交省を訪

芸団地を視察しました。付

れ、山形県沖地震による

加価値の高い尾花沢すい

被害の現状を訴え、復旧

かの効率的生産により、

復興に対する政府の支援

農家の所得向上を目指し

を要望しました。

ています。

（令和元年7月）

（令和元年10月）

商工労働観光常任委員

山形県を訪れた国交省東

会で温海温泉を訪問し、
あ

京航空局

つみ観 光 協 会 役員や鶴

長と意見交換。最新の航

柏木隆久局

岡市関係者と意見交換。

空政策について伺うととも

地震による建物損壊の状

に、庄内空港や山形空港

況や風評被害、復興支援

の現状と課題について意

への要望等について意見

見を交わしました。

を交わしました。

（令和2年1月）

（令和元年7月）
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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、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）
平成 27 年山形県議会議員当選。農林水産常任委
員長、厚生環境常任委員長、自由民主党山形県
連青年局長等を務める。
【現在】商工労働観光常任委員長、自民党議会対
策副委員長
【所属会派】 自由民主党
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