県議会やまがた

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会では、９月２９日、山形大学医学部附属病院検査部部長
森兼 啓太 氏から感染症に関する基礎知識やワクチン接種等についてご意見をお聞きしました。
また、１０月８日には、これまでの関係者から伺ったご意見や、本会議・各常任委員会での審議を踏
まえ、
「ウィズコロナ社会における感染予防対策と日常生活の両立に向けた提言」をまとめ、知事に
手交しました。

提言の概要

支援事業」を令和３年度に創
設した。主な取組みとして、
ハード面では共同で農業用ド
ローン等を導入し作業の効率
化・省力化する取組み等へ支
援していく。ソフト面では経
営分析に不可欠な複式簿記を
習得する研修会の開催等など、
引き続き、継続性と収益性の
高い家族経営体を育成してい
きたい。

１ 適
 切な情報発信に基づく感染
予防対策
２ 医療提供体制の確保
３ 今後のワクチン接種
４ 行動制限の緩和に向けて
５ 新型コロナにより経済的損失
を受けた方々に対して

◆◆◆◆

（山形市選挙区）

変異株に対する県内の感
染防止対策を今一度見直し、
より対策を強化する必要があ
ると考えるがどうか。
今後、新たな変異株が出
現し、更なる感染の波が押し
寄せることに備え、スクリー
ニング検査やゲノム解析に万
全を期し、県内への侵入をい
ち早く探知するよう努めてい
く。また、これまでの変異株
の県内侵入は、首都圏などの
感染拡大地域との往来による
ものが多いことから、拡大地
域の流行状況を早期に把握し、
必要に応じてそれら流行地域
との往来を控えること等につ
いて注意喚起していく。
中小企業に対する資金繰り支
援
新型コロナの影響で中小
企業が抱えた資金繰りの問題
をどう支援していくのか。
令和２年３月に実施した、
年間無利子・無保証料の資
金繰り支援は、令和４年４月
以降に多くの事業者が償還を
県内企業の稼ぐ力を維持・強
開始するが約定通りに償還で
化していく。
きないことが懸念される。こ
小規模な家族農業への支援
のため、金融機関と県で構成
するワーキングチームにおい
小規模な家族農業への支
て事業者の経営状況を踏まえ
援を強化すべきと考えるがど
返済期間の延長等の条件変更
うか。
に応じることで合意した。ま
これまで支援策が行き届
た、経営支援員による伴走型
かなかった小規模な家族経営
の支援や補助金等を用いた業
等の多様な担い手を支援する
態転換や生産性向上を促し、 「 元 気 な 地 域 農 業 担 い 手 育 成

変異株への対応

県政クラブ
和広 議員

原田

次

としては、加入を促すことに
より農業者がコロナや自然災
害に負けない足腰の強い農業
経営の実現に取り組んでいく。
石巻新庄道路の整備

４７

石巻新庄道路の早期整備
に向けた考え方と取組状況は
どうか。
石巻新庄道路には物流や
産業・観光の振興、災害時の
救援等で重要な役割が期待さ
れるため、整備に向けては、
本路線と並行する国道 号等
が互いに補完するダブルネッ
トワークを構築することが重
要である。また、現在事業実
施中の区間の完成と、今後事
業を実施する予定の区間の着
手と完成には財源の確保も重
要であるため、
県としては国土
きょう じん
強 靭化などに
関する財源の確
保に向けて継続
的に政府等へ働
きかけていく。
コロナ禍における学校での心
のケアやメンタルヘルス
コロナ禍において、児童
生徒の心のケアや教員のメン
タルヘルスに学校はどう対応
していくのか。
現在、スクールカウンセ
ラーと教育相談員を中学校に
配置しているが、コロナ禍の
中、小学校でも活用できるよ
う小中学校の連携をさらに深
め、相談体制を一層充実して
いきたい。また、教職員のメ
ンタルヘルス対策としてセミ
ナーの開催や専門家による電
話・オンライン相談などに取
り組んでおり、引き続き各学
校へ注意喚起するとともに若
手教員の声を聞きながら対策
の充実に努めていく。

問

問

目

農業セーフティネットへの加
入促進
農業セーフティネットの
加入促進に向け、今後どのよ
うに対応していくのか。
気象災害等、様々なリスク
に備えるには農業セーフティ
ネットへの加入促進が不可欠
であるため、令和３年度に加
入促進協議会を設立し具体的
な検討を進めている。被災農
家へのアンケート調査や幅広
い検討を踏まえ、今後は論点
整理や制度の
周知・啓発を
進め、令和４
年度予算要求
に具体的な取
組みを盛り込
んでいく。県

知事に提言を手交する
坂本 貴美雄 議長

が採択、３件が継続審査とな
りました。
意見書は４件発議され、原
案どおり可決、国会・関係す
る省庁等に提出されたほか、
１件の決議を可決しました。
また、９月 日には阿部ひ
とみ議員から議員の辞職願が
提出され同月 日の本会議に
おいて、最終日には原田和広
議員から議員の辞職願が提出
され同日の本会議において、
許可されました。
主な質疑内容は次のとおり
です。

代表質問から

自由民主党
重成 議員

※提言の全文は、県議会の
ホームページでご覧いた
だけます。

山形大学医学部附属病院
検査部部長 森兼 啓太 氏

（最上郡選挙区）
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２４
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２３

伊藤

●１ページ
・９月定例会の概要
・９月定例会の代表質問
・新型
 コロナウイルス感染症
対策特別委員会で知事へ提
言を手交
●２ページ
・９月定例会の一般質問
・予算特別委員会の質疑内容
・県議
 会におけるデジタル化
を推進しています
●３ページ
・予算特別委員会の質疑内容
・採択
 した請願、可決した意
見書・決議
●４ページ
・３特
 別委員会で意見交換や
研修会を実施
・生徒
 ・学生との意見交換会
を開催
・県議
 会ギャラリーで「障が
い者スポーツ」や「山工元
気プロジェクト」を紹介
・県議会ギャラリーのご案内
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答
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答

「県議会やまがた」第 号は、 
９月定例会の内容を中心に、
主に令和３年８月から 月に
かけての議会活動についてお
伝えします。

１７

答

問

１０ 答

９月定例 会 の 概 要

２２

問

答

３５

１０

９月 日から 月８日まで
の 日間の会期で開催され、
本会議で自由民主党、県政ク
ラブによる代表質問、４名の
議員による一般質問が行われ、
さらに予算特別委員会での８
名の委員による質疑や常任委
員会での審査を経たうえで、
新型コロナをはじめ、今春の
凍霜害、米価下落への対策費
などを盛り込んだ令和３年度
一般会計補正予算や副知事人
事案件など知事提出の 議案
を可決・同意しました。
請願は７件上程され、４件

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会で知事へ提言を手交

問

答
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［９月定例会］本会議

自由民主党
正人 議員
（南陽市選挙区）

１０

自由民主党
忠一 議員

予算特別委員会の
質疑内容

を精査することは非常に重要
であると考えており、丁寧な
連絡・相談を徹底していきた
い。
民間企業における障がい者雇
用の状況とその支援
県内民間企業の障がい者
の雇用率及び企業に対する雇
用促進支援策はどうか。
教員の適切な勤務のあり方
実雇用率は令和２年度で
過 去 最 高 の ２・ ％（ 全 国 平
学校では教員の出退勤時
刻表をどう活用しているのか。 均２・ ％）、法定雇用率を達
成 し た 企 業 の 割 合 は ・６ ％
また、教育委員会は学校での
問題を早期に把握するためど （同 ・６％）である。今後は、
障がい者の就労のための施設
う取り組んでいくのか。
整備や職場環境づくりを国・
同表は時間外勤務が月
市町村と連携して支援すると
時間を超えないよう活用され
ともに、働く場所の確保に向
ており、月１００時間を超え
け、職業訓練が可能な企業の
た場合には産業医との面談等
開拓や訓練実施企業とのマッ
健康管理に留意している。教
チングを促進し、障がい者雇
育委員会が問題の早期解決の
用の拡大に取り組んでいく。
ため、学校からの様々な報告

１１

庄内地域の医師確保

いじめ防止の取組みの強化

１０

若者に対する新型コロナワク
チン接種の取組み
本県の若者のワクチン接
種の進捗と、今後接種率向上
にどう取り組んでいくのか。
本県の 代から 代で２
回目の接種を終えた割合は令
和３年９月時点で約 ％と他
の世代に比べ低いため、同じ
世代の県内医療従事者のメッ
セージを県公式ツイッターに
掲載し正確で効果的な情報発
信に取り組んでいく。また、
希望する中高生が接種を受け
やすくするため、市町村では
集団接種で小児科医を配置す
る等、様々な工夫をしている。
コロナ禍における観光を取り
巻く現状と今後の見通し
県内の観光需要喚起の取
組みと今後の見通しはどうか。
令和３年４月及び６月補
正予算で計上した「やまがた
四季旅」は、宿泊や日帰り旅
行、観光立寄施設等で利用で
きるクーポンの発行事業を展
開し、多くの方にご利用いた
だいている。複数の民間調査
機関によると、旅行需要は、
県内や近隣県から徐々に遠い
エリアへと段階的に進んでい
くと見込まれるため、感染状
況に応じ、段階的かつ柔軟な
観光誘客に取り組んでいく。

４８

柴田

コロナから県民の生活を守り
経済活動を取り戻す取組み
山形県版ワクチン検査
パッケージにより経済活動を
推進してはどうか。また、経営
状況が悪化している飲食関連
業種をどう支援していくのか。
県としては行動制限緩和
は丁寧かつ慎重に進めるべき
と考えており、県独自の検査
パッケージの活用も慎重に対
応していく。令和３年９月定
例会では飲食業関連事業者へ
の家賃等支援や料亭等で利用
できるクーポン券の発行、飲
食店のテイクアウト等の新
サービス展開
支援の予算
を計上してお
り、経済活動
の回復につな
げていく。
米沢～福島間のトンネルの早
期整備実現に向けた取組み
米沢～福島間の新トンネ
ルの早期実現にどう取り組ん
でいくのか。
ＪＲ東日本からカーブを
より緩やかにすることでフル
規格走行が可能なトンネル整
備の可能性を示され、新ルート
検討に向けた共同調査の提案
を受け入れた。令和３年 月
よりＪＲと連携して県内各地
の旬の味覚を首都圏に新幹線
輸送する等、山形新幹線の魅
力や付加価値の向上に努め、ト
ンネルの早期事業化と県内全
域の発展につなげていきたい。

１５

問

答

（鶴岡市選挙区）

いじめを生まない学校づ
くりに向けどう取り組むのか。
平成 年に県いじめ防止
基本方針を改定し、全中学校
へのスクールカウンセラー等
の配置や市町村教育委員会へ
のスクールソーシャルワーカー
の配置を拡充する等、教育相
談体制構築を支援していくと
ともに、各教育事務所では年
２回教員に研修会を実施して
いる。加えて、学校における
居場所づくりや児童生徒の主
体的な活動による絆づくりの
取組みがい
じめの減少
に有効であ
るため、今
後も継続し
ていく。

（鶴岡市選挙区）

８０

日本共産党山形県議団
関
徹 議員

庄内地域の医師確保対策
に向け、日本海総合病院と鶴
岡市立荘内病院の連携強化を
支援すべきと考えるがどうか。
庄内地域では、両病院が
地域医療支援病院として切れ
目のない医療提供体制の構築
を進めるとともに、山形大学
医学部と連携し臨床実習を行
うなど医師確保に向けて取り
組んでいる。今後とも両病院
の特色や魅力の発信と相互の
連携促進を支援しながら、庄
内地域全体の医師確保・定着
を進めていく。
問

答

一般質問から

自由民主党
寛明 議員

梅津

県政クラブ
庸成 議員
（山形市選挙区）

米価下落の中での県産米の販
売戦略
米全体の需要が減少する
中で、
「はえぬき」と「雪若丸」
ひょう
とのすみ分けが必要と考える
凍霜害・雹害に対する支援と
本県果樹産地の再生・強化
が、今後の販売戦略をどう展
開していくのか。
霜や雹等による農作物被
「 雪 若 丸」 は ネ ッ ト 販 売
害への対応について。また、
など県外での家庭用販売や業
果樹王国山形の再生・基盤強
務用向けとしても販路拡大が
化に向けどう取り組むのか。
進んでいる。今後は、食品関
県では営農意欲の低下を
連企業との商品開発など多様
防ぐため令和３年６月に「凍
なパートナーと連携した販売
霜害・雹害緊急対策パッケー
促進の展開等によりブランド
ジ」を発動し、被災農家の声
化を一層推進することで、一
を踏まえた支援の充実に努め
定の価格水準を維持しながら
ている。果樹王国やまがたの
需 要 を 確 保 し、「 は え ぬ き 」
再生・強靭化に向けては次代
からの転換を進めていく。
の農業を担う若手・女性農業
者や関係者等からなる協議会
行政組織の効率化・合理化
を設置し対策を検討していく。 （民間移譲）
しゅんせつ
福祉型障がい児入所施設
のように県が直営している施
設の民間移譲に今後どう取り
組んでいくのか。
公の施設について、県が
保有する必要性を検証する中
で民間への移譲の可能性が見
出せた施設は、必要なサービ
ス水準の確保等を確認し、移
譲に向けた工程を具体化して
いく。ご指摘の施設について
は、福祉関連団体から県直営
体制の見直しの要望を受け、
利用者の視点や安定的かつ継
続的なサービス提供の視点を
勘案し調査・検討を始めたと
聞いており、状況を注視して
いく。

５３

後列左から、矢吹栄修 委員、鈴木 孝 委員、菊池大二郎 委員、
柴田正人 委員、相田光照 委員
前列左から、舩山現人 委員、小松伸也 座長、吉村和武 副座長

今野美奈子 議員

県政クラブ

県議会では、議会におけるデジタル化を推進し議会機能の強化を図る
ため、「山形県議会デジタル化推進会議」（小松伸也座長）を設置し、各
種調査や提案等の検討を行っています。
議会審議を充実させるためのＩＣＴ活用やデジタル化による議会棟の
機能強化、サービス向上に努めていきます。

（山形市選挙区）

金澤
２０

２９

問

答

県議会におけるデジタル化を推進しています

問

答

問

答

問

答

問

答

（上山市選挙区）

遠藤

来年度以降の 浚 渫等河川流下
能力向上の促進
令和４年度以降、浚渫工
事をはじめ河川の流下能力向
上対策をどう進めていくのか。
浸水被害防止は、河川整
備と流下能力の確保対策を
セットで実施することが重要
である。河川整備は、令和２
年度から市町村と連携し取り
組んでおり、流下能力の確保
対策は、令和元年度以降予算
を積み増し令和３年度まで取
り組んでいる。令和４年度以
降は、予算編成の中で検討を
進めるが、流下能力の確保と
併せ財政面でも持続可能とな
るよう意を用いてまいりたい。

２９

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

2
令和３年
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令和３年
（２０２１年）１１月発行

県議会やまがた
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舩山

自由民主党
現人 議員
（東置賜郡選挙区）

凍霜害回避のための機材導入
に対する支援
農作物の凍霜害対策に有
効なリターンスタックヒー
ターの導入に支援するべきと
考えるがどうか。
同ヒーターは、今年度に
限り政府の補助事業の対象で
あるが、支援対象者は原則、
果樹共済または収入保険加入
者に限定される。政府の補助
対象外の導入希望者について
は、その要望等を聞きながら、
防霜効果が得られる計画であ
るか等営農上の適応性を踏ま
え、県の補助対象とするか検
討していく。
飲食業・関連産業に対する支
援とアフターコロナを見据え
た県経済の再生策
飲食業関連家賃等緊急支
援事業の考え方と本県経済再
生に向けた取り組みはどうか。
同事業では飲食店のほか、
卸売業者など関連する事業者
も対象に家賃等の固定経費を
支援していく。なお、店舗等
に係る借入金を経費の対象と
するか等は今後検討していく。
経済の再生に向けては、新生
活様式の実践による需要拡大
やデジタル化の急速な進展を
チャンスと捉
え、新たなビ
ジネスチャン
スの創出や産
業人材の育成
等に力を入れ
ていく。

公明党

（山形市選挙区）

文昭 議員

（村山市選挙区）

今後の保健医療政策

県政クラブ

県民から信頼される警察行政

菊池大二郎 議員

第７次県保健医療計画の
中間見直しや、次期計画の策
定に向けどう取り組むのか。
現計画は策定後３年を経
過したため、循環器病と在宅
医療に関する施策に加え、コ
ロナ感染拡大を踏まえた感染
症対策についても盛り込む内
容で令和３年度中に見直す予
定である。また、令和５年度
に策定する次期計画について
は、厚生労働省の検討状況を
注視しながら、本県の将来人
口の見通しや地域医療体制等
の課題を踏まえ検討していく。
新型コロナウイルスに感染し
た自宅療養者等への支援
自宅療養者等へのデジタ
ル機材の運用による健康観察
の実現や、保健所の体制強化
が必要と考えるがどうか。
自宅療養者等の健康状態
は保健所の保健師等が毎日２
回確認しているが、庄内保健
所では、他地域に先駆けて、協
力いただいている開業医が健
康観察に代わりスマートフォ
ン等で療養者の顔を見ながら
診察している事例もあり、今
後拡充していきたい。また、
保健所が安定的にその機能を
果たすため、感染状況に応じ
保健所間で保
健師を派遣し
合う等、人員
体制の強化を
図っている。

菊池
警察官の不祥事が連続し
ているが、再発防止に向けた
取組みについて。
本県警察では、令和３年
に短期間で複数の懲戒処分を
行うなど危機的な状況である
ことから、全職員が危機意識
を共有し、再発防止対策とし
て実効性のある身上指導監督
等に取り組むよう本部長通達
を発出したほか、緊急警察署
長会議を開催するなどして、
各所属長等に指示した。警察
では、これら再発防止対策を
組織の隅々に
まで浸透させ
県民の信頼回
復に努めてい
く。
東北公益文科大学公立化の取
組み
東北公益文科大学の公立
化の準備状況と公立化への移
行時期のめどについて。
県と庄内地域２市３町の
実務者同士が、公立化等に向
けた役割分担などについて議
論しているが、財政負担の在
り方など将来にわたり各自治
体の運営に影響を及ぼす事項
もあり、現時点で公立化の時
期を示せる段階にはない。同
大学が庄内地域に深く根を張
り本県の教育研究や人材供給
の拠点として発展できるよう、
公立化と機能強化などの検討
を進めていく。

自由民主党
伸一 議員
（東田川郡選挙区）

副知事の就任とコロナ克服・
経済再生特命補佐との関係
新副知事が誕生すれば、
コロナ克服・経済再生特命補
佐の任を解くのが自然なので
はないか。
同特命補佐は、副知事の
代わりではなく、課題が山積
している県政を弱体化させて
はならないという強い想いで
設置した。また、その職務は、
コロナ対策等に係る助言・調
査等であり、副知事とは法的
根拠や権限、職務内容などの
面で明確に立場が異なるため、
指揮命令系統に混乱をきたす
ことはないと考える。

田澤

コロナ後の本県旅館業の振興
観光庁の「既存観光拠点
の再生・高付加価値化推進事
業」に採用された県内５事業
者の取組みを、本県旅館業の
振興にどう活用していくのか。
採用された事業は、ワー
ケーション等に対応するため
の宿泊施設等の改修や泊食分
離を推進するための飲食店と
の連携強化等、温泉地と周辺
地域の活性化や高付加価値化
に向けた取組みなどを進めて
いる。これらは県内観光地の
先導的な内容であるため、事
例を広く紹
介し、取組
みのモデル
として共有
していきた
い。

吉村

県政クラブ
和武 議員

（山形市選挙区）

カーボンニュートラルへの取
組み
環境省の技術開発等事業
に採択された㈱サニックスの
取組みをどう評価するか。ま
た、ゼロカーボンやまがたの
実現に向けどう取り組むのか。
同社の技術は本県の産学
官連携により生まれ、大型商
用車のＣＯ ２排出削減の実現
に貢献するものと高く評価し
ている。カーボンニュートラ
ル社会の実現に向けては、県
民・事業者等が今後主体的に
行う取組みを「アクションプ
ラン」とし
て令和３年
内に策定
し、県民総
ぐるみの運
動を展開し
ていく。
県内で発生したいじめに対す
る今後の対応
酒田市の中学校で発生し
たいじめについて、今後どう
対応していくのか。
今般、酒田市教育委員会
では、弁護士・精神科医等に
より構成される、市いじめ問
題対応委員会において詳細な
調査を実施することを決めて
いる。県教育委員会としては、
調査の動向を注視しつつ、引
き続き教育事務所に設置して
いるいじめ解決支援チームや
エリアスクールカウンセラー
の派遣などにより市教育委員
会及び学校を支援していく。

志田

自由民主党
英紀 議員

（鶴岡市選挙区）

知事をトップとした施策の検
証システム
新型コロナ対策をはじめ
とする県の施策について、知
事をトップとした検証システ
ムを構築し、検証内容を県民
に分かりやすく示す必要があ
ると考えるがどうか。
県庁内部では、部局長に
よる打合せを毎週行い、今後
の施策について議論している。
コロナ対策に関するデータは
できる限り開示しているが、
県政の検証内容の全てを開示
するシステムにはなっていな
いため、大きな見地から提案
をいただい
たと考えて
いる。

問

奈良県は、市町村を下支
えする立場で連携を推進して
いるが、本県は市町村とどう
連携していくのか。
急速に人口減少が進む本
県の過疎地域の実態を踏まえ
ると、県全体として効率的な
行政運営を目指す奈良県の取
組みは参考とすべき方法論と
考える。加えて、都市部から
のボランティアや民間人材、
企業や資金も含めた活力を取
り込み、新たな「公」を担っ
ていくとの考えも持って連携
のあり方を研究していく。

県と市町村との連携

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

問
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採択した請願

●米の需給調整を求める
意見書の提出について
●私学教育の支援につい
て
●私学助成の充実強化を
求める意見書の提出に
ついて
●２０２２年度県予算に
おける、私学助成関係
予算の拡充について

可決した意見書

●私学助成の充実強化を
求める意見書
●少人数学級編成に向け
た計画的な教職員定数
改善と必要な財政措置
を求める意見書
●米の需給調整を求める
意見書
●社会資本整備の推進及
び財源確保を求める意
見書

可決した決議

●コロナ克服・経済再生
特命補佐の職務内容の
公表等を求める決議

※意見
 書・決議の全文は
県議会のホームページ
でご覧いた
だけます。

県議会やまがた

令和３年
（２０２１年）１１月発行
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３特別委員会で意見交換や研修会を実施
県政課題に対応するテーマについて、調査審議を行うため３つの特別委員会を設置しています。各特別委員会では、次のとおり
それぞれのテーマに応じた意見交換や研修会を実施しました。
関係人口拡大・活力ある地域づくり
対策特別委員会

健康医療・女性若者活躍対策
特別委員会

１０月１日、「デジタル技術を活用した地
域課題の解決・地域活性化」をテーマに研
修会を実施しました。農業分野や医療分野
を例に、デジタ
ル化による効果
的な課題解決等
についてご講演
いただきました。

１０月７日、
「産学連携による人材育成と
女子学生の定着・回帰のためのポイント」
をテーマに研修会を実施しました。インター
ンシップを通し
た人材育成や学
生の意識調査を
基にした情報発
信のあり方につ
いてご講演いた
だきました。

経済活性化・雇用対策特別委員会

講師：山形大学学術研究院
准教授 松坂 暢浩 氏

講師：ＮＴＴ東日本
山形支店長 渡会 俊輔 氏

８月２０日、「県内生産物販売力の強化と
観光をはじめとした多面的な活用」につい
て意見交換を実施しました。

一般社団法人東北観光推進
機構 推進本部 本部長代理
奥村 聡子 氏

有限会社山形川西産直
センター 代表取締役
平田 勝越 氏

生徒・学生との意見交換会を開催
県議会では、生徒・学生の皆さんに県議会を身近に感じてもらい、主権者としての政治参加意識の醸成を図ることを目的に、県
議会議員との意見交換会を開催しています。
山辺高等学校

山形東高等学校

９月１５日、山辺高等学校の生徒会役員の皆さんと「コロナ禍における
専門高校の学習環境」や「医療・福祉の人材不足解消」について意見交
換を行いました。感染拡大防止特別集中期間であったことから、初の試
みとして高校と県議会をオンラインで結び、実施しました。

山辺高等学校の皆さん

オンラインで健康体操

オンラインで記念撮影

県議会ギャラリーで「障がい者スポーツ」や
「山工元気プロジェクト」を紹介

県議会ギャラリーでは、８月閉会中委員会の開催期間に本県パラリ
ンピック出場選手の写真パネルや競技用具を用いて「障がい者スポー
ツ」を紹介する展示を行いました。
また、９月定例会期間
には、山形工業高等学校
の「ＩｏＴを活用したマ
ンゴーの温室栽培」につ
いて、動画やパネル等に
ＩｏＴを活用したマンゴー
より紹介しました。
障がい者スポーツの展示
の温室栽培の展示

県議会は、年に４回（２月・６月・９月・１２月）
定例会を開催します。「県議会やまがた」は、
各定例会の概要等をお知らせします。
編 集
・
発 行

山 形 〒９９０−８５７０ 山形市松波２−８−１ ℡ ０２３−６３０−２８４６
県議会 https://www.pref.yamagata.jp/
kensei/assembly/index.html

山形県議会

１０月１８日、山形東高等学校の１年生の皆さんと「地方創生（山
形の活性化に向けて）」について意見交換を行いました。県議
会議員と身近に交流でき
て良い経験になったなど
の感想がよせられました。

山形東高等学校の皆さんとの意見交換の様子

県議会ギャラリーのご案内

県議会では、県内の児童、生徒、学生の皆さんが学校の授業や部活
動などで制作した作品を展示するスペース「県議会ギャラリー」を提
供しています。
県議会に作品を展示してみませんか。
【展示対象】

工作、絵画、イラスト、ポスター、彫刻、書、写真、
研究発表用ポスター など
）
（展示用パネル・机は準備します。
【展示場所】県議会棟１階ロビー

【展示期間】１か月以内

【展示費用】無料

【問合せ先】０２３－６３０－２８４６

県議会インターネット中継・傍聴のご案内

県議会の本会議や委員会は公開されており、どなたでも傍聴する
ことができます。
また、本会議と予算（決算）特別委員会は、インターネット中継を
行っておりスマートフォンからもご覧いただけます。なお、現在、
傍聴席については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、間隔
を保った座席利用とし、本会議場で利用可能な座席数は５３
席、予算（決算）特別委員会では１６席となっています。
問合せ先

０２３－６３０－２８４０

