


原子力規制委員会が原子力規制委員会が

（２）日本共産党県議団だより　No.126

３月議会３月議会 開催中の３月議会への追加提案として、 融資制度の拡充

（0.9％に利率を抑える）） を提案。 ３月２４日に議決。

開催中の３月議会への追加提案として、 融資制度の拡充

（0.9％に利率を抑える）） を提案。 ３月２４日に議決。

　松田県議は６月議会で一般質問をおこないました。

　下記のほかに、新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化、

医療機関への支援、 学校への支援や子どもたちの心のケアに

ついて質問。 また、 児童虐待防止や高等学校教育改革推進

計画基本方針 （改定案） についてとりあげました

再処理
工場

松田まさる松田まさる
一般質問 （６月２２日）一般質問 （６月２２日）

県
議
県
議

６月議会６月議会

コロナ危機のもとでの中小企業支援について、青森県のとりくみコロナ危機のもとでの中小企業支援について、青森県のとりくみ
県の動き県の動き 日本共産党県議団の提起日本共産党県議団の提起

よしまた県議よしまた県議 ３月２３日の質疑 （３月議会） で、 「業者

支援の一歩ではあるが、 無利子に踏み込

むべき」 と提案。

３月２３日の質疑 （３月議会） で、 「業者

支援の一歩ではあるが、 無利子に踏み込

むべき」 と提案。
知事の記者会見
（４月３日）
知事の記者会見
（４月３日）

「県と市町村で限りなくゼロ金利に持っていきたい」

と表明。 その後、 実質ゼロ金利に。

「県と市町村で限りなくゼロ金利に持っていきたい」

と表明。 その後、 実質ゼロ金利に。 松田県議松田県議 ３月２４日の討論 （３月議会） で、 「業者への

直接支援に踏み込むことが必要」 と提起。 ４

月以降は商工労働観光エネルギー委員会に

所属し、 家賃補助の実施など繰り返し提案す

る。

３月２４日の討論 （３月議会） で、 「業者への

直接支援に踏み込むことが必要」 と提起。 ４

月以降は商工労働観光エネルギー委員会に

所属し、 家賃補助の実施など繰り返し提案す

る。

５月臨時議会５月臨時議会 ４月２９日以降の大型連休中に行った休業要請などに

対応し、 協力金を実施 （専決処分で）。 議会への

賛同をはかる。

４月２９日以降の大型連休中に行った休業要請などに

対応し、 協力金を実施 （専決処分で）。 議会への

賛同をはかる。

６月議会６月議会 売り上げが２０％落ち込んだ中小業者に対して、 新しい生

活様式定着の後押しとして応援金を提案。 ６月３０日に議

決。

売り上げが２０％落ち込んだ中小業者に対して、 新しい生

活様式定着の後押しとして応援金を提案。 ６月３０日に議

決。

安藤県議安藤県議 ５月臨時議会の質疑 （５月１５日） で、 協力金

の対象外になっている業者の声を紹介し、 線

引きをせずに対象をひろげるべきだと要求。

５月臨時議会の質疑 （５月１５日） で、 協力金

の対象外になっている業者の声を紹介し、 線

引きをせずに対象をひろげるべきだと要求。

破綻した再処理路線にしがみつくべきではない破綻した再処理路線にしがみつくべきではない

新規制基準「適合」の判断新規制基準「適合」の判断

失業・倒産・廃業防ぐため、
中小企業への支援さらに

失業・倒産・廃業防ぐため、
中小企業への支援さらに

　原子力規制委員会は５月１３

日、六ケ所再処理工場が新規制

基準に適合しているという判断

を示しました。松田県議は、「原

発に固執する安倍政権の計画に

沿ったもの。核燃サイクルから

は撤退すべき」と強調しました。

またコロナの影響で、フランス

への技術者の派遣が困難になっ

ていること、避難計画の感染防

止対策が必要になっていること

などを指摘しました。

　「いま最大の問題は、

失業や倒産・廃業が増え

ていることだ」と指摘し

た松田県議は、事業継続

のための支援強化を求め

ました。

松田県議「『新しい生

活様式』の呼びかけは

『新しい自粛要請』に

ほかならない。さらな

る支援策が求められて

いるなか、県の中小企

業支援の基本的な考

え方は？」

三村申吾知事「県独

自の応援金の給付な

ど、『新しい生活様式』

の実践に向けて幅広

く支援することとし

ている」

　松田県議はまた、県特

別融資制度や協力金の利

用状況などを質問。さら

に、雇用調整助成金の遅

れなどを指摘し、スピード

感をもった支援の必要性を

強調しました。

国保減免が可能に国保減免が可能に

　松田県議は、コロナの

影響で収入が減少した国

保保険者の国保料（税）

の減免や、コロナ感染で

働けなくなった場合の傷

病手当について、県内市町

村の取り組み状況を質問。

有賀玲子健康福祉部長は、

国保料（税）の減免は全市

町村が、傷病手当について

は 32 市町が実施すると報告

し、「必要な条例整備と被保

険者への周知が適切に行わ

れるように助言したい」と

答弁しました。

海溝型地震に備えた防災対策を万全に海溝型地震に備えた防災対策を万全に
　内閣府は４月、日本海溝、千島海溝沿いで巨大地震が起

きた場合、東日本大震災を上回る規模の津波が襲来すると

いう想定を公表しました。津波高 26.1 メートルの想定が出

た八戸市民に大きな衝撃を与えました。

　松田県議は、避難計画の見直しが必要だと

県の対応を求めました。下村誠県土整備部長

は、より詳細なデータを踏まえて対策をとる

と答えました。
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安藤はるみ安藤はるみ安藤はるみ安藤はるみ安藤はるみ安藤はるみ
　安藤県議は、５月臨時議会と６月議会で議案に対する質疑と一

部反対討論を行いました。

　６月議会では下記のほかに、ＰＣＲ検査体制の充実、手話言語

県
議
県
議

コロナ対策のためにも少人数学級実現をコロナ対策のためにも少人数学級実現を

ベ
ン
ト

質疑 （５月１５日）、 一部反対討論 （５月１５日）質疑 （５月１５日）、 一部反対討論 （５月１５日）５月臨時議会５月臨時議会

質疑 （６月２５日）、 一部反対討論 （６月３０日）質疑 （６月２５日）、 一部反対討論 （６月３０日）６月議会６月議会

医療機関・介護事業所・福祉施設の経営を守れ医療機関・介護事業所・福祉施設の経営を守れ

国の公的資金投入を求める意見書国の公的資金投入を求める意見書
共産・民主・県民主役の３会派で提出共産・民主・県民主役の３会派で提出
自民・公明などが反対し否決自民・公明などが反対し否決

　６月議会には、日本共産

党と民主連合、県民主役の

県政の会の３会派で、医療

機関などの経営を守るため

に国の支援を求める意見書

を提出しました。

　同意見書では、コロナ「第

２波」に備える医療・介護・

福祉体制を守るためには、

経営支援に踏み込んだ手立

てが求められているとして

いました。

　日本共産党県議団は医療

機関などへの支援を繰り返

1 日1日

３密を避けるというなら、２０人学級こそ３密を避けるというなら、２０人学級こそ

少
人
数
学
級
に
つ
い
て

現在現在
県独自に 33 人学級を小
１～小４と中１で実施。

今年度今年度 コロナ対応で 33 人学級
を全学年で実施。予定
する教員増は19人。

安藤県議の提案安藤県議の提案

教員 19 人増で全学年 33 人学級が実

伝できるなら、今年度限りにせず、

来年以降も実施を。さらに、コロナ

対応としても20人学級に前進を。

　コロナ対策として国

は、教員加配のための予

算を組みました。安藤県

議は、「どのような考え

で教員を増やすのか」と

質問。次のようなやりと

りになりました。

和嶋 延寿教育長「３

密を避けるための環境

づくりなど、コロナ対

策をはかるため、教員

を 19 人増やし、現在、

少人数学級編成となっ

　安藤県議は、少人数学

級がコロナ対策において

も行き届いた教育のため

にも効果がある、という

教育長の答弁をふまえ、

「文科省が発表した衛生

ていない学年でも少人

数学級としたい」

安藤県議「あと 19 人

増やせば全学年で 33

人学級ができるなら、

来年度以降も継続して

ほしい」

管理マニュアル

に従えば、２メー

トルの間隔をあ

けるためには、

１クラス 20 人学

級にする必要が

あ る。今 後、20

人学級にする考

えはないか？」と質問。和嶋教育長は、「国の動向をふまえ

つつ、少人数学級の編成については検討していきたい」と

答弁しました。

　この問題では 7 月 10 日、安藤県議ら日本共産党県議団と

高橋ちづ子衆議院議員、岩渕友参議院議員が和嶋教育長を

訪れ、意見交換を行いました（１面写真）。

地域から高校をなくす再編計画に抗議地域から高校をなくす再編計画に抗議
　上北地区と西北地区の統合校の

名称に関する条例案が提案されま

した。安藤県議は質疑のなかで、

「存続を求める声が考慮されな

かったことは遺憾」と抗議。通学

費の負担軽減など、子どもたちへ

の支援を強めるように求めまし

た。

入札１社で公正な競争入札と言えるのか？入札１社で公正な競争入札と言えるのか？
　青森市に建設予定の新水泳場事

業契約の議案で、入札が１社だっ

たことが分かりました。安藤県議

は、「１社のみの参加で有効性は

あるのか」と質問。平野義一出納

局会計管理者は、「告示から入札

までの過程で競争性は確保されて

いる」と答えました。

条例をふまえた調査研究の強化、教員の

長時間労働の問題、新水泳場建設へのＰ

ＦＩ方式導入の問題を問いました。

し求めてきました。６月議

会の一般質問では、自民議

員も、「経営悪化による閉

院という事態がおきては、

本当の意味で医療崩壊にな

りかねない」と語り、経営

支援を求めました。

県内の検査・医療体制について県内の検査・医療体制について

ＰＣＲ検査体制ＰＣＲ検査体制

コロナ患者の入院病床数コロナ患者の入院病床数

軽症者のための宿泊施設数軽症者のための宿泊施設数

２５０件２５０件 に拡充をめざすに拡充をめざす
（６月議会で採択された補正予算）（６月議会で採択された補正予算）

青森・弘前・八戸に青森・弘前・八戸に ＰＣＲ検査センターＰＣＲ検査センター

１４４床１４４床６月末現在６月末現在

このほかにこのほかに

（２２５床確保の方針）（２２５床確保の方針）

３０室３０室６月末現在６月末現在
（４５０室確保の方針）（４５０室確保の方針）



（４）日本共産党県議団だより　No.126

２０２０年度補正予算（第３号）案

青森県覚せい剤施用機関等指定申請手数料等
徴収条例の一部を改正する条例案
青森県覚せい剤施用機関等指定申請手数料等
徴収条例の一部を改正する条例案

公の施設の指定管理者の指定の件公の施設の指定管理者の指定の件

青森県手話言語条例案

共産共産

賛成

賛成

賛成

反対

反対

反対

自民自民

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

※会派名は次の通りです。共産＝日本共産党、自民＝自由民主党、民主＝民主連合、公明＝公明・健政会、清和会、県民主役＝県民主役の県政の会※会派名は次の通りです。共産＝日本共産党、自民＝自由民主党、民主＝民主連合、公明＝公明・健政会、清和会、県民主役＝県民主役の県政の会

公共施設等の設備等に関する事業契約の件公共施設等の設備等に関する事業契約の件

経営難に直面する医療機関・介護事業所・
福祉施設の経営安定のために、
国の支援を求める意見書案

経営難に直面する医療機関・介護事業所・
福祉施設の経営安定のために、
国の支援を求める意見書案

青森県立学校設置条例の一部を改正する条例案青森県立学校設置条例の一部を改正する条例案

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に
関する条例の一部を改正する条例案
義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に
関する条例の一部を改正する条例案

青森県都市公園条例の一部を改正する条例案青森県都市公園条例の一部を改正する条例案

反対

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

反対

民主民主

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

公明公明

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

反対

清和会清和会

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

反対

県民主役県民主役

賛成

賛成

賛成

反対

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

無所属無所属

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

反対

可
決新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書案新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書案

否
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

6 月議会

２０２０年度補正予算（第２号）案

特別職の職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例案

特別職の職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例案

共産共産

賛成

賛成

賛成

自民自民

賛成

賛成

賛成

議案議案 等への賛否一覧等への賛否一覧（一部抜粋）（一部抜粋）

専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（２０１９年一般会計補正予算（専決第１号））
専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（２０１９年一般会計補正予算（専決第１号））

反対

賛成

賛成

賛成

民主民主

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

公明公明

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

清和会清和会

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

県民主役県民主役

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

無所属無所属

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成可
決

承
認

承
認

承
認

承
認

可
決

可
決 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

５月臨時議会

専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（２０２０年一般会計補正予算（専決第１号））
専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（２０２０年一般会計補正予算（専決第１号））

専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（２０２０年一般会計補正予算（専決第２号））
専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（２０２０年一般会計補正予算（専決第２号））

専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（青森県県税条例の一部を改正する条例）
専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件
（青森県県税条例の一部を改正する条例）

青森県議会議員の議員報酬の特例に関する条例案青森県議会議員の議員報酬の特例に関する条例案

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

新たな局面に入ったプラスチックごみ問題新たな局面に入ったプラスチックごみ問題

県をあげたとりくみで、発生抑制・再利用促進を県をあげたとりくみで、発生抑制・再利用促進を

　プラごみ問題が社会問題

化するなるなか、政府は 7

月１日からレジ袋有料化を

スタートさせました。また

県は５月、プラスチックご

みゼロ宣言を行いました。

　よしまた県議は、レジ袋

だけにとどめず、プラごみ

ゼロをめざした本格的なと

りくみが必要だと提起。「同

じ『プラごみ』でも、一般

廃棄物と産業廃棄物では扱

いが違い、『適正処理』と

言われるもののなかに焼却

処理（熱回収）が含まれて

いる問題もある。この全体

像と個別の性格をよく見る

必要がある」と指摘し、３

Ｒ（発生抑制、再利用、再

生利用）にそったとりくみ

の必要性を強調しました。

　この質問のなかで県は、

県庁が調達する物品につい

て、プラ問題を配慮したと

りくみを行っていると答弁

しました。

今年度策定する第４次県循環型社会形成計画に

プラごみ問題を重視して位置付けるべき

今年度策定する第４次県循環型社会形成計画に

プラごみ問題を重視して位置付けるべき

　県は今年３月、第６次

環境計画を策定し、プラ

スチックの資源循環促進

に向けた新たな取り組み

を展開するとしました。

　同時によしまた県議

は、３Ｒ推進のための循

環型社会形成計画（第３

次）にプラごみ問題が位

置づいていないことを指

よしまた洋よしまた洋
　よしまた洋県議は今年度、環境厚生委員会に所属し、４月、5 月、

６月の委員会で質問を重ねてきました。 新型コロナウイルス感染症

からいのちとくらしを守る課題を繰り返しとりあげてきたほか、 ６月の

委員会ではプラスチックごみ問題について質問しました。

よしまた洋よしまた洋よしまた洋よしまた洋 県
議
県
議

摘し、次のように質問し

ました。

よしまた県議「次期計

画にプラスチック対策

を明確に盛り込むべき」

県「次期計画期間中の

重点取り組み項目の一

つとして、位置付ける

方向で検討している」


