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経済活性化・雇⽤対策
特別委員会委員⻑

会派によるコロナ対策
の知事要望

宮城県議会との交流議員
連盟・役員会

⼭形県議会デジタル化
推進会議

地域議員協議会

総務常任委員会で発⾔する様⼦

追加補正総額 102億2,600万円 
累計予算額 6,952億3,200万円
コロナ克服・経済再⽣対策へ⼀層加速

  
 ＜対象者＞県内の事業者  ＜補助率＞10分の10
 ＜補助額＞法⼈：20万円  個⼈事業主 10万円
 ＜補助要件＞ ・今後の事業継続
        ・新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌対策の実施
        ・令和３年４〜６⽉いずれかの売上げが前年同⽉⽐
         ⼜は前々年同⽉⽐で50％以上減少
     
  
 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給
 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑

 ※ただし、8/31までに予約・販売された旅⾏が対象
 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）
         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券を
  合計553万枚、総額27億6,500万円分

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
  対し、給付⾦を⽀給
  ＜⽀給額（⽉額）＞単⾝６万円、２⼈世帯８万円、３⼈以上世帯10万円
  ＜⽀給期間＞３か⽉

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して
  県産⽶（はえぬき）５kgを提供

 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
  １万円相当のオリジナルカタログギフトを提供

 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、
  感染リスクを低減
 ・県⽴特別⽀援学校のトイレ洋式化を促進し、⾶沫拡散防⽌による感染対策を強化

 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  
  ＜実施期間＞８⽉〜９⽉の⼟・⽇曜⽇
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標
  
 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に
  対する緊急的な⽀援
  ＜補助額＞住宅 定額30万円  ⺠間施設 上限60万円
  ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤       
  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉

【主な事業】
●県内事業者に対する事業継続応援給付⾦ 27億6,100万円

●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

●県⺠泊まってお出かけキャンペーンを令和３年12⽉31⽇まで延⻑  28億3,600万円

●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円

●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円

●県内外の⾼等教育機関の学⽣に対する県産⽶の提供  １億2,500万円

●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円

●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円

●感染拡⼤に備えた検査体制等の強化  6,800万円
●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円
●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円
●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  

●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円

 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円
 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円

  合計553万枚、総額27億6,500万円分

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
  対し、給付⾦を⽀給

●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円
  合計553万枚、総額27億6,500万円分
●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円
  合計553万枚、総額27億6,500万円分  合計553万枚、総額27億6,500万円分
●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円
 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円
 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円

         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券

●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券

●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）
         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）

 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）
         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）
         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）
●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

【主な事業】

 ＜対象者＞県内の事業者  ＜補助率＞10分の10

【主な事業】
●県内事業者に対する事業継続応援給付⾦ 27億6,100万円

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券
  合計553万枚、総額27億6,500万円分

●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円
 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券
  合計553万枚、総額27億6,500万円分

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
  対し、給付⾦を⽀給

●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円

  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券
  合計553万枚、総額27億6,500万円分

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円

⼭形県議会デジタル化⼭形県議会デジタル化
推進会議推進会議

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して

 ※ただし、8/31までに予約・販売された旅⾏が対象
 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）
         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）

【令和３年度６⽉定例会】
追加補正総額 102億2,600万円 追加補正総額 102億2,600万円 

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して
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 ＜対象者＞県内の事業者  ＜補助率＞10分の10
  
 ＜対象者＞県内の事業者  ＜補助率＞10分の10
  
 ＜補助額＞法⼈：20万円  個⼈事業主 10万円

●県内事業者に対する事業継続応援給付⾦ 27億6,100万円

 ＜補助額＞法⼈：20万円  個⼈事業主 10万円

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して

 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円

追加補正総額 102億2,600万円 
累計予算額 6,952億3,200万円
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コロナ克服・経済再⽣対策へ⼀層加速
累計予算額 6,952億3,200万円

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された

 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑
●県⺠泊まってお出かけキャンペーンを令和３年12⽉31⽇まで延⻑  28億3,600万円

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給
 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給
 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑ ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑

追加補正総額 102億2,600万円 
累計予算額 6,952億3,200万円
コロナ克服・経済再⽣対策へ⼀層加速

追加補正総額 102億2,600万円 
累計予算額 6,952億3,200万円
コロナ克服・経済再⽣対策へ⼀層加速

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された

 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑
●県⺠泊まってお出かけキャンペーンを令和３年12⽉31⽇まで延⻑  28億3,600万円

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給
 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑

●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

  ＜⽀給額（⽉額）＞単⾝６万円、２⼈世帯８万円、３⼈以上世帯10万円
  ＜⽀給期間＞３か⽉  ＜⽀給期間＞３か⽉
●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円

  ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤       
  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉
  ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤       
  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉

 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、

 ・県⽴特別⽀援学校のトイレ洋式化を促進し、⾶沫拡散防⽌による感染対策を強化

●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円
 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、
●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円
 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、

 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  

  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  
 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  

  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して
  県産⽶（はえぬき）５kgを提供

●県内外の⾼等教育機関の学⽣に対する県産⽶の提供  １億2,500万円
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して
  県産⽶（はえぬき）５kgを提供

●県内外の⾼等教育機関の学⽣に対する県産⽶の提供  １億2,500万円

  ＜⽀給期間＞３か⽉

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円
  ＜⽀給期間＞３か⽉

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円
 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円
 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等
●県内外の⾼等教育機関の学⽣に対する県産⽶の提供  １億2,500万円

  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  
  ＜実施期間＞８⽉〜９⽉の⼟・⽇曜⽇
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標
  ＜実施期間＞８⽉〜９⽉の⼟・⽇曜⽇
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、

 ・県⽴特別⽀援学校のトイレ洋式化を促進し、⾶沫拡散防⽌による感染対策を強化

●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円
 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、
●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円

●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円
●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円

 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施

●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円
●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円
●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  

●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円
●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円
●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  
 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  

●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  

  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  
  ＜実施期間＞８⽉〜９⽉の⼟・⽇曜⽇

 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に

●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に

●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円
 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に

●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円
 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円
 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に
 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に

総務常任委員会で発⾔する様⼦総務常任委員会で発⾔する様⼦

●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

【令和３年度６⽉定例会】
追加補正総額 102億2,600万円 
【令和３年度６⽉定例会】
追加補正総額 102億2,600万円 

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に

●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に

【令和３年度６⽉定例会】

菊池⼤⼆郎 県政報告菊池⼤⼆郎 県政報告菊池⼤⼆郎 県政報告
【令和３年度６⽉定例会】

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、

菊池⼤⼆郎 県政報告菊池⼤⼆郎 県政報告

経済活性化・雇⽤対策
特別委員会委員⻑
経済活性化・雇⽤対策

⼭形県議会議員 ⼭形県議会議員 ⼭形県議会議員 ⼭形県議会議員 ⼭形県議会議員 

経済活性化・雇⽤対策経済活性化・雇⽤対策経済活性化・雇⽤対策

発⾏号／第５号
発⾏⽇／令和３年７⽉ 発⾏⽇／令和３年７⽉ 
発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
発⾏⽇／令和３年７⽉ 発⾏⽇／令和３年７⽉ 

総務常任委員会で発⾔する様⼦

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

⼭形県議会デジタル化⼭形県議会デジタル化

  ＜補助額＞住宅 定額30万円  ⺠間施設 上限60万円
  ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤         ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤       
  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉

 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円
 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円

  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券
  合計553万枚、総額27億6,500万円分

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円

         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券

●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）
         ・県⺠が県内⽇帰り旅⾏を⾏う際の割引（⽇帰り旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈）
         ・旅⾏期間中に県内観光⽴寄施設等で利⽤できるクーポン（２千円／⼈）
●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

【主な事業】
●県内事業者に対する事業継続応援給付⾦ 27億6,100万円

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券

●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

  ⽂化芸術鑑賞、プロスポーツ観戦等で使えるプレミアム率25％、額⾯で100円割引の500円クーポン券
  合計553万枚、総額27億6,500万円分

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に
  対し、給付⾦を⽀給

●新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦の創設・給付  2,300万円

⼭形県議会デジタル化
推進会議

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ※ただし、8/31までに予約・販売された旅⾏が対象
 ※４⽉補正（5億6,400万円）と合わせて43万7,000⼈泊分
 ＜クーポン内容＞・県⺠が県内宿泊施設に宿泊する際の割引（宿泊旅⾏代⾦の1/2、上限５千円／⼈泊）

【令和３年度６⽉定例会】
追加補正総額 102億2,600万円 

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に

 ＜対象者＞県内の事業者  ＜補助率＞10分の10
  
 ＜対象者＞県内の事業者  ＜補助率＞10分の10
  
 ＜補助額＞法⼈：20万円  個⼈事業主 10万円

●県内事業者に対する事業継続応援給付⾦ 27億6,100万円

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、
●第２弾消費応援クーポン事業  ８億6,800万円

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して

 ・新型コロナの影響が⻑期化している低所得のひとり親世帯に対し、県産⾷料品や⽇⽤品等が掲載された
●低所得のひとり親世帯に対する県産品カタログギフトの提供  １億600万円

追加補正総額 102億2,600万円 
累計予算額 6,952億3,200万円
コロナ克服・経済再⽣対策へ⼀層加速

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給
 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑

追加補正総額 102億2,600万円 
累計予算額 6,952億3,200万円
コロナ克服・経済再⽣対策へ⼀層加速

 ・雇⽤調整助成⾦の特例措置について政府の緊急事態措置区域等を除き、助成率が５⽉以降縮減された
      ことを受けて、６⽉末まで県が単独で1/20を上乗せ⽀給
 ・雇⽤調整助成⾦の申請代⾏費⽤への⽀援について、⽀援の対象となる休業期間を６⽉末まで延⻑

●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

●県⺠泊まってお出かけキャンペーンを令和３年12⽉31⽇まで延⻑  28億3,600万円

  ＜⽀給額（⽉額）＞単⾝６万円、２⼈世帯８万円、３⼈以上世帯10万円
  ＜⽀給期間＞３か⽉
●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円

  ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤       
  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉

 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、
●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円

 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  

  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

 ・経済的影響を受けている県内⾼等教育機関の学⽣・留学⽣や県外に在住する本県出⾝学⽣等に対して
  県産⽶（はえぬき）５kgを提供

●県内外の⾼等教育機関の学⽣に対する県産⽶の提供  １億2,500万円

  ＜⽀給期間＞３か⽉

 ・コロナ禍で不安や悩みを抱える⼥性に対する、ＮＰＯ等との連携による相談機能の強化や、
  ピアサポート（仲間同⼠の⽀え合い）の実施、経済的困難を抱える⼥性に対する⽣理⽤品の無償提供等

●不安を抱える⼥性に対する⽀援体制の強化（相談窓⼝、⼥性⽤品の提供等）  1,500万円

●県内外の⾼等教育機関の学⽣に対する県産⽶の提供  １億2,500万円

  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  
  ＜実施期間＞８⽉〜９⽉の⼟・⽇曜⽇
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

 ・県⽴特別⽀援学校及び⼀般の⽅の利⽤頻度の⾼い県有施設の⼿洗い場にセンサー式⾃動⽔栓を導⼊し、

 ・県⽴特別⽀援学校のトイレ洋式化を促進し、⾶沫拡散防⽌による感染対策を強化

●県⽴特別⽀援学校等へのセンサー式⾃動⽔栓等の導⼊  ２億3,700万円

●感染拡⼤に備えた検査体制等の強化  6,800万円
●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円
●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円

 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  

●⼭形県新型コロナ対策認証制度における認証業務体制の充実・強化  5,200万円
●障がい福祉サービスの施設等職員を対象とした抗原検査の実施  1,100万円
●新型コロナワクチン⼤規模接種事業  １億4,200万円  
 ・県内のワクチン接種を加速させるための「⼤規模接種事業」の実施
  ＜接種対象者＞県⺠（12歳〜64歳、全市町村）  
  ＜実施期間＞８⽉〜９⽉の⼟・⽇曜⽇
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に

●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円
  ＜会場＞県庁舎   ＜接種規模＞１⽇当たり1,000⼈程度を⽬標

 ・新型コロナに起因する⽶国等の住宅向け⽊材需要の急増などを背景とした国産⽊材の価格⾼騰に伴い、
  流通の停滞が⾒込まれる県産⽊材の消費喚起のための、県産⽊材を使⽤する住宅及び⺠間施設の新築に

●⽊材価格⾼騰「ウッドショック」への緊急対策  3,100万円

総務常任委員会で発⾔する様⼦【令和３年度６⽉定例会】
追加補正総額 102億2,600万円 

を

 ・貸付限度額に達している等の事情により、⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を利⽤できない⽣活困窮世帯に

        ・令和３年４〜６⽉いずれかの売上げが前年同⽉⽐

●雇⽤調整助成⾦の特例措置の段階的縮減に対応した事業者⽀援  ２億300万円

【令和３年度６⽉定例会】

菊池⼤⼆郎 県政報告
【令和３年度６⽉定例会】

 ・県⺠の県内での消費活動を喚起し地域経済の回復につなげるため、認証飲⾷店・⼩売店・⽣活関連サービス、

菊池⼤⼆郎 県政報告

経済活性化・雇⽤対策

⼭形県議会議員 ⼭形県議会議員 

経済活性化・雇⽤対策

発⾏号／第５号
発⾏⽇／令和３年７⽉ 発⾏⽇／令和３年７⽉ 
発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
発⾏⽇／令和３年７⽉ 

総務常任委員会で発⾔する様⼦

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

発⾏者／菊池⼤⼆郎事務所
住   所 村⼭市駅⻄17-4 
ＴＥＬ 0237-52-5622 

⼭形県議会デジタル化

  ＜補助額＞住宅 定額30万円  ⺠間施設 上限60万円
  ＜補助要件＞県産認証材を床⾯積１㎡あたり0.1㎥以上使⽤       
  ＜対象期間＞令和３年４⽉〜同年12⽉



委員会審議⾵景

総務常任委員会
 県議会６⽉定例会が６⽉15⽇〜７⽉２⽇まで開催されました。
 本定例会では、副知事不在の件が⼤きく取り出されましたが、私としては報道内容等に偏重することなく、
今まさに対応しなければならない課題を直視し議論し政策形成の⼀助となるよう努めた議会でありました。
 なお、本委員会では、以下の主な項⽬について質疑・提⾔を⾏いました。

令和２年７⽉豪⾬から１年。
国・県あわせて1,000億円を超えるプロジェクトが始動‼

   最上川流域に⼤きな被害をもたらした令和２年７⽉豪⾬から早１年。主要な４つの⽔位観測所で計画⾼⽔
位を超過し既往最⾼⽔位を更新し、流域で甚⼤な被害をもたらしました。
 そこで、こうした近年の激甚な⽔害や気候変動にによる⽔害の頻発化等に備え、流域のあらゆる関係者の
協働により、流域全体で⽔害を軽減させる治⽔対策〈流域治⽔〉を計画的に推進するための協議・情報共有
を⽬的とし、国・県・市町村で構成される最上川流域治⽔協議会が令和２年９⽉15⽇に設⽴。
 本協議会で「最上川中流・上流緊急治⽔対策プロジェクト」が策定され、先般、７⽉17⽇の村⼭市⺠会館
で開催された着⼯式（写真参照）において始動する運びとなりました。村⼭市に関する事業としては、⼤久
保遊⽔地の改良（越流提のかさ上げ）、⻑島地区の堤防かさ上げ、⼤淀地区における分⽔路整備が今後進ん
でいく予定です。この点、整備に伴う治⽔の実効性、下流域への影響、災害後
の処理、周辺地域住⺠の⽅々への情報共有等についても継続して研究・提⾔を
実施していきます。
 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜
地の改修についても⽤地補償等を実施しながら対応を進めていく予定です。

【問】コロナ禍による影響によって第４次総合発展計画等の⾒直しが必要になってくるのではないか。
   コロナ格差や⾃然災害による各種産業への影響等に対応していくため、また、今後の数値⽬標を達成して
   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って
   いるようだが、新条例の⽬的は何か。

【問】新条例では旧条例よりも対象区域、対象業種等の範囲が拡⼤しているが昨年度の実績額も踏まえ県税への
   影響額はどのくらいか。

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

※ 新条例の概要
【対象区域】
①19市町村  
 村⼭市・尾花沢市・⻄川町・朝⽇町・
 ⼤江町・⼤⽯⽥町・⾦⼭町・最上町・
 ⾈形町・真室川町・⼤蔵村・鮭川村・
 ⼾沢村・川⻄町・⼩国町・⽩鷹町・
 飯豊町・遊佐町・庄内町
②合併前の６町村  
 温海町・朝⽇村・藤島町・⼋幡町・松⼭町・
 平⽥町の区域
【対象業種・対象設備投資の種類・対象税⽬等】
 製造業・旅館業・農林⽔産物等販売業・情報
 サービス業等で設備の取得・製作・建設を⾏
 った場合に不動産取得税、事業税（３年間）
 を免除。なお、取得価格について別途要件あ
 り。畜産業・⽔産業（個⼈）については個⼈
 事業税（５年間）を免除。
【適⽤期限】
 令和６年３⽉31⽇まで

【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理
   を検討したい。

【答】過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活⽤した地域活⼒の更なる向上が極めて重
   要であり、持続的発展の⽀援に寄与することが⽬的。なお、対象区域に該当するかは過疎法の規定により
   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに
   なる他、コロナの影響もあり、具体的な影響額を⾒込むのは難しいが、旧条例による令和２年度の実績額
   をみると、事業税の免除額が21件で約2,400万円、不動産取得税の免除額が11件で約9,200万円。

【⼤久保県営林の概要】
 所 在 地：村⼭市⼤字樽⽯字滝ノ沢 外2地内
 名     称：県政80周年県⾏造林   ⾯     積：25.95ha(スギ18.56ha、ザツ7.39ha)
 契約期間: 昭和34年〜令和11年
 植栽年度: 昭和34年〜昭和36年（林齢:約60年)
【令和３年度の計画】
 ６・７⽉に選⽊、７・８⽉に500ｍの作業道
⼯事を実施。８⽉から5.0haについて伐採、10
⽉から検収・売払⼊札。残⾯積については令和
４年度以降に間伐等を実施。※県内の県営林70
箇所3,289ha（村⼭地⽅20箇所1,130ha）のうち、
今年度における搬出間伐は⼤久保県営林のみ。
 ⼀⽅で、８年後に迫る契約期間終了も⾒据え
た対策も関係者の皆様とともに考えていきたい。

上記２つの航空写真（上：⼤久保遊⽔地、
下：⻑島・⼤淀地区）は東北地⽅整備局
の資料を引⽤。

最上川中流・下流緊急治⽔対策
プロジェクト着⼯式（村⼭市）

⼤久保財産区関係者の⽅と
現地調査を実施

地元関係者の⽅及び県当局と
樽⽯川の現地調査

楯岡北楯地区の急傾斜地周辺

 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的
には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する
基準を満たしていないことが判明。今年度は対策⼯法の検討を⾏うための詳細な解析調査を実施し、詳細調査
の結果を踏まえて、今後の対策⼯法の選定など具体的な調査設計に関する進め⽅について本市と調整を進め、
対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。
（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。

東沢ため池

【河川管理・治⽔対策】 県内の流域治⽔対策の要は村⼭市にあり

【森林整備・管理】 県内唯⼀の間伐事業を実現

【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める

【提案・指摘】

.39ha) 名     称：県政80周年県⾏造林   ⾯     積：25.95ha(スギ18.56ha、ザツ7.39ha)

で開催された着⼯式（写真参照）において始動する運びとなりました。村⼭市に関する事業としては、⼤久
保遊⽔地の改良（越流提のかさ上げ）、⻑島地区の堤防かさ上げ、⼤淀地区における分⽔路整備が今後進ん
でいく予定です。この点、整備に伴う治⽔の実効性、下流域への影響、災害後
の処理、周辺地域住⺠の⽅々への情報共有等についても継続して研究・提⾔を
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でいく予定です。この点、整備に伴う治⽔の実効性、下流域への影響、災害後

位を超過し既往最⾼⽔位を更新し、流域で甚⼤な被害をもたらしました。
 そこで、こうした近年の激甚な⽔害や気候変動にによる⽔害の頻発化等に備え、流域のあらゆる関係者の
協働により、流域全体で⽔害を軽減させる治⽔対策〈流域治⽔〉を計画的に推進するための協議・情報共有
を⽬的とし、国・県・市町村で構成される最上川流域治⽔協議会が令和２年９⽉15⽇に設⽴。
 本協議会で「最上川中流・上流緊急治⽔対策プロジェクト」が策定され、先般、７⽉17⽇の村⼭市⺠会館
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 最上川流域に⼤きな被害をもたらした令和２年７⽉豪⾬から早１年。主要な４つの⽔位観測所で計画⾼⽔
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   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。
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国・県あわせて1,000億円を超えるプロジェクトが始動‼
【河川管理・治⽔対策】 県内の流域治⽔対策の要は村⼭市にあり
 最上川流域に⼤きな被害をもたらした令和２年７⽉豪⾬から早１年。主要な４つの⽔位観測所で計画⾼⽔
【河川管理・治⽔対策】 県内の流域治⽔対策の要は村⼭市にあり

   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。
【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理
【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに
   なる他、コロナの影響もあり、具体的な影響額を⾒込むのは難しいが、旧条例による令和２年度の実績額
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   影響額はどのくらいか。

   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに

 そこで、こうした近年の激甚な⽔害や気候変動にによる⽔害の頻発化等に備え、流域のあらゆる関係者の
協働により、流域全体で⽔害を軽減させる治⽔対策〈流域治⽔〉を計画的に推進するための協議・情報共有
を⽬的とし、国・県・市町村で構成される最上川流域治⽔協議会が令和２年９⽉15⽇に設⽴。

プロジェクト着⼯式（村⼭市）

.39ha)

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って
   いるようだが、新条例の⽬的は何か。
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実施していきます。
 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜

対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。
（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。
対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。
（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。

 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的

【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める
 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める

地の改修についても⽤地補償等を実施しながら対応を進めていく予定です。

【⼤久保県営林の概要】
【森林整備・管理】 県内唯⼀の間伐事業を実現

 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜
地の改修についても⽤地補償等を実施しながら対応を進めていく予定です。

 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜
地の改修についても⽤地補償等を実施しながら対応を進めていく予定です。

【森林整備・管理】 県内唯⼀の間伐事業を実現

 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的

【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める
 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的

⼤久保財産区関係者の⽅と
現地調査を実施
⼤久保財産区関係者の⽅と
現地調査を実施
⼤久保財産区関係者の⽅と
現地調査を実施

た対策も関係者の皆様とともに考えていきたい。

【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める
 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める

には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する
基準を満たしていないことが判明。今年度は対策⼯法の検討を⾏うための詳細な解析調査を実施し、詳細調査

今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的
には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する

には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する
基準を満たしていないことが判明。今年度は対策⼯法の検討を⾏うための詳細な解析調査を実施し、詳細調査

には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する

※ 新条例の概要
【対象区域】

【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
※ 新条例の概要
【対象区域】

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って

①19市町村  
 村⼭市・尾花沢市・⻄川町・朝⽇町・
 ⼤江町・⼤⽯⽥町・⾦⼭町・最上町・

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

【問】コロナ禍による影響によって第４次総合発展計画等の⾒直しが必要になってくるのではないか。
   コロナ格差や⾃然災害による各種産業への影響等に対応していくため、また、今後の数値⽬標を達成して
   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。
【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理

   コロナ格差や⾃然災害による各種産業への影響等に対応していくため、また、今後の数値⽬標を達成して
   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。
【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに
   なる他、コロナの影響もあり、具体的な影響額を⾒込むのは難しいが、旧条例による令和２年度の実績額
   をみると、事業税の免除額が21件で約2,400万円、不動産取得税の免除額が11件で約9,200万

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに
   なる他、コロナの影響もあり、具体的な影響額を⾒込むのは難しいが、旧条例による令和２年度の実績額   なる他、コロナの影響もあり、具体的な影響額を⾒込むのは難しいが、旧条例による令和２年度の実績額
   をみると、事業税の免除額が21件で約2,400万円、不動産取得税の免除額が11件で約9,200万

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス

   をみると、事業税の免除額が21件で約2,400万円、不動産取得税の免除額が11件で約9,200万   をみると、事業税の免除額が21件で約2,400万円、不動産取得税の免除額が11件で約9,200万

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

   をみると、事業税の免除額が21件で約2,400万円、不動産取得税の免除額が11件で約9,200万

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

   コロナ格差や⾃然災害による各種産業への影響等に対応していくため、また、今後の数値⽬標を達成して
   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。
【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次

今まさに対応しなければならない課題を直視し議論し政策形成の⼀助となるよう努めた議会でありました。
 なお、本委員会では、以下の主な項⽬について質疑・提⾔を⾏いました。
【問】コロナ禍による影響によって第４次総合発展計画等の⾒直しが必要になってくるのではないか。
   コロナ格差や⾃然災害による各種産業への影響等に対応していくため、また、今後の数値⽬標を達成して

今まさに対応しなければならない課題を直視し議論し政策形成の⼀助となるよう努めた議会でありました。
 なお、本委員会では、以下の主な項⽬について質疑・提⾔を⾏いました。 なお、本委員会では、以下の主な項⽬について質疑・提⾔を⾏いました。
【問】コロナ禍による影響によって第４次総合発展計画等の⾒直しが必要になってくるのではないか。【問】コロナ禍による影響によって第４次総合発展計画等の⾒直しが必要になってくるのではないか。【問】コロナ禍による影響によって第４次総合発展計画等の⾒直しが必要になってくるのではないか。
   コロナ格差や⾃然災害による各種産業への影響等に対応していくため、また、今後の数値⽬標を達成して

 本定例会では、副知事不在の件が⼤きく取り出されましたが、私としては報道内容等に偏重することなく、
今まさに対応しなければならない課題を直視し議論し政策形成の⼀助となるよう努めた議会でありました。今まさに対応しなければならない課題を直視し議論し政策形成の⼀助となるよう努めた議会でありました。
 なお、本委員会では、以下の主な項⽬について質疑・提⾔を⾏いました。

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って
【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って

【答】過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活⽤した地域活⼒の更なる向上が極めて重
   要であり、持続的発展の⽀援に寄与することが⽬的。なお、対象区域に該当するかは過疎法の規定により
   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。
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   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。

の結果を踏まえて、今後の対策⼯法の選定など具体的な調査設計に関する進め⽅について本市と調整を進め、
対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。
（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。

.39ha) 名     称：県政80周年県⾏造林   ⾯     積：25.95ha(スギ18.56ha、ザツ7.39ha)

 本協議会で「最上川中流・上流緊急治⽔対策プロジェクト」が策定され、先般、７⽉17⽇の村⼭市⺠会館
で開催された着⼯式（写真参照）において始動する運びとなりました。村⼭市に関する事業としては、⼤久
保遊⽔地の改良（越流提のかさ上げ）、⻑島地区の堤防かさ上げ、⼤淀地区における分⽔路整備が今後進ん
でいく予定です。この点、整備に伴う治⽔の実効性、下流域への影響、災害後

位を超過し既往最⾼⽔位を更新し、流域で甚⼤な被害をもたらしました。
 そこで、こうした近年の激甚な⽔害や気候変動にによる⽔害の頻発化等に備え、流域のあらゆる関係者の
協働により、流域全体で⽔害を軽減させる治⽔対策〈流域治⽔〉を計画的に推進するための協議・情報共有
を⽬的とし、国・県・市町村で構成される最上川流域治⽔協議会が令和２年９⽉15⽇に設⽴。

 最上川流域に⼤きな被害をもたらした令和２年７⽉豪⾬から早１年。主要な４つの⽔位観測所で計画⾼⽔
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【河川管理・治⽔対策】 県内の流域治⽔対策の要は村⼭市にあり
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で開催された着⼯式（写真参照）において始動する運びとなりました。村⼭市に関する事業としては、⼤久
保遊⽔地の改良（越流提のかさ上げ）、⻑島地区の堤防かさ上げ、⼤淀地区における分⽔路整備が今後進ん
でいく予定です。この点、整備に伴う治⽔の実効性、下流域への影響、災害後
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最上川中流・下流緊急治⽔対策

国・県あわせて1,000億円を超えるプロジェクトが始動‼

 最上川流域に⼤きな被害をもたらした令和２年７⽉豪⾬から早１年。主要な４つの⽔位観測所で計画⾼⽔
【河川管理・治⽔対策】 県内の流域治⽔対策の要は村⼭市にあり

   いくための政策転換やチームづくりなど柔軟で迅速な対応を強く求める。
【答】⼈⼯知能の活⽤や持続可能な開発⽬標の視点、中⻑期的課題の⼈⼝減少問題等を考慮したうえで、第４次
   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理

   コロナ後の社会は⼭形県に内在する農村地域、すなわち過疎地域にこそ移住や新しい社会構築のチャンス
   があると考える。⼀⽅で、コロナの影響で外国資本による不動産の取得や国内の優秀な若⼿⼈材の獲得が
   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに
   なる他、コロナの影響もあり、具体的な影響額を⾒込むのは難しいが、旧条例による令和２年度の実績額

最上川中流・下流緊急治⽔対策
プロジェクト着⼯式（村⼭市）

   影響額はどのくらいか。

   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。

【答】新条例では、対象区域、対象業種や取得価額要件、対象となる設備投資の種類等の範囲が拡⼤することに

 そこで、こうした近年の激甚な⽔害や気候変動にによる⽔害の頻発化等に備え、流域のあらゆる関係者の
協働により、流域全体で⽔害を軽減させる治⽔対策〈流域治⽔〉を計画的に推進するための協議・情報共有
を⽬的とし、国・県・市町村で構成される最上川流域治⽔協議会が令和２年９⽉15⽇に設⽴。
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【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って
   いるようだが、新条例の⽬的は何か。

   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理
   を検討したい。

令和２年７⽉豪⾬から１年。

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って
   いるようだが、新条例の⽬的は何か。

   総合発展計画が⽰す県政運営の⽅向性は⼤きく変わっていない。昨年度の取組みを分析し適切な進⾏管理
   を検討したい。

令和２年７⽉豪⾬から１年。
国・県あわせて1,000億円を超えるプロジェクトが始動‼

   懸念される。本県もこうした動きを察知・分析しながら必要な対応をお願いしたい。

実施していきます。
 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜

対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。
（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。

た対策も関係者の皆様とともに考えていきたい。

 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める

地の改修についても⽤地補償等を実施しながら対応を進めていく予定です。

【⼤久保県営林の概要】
【森林整備・管理】 県内唯⼀の間伐事業を実現

 加えて、昨年度事業が⼤幅に加速化することになった⼤旦川河川改修事業に
ついては引き続き調節池整備・築堤⼯・⽤地買収等を、樽⽯川の災害復旧（事
業採択済み）については農閑期を⾒すえ改修・整備を、楯岡北楯地区の急傾斜
地の改修についても⽤地補償等を実施しながら対応を進めていく予定です。

 新しい揚⽔機場の建設、運転開始に向けた準備（⻄郷名取地区）、地下かんがい⼯事の完了（中⽥地区）、
今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的

【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める

⼤久保財産区関係者の⽅と
 ⼀⽅で、８年後に迫る契約期間終了も⾒据え
た対策も関係者の皆様とともに考えていきたい。

⼤久保財産区関係者の⽅と
現地調査を実施

【農業⽤ため池・基盤整備】 災害復旧は着実、新たな課題対応も迅速に進める
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今年度新規かんがい排⽔事業の測量設計（⼤倉地区）などの他、農業⽤ため池の改修事業が重要です。具体的
には、清⽔地区の堤体盛⼟⼯事、幕井地区の洪⽔吐⼯事、袖崎地区３箇所については、堤体盛⼟⼯事（北沢）
・⽔路トンネルの補強⼯事（⾼来沢）・堤体盛⼟⼯事（⻑廻、来年３⽉から予定）を実施していきます。
 なお、昨年度実施された防災重点農業⽤ため池の地震耐性評価にて、東沢ため池について、安全性に関する
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 なお、本委員会では、以下の主な項⽬について質疑・提⾔を⾏いました。

【問】⼭形県過疎地域⾃⽴促進県税課税条例を廃⽌する条例、及び⼭形県過疎地域の持続的発展の⽀援に関する
   県税課税免除条例（※）が提案された。新旧いずれの条例でも地元・村⼭市も課税免除対象区域に⼊って

【答】過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活⽤した地域活⼒の更なる向上が極めて重
   要であり、持続的発展の⽀援に寄与することが⽬的。なお、対象区域に該当するかは過疎法の規定により
   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。

【答】過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活⽤した地域活⼒の更なる向上が極めて重
   要であり、持続的発展の⽀援に寄与することが⽬的。なお、対象区域に該当するかは過疎法の規定により
   主に⼈⼝減少率で判断され、新条例では主に平成27年を基準とした⼈⼝減少率で判断された。

の結果を踏まえて、今後の対策⼯法の選定など具体的な調査設計に関する進め⽅について本市と調整を進め、
対策⼯事の実施に向けて関係機関と協議を⾏っていく予定です。
（参考）東沢ため池は、昭和55年〜60年に県営事業により、ため池改修⼯事を実施。




