新型コロナウイルス感染者が、初めて国内で確認されてから10カ月が経過しました。比較的安全と言われて
いた青森県でも、10月に入って突如、感染爆発が起こり、感染者が累計で260人を超える緊迫した事態になって
います。国内での感染者は10万人以上となり、世界では４千７百万人を超えて依然拡大中です。今年は、
新型コロナで始まり、しかし、新型コロナが終わらない一年になりそうです。
皆様におかれましては、マスクを離せない生活に、疲労と不安の日々が続いていると思いますが、それらに
負けず、元気でお過ごしとのことと推察致します。これからは、新たな生活様式を実践しながら、この難局を乗
り越えていかなければならないと考えています。
さて、この「新たな生活様式」が社会に及ぼす影響は、極めてインパクトのある文化技術革新だと考えます。
象徴的に言えば、満員電車での通勤回避等により東京一極集中の終焉、また、リモートワークやオンライン診療
などの普及により、これまでの枠組みである社会システムや生活スタイルが、音を立てて変わっていくように思い
ます。正に、私たちは今、変化の時代の過渡期、変遷期に立ち会っているわけで、他人事ではありません。故、
ピーター・ドラッカーの名言に「変化はコントロールできない！」とあります。この変化に順応しなければ未来は
ありません。
そのことなどもあり、９月定例会では一般質問に立ち、また、毎月行われている商工観光労働エネルギー
常任委員会においても、新型コロナウイルス関連の質問をしました。
つきましては、それらの質問に対する県の答弁内容等をまとめた活動報告をお手元に送らせていただきます。
ご一読頂ければ幸いであります。
最後に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
令和２年11月吉日
青森県議会議員
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菊池憲太郎

令和２年９月第303回定例会
（令和２年10月１日）

一般質問

町村が実情に応じて実施する事業に充当できる
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金」を活用いただくとともに、県としては、引き
続き全国知事会等を通じて国に増額を要望してい
く。
② 医療機関への経営支援については、適切な支援
策を講じるよう、全国知事会等を通じて国に要望し
ているところだ。
③ 医療資材については、国のシステムを活用して
医療機関における確保状況を把握し、必要な医療
資材を提供している。
④ 感染拡大状況については、「青森県新型コロナ
ウイルス感染症対策総合サイト」において、視覚的
にわかりやすく情報発信しているほか、県全体の病
床確保状況についても定期的に公表している。

今年の第３四半期までを振りかえってみれ
ば、新型コロナウイルス・パンデミックにより、
緊急事態宣言が発出され、都道府県境をま
たぐ移動の自粛要請により、各地の祭りやイベントが中
止となり、また、お盆にも帰省出来ないという、いわゆ
る、新型コロナ禍にあって、国内でも鎖国的な状況が続
き、そのため、製造業や飲食業、そして、観光産業や宿
泊業の売り上げが激減し、雇用の場が失われ、地域は
衰退し、事業存続の危機に陥ることとなりました。つま
り、単なる自粛では、経済が回らず自滅の方向に進むし
かないことに気づかされました。もはや、災いが過ぎ去る
のをじっと耐えて待っているだけでは、根本解決にならな
いことを知らなければなりません。医療や科学技術力の
乏しい100年前とは違い、現在の技術能力を駆使すれ
ば、実情に合った感染防止対策を講ずることにより、経
済活動は可能なのではないかと、願いを込めて思わずに
はいられません。人を寄せ付けないのではなく、どうすれ
ば来ていただいても良いのか、どうなれば、故郷に帰っ
てきてくれるのかを考える必要があるように思います。そ
のことなどを考えながら一般質問は、新型コロナウイル
ス感染症対策から口火を切りました。
その他には、テレワークとICT化、大規模災害時の罹
災証明、下北半島の道路整備、核燃サイクル、観光振
興、地域公共交通、教育旅行、いじめ防止対策等につ
いて質しました。県の答弁は以下のとおりであります。

医療資源の脆弱な地域において感染が拡大した
場合、県はどのように対応するのか！

答弁：有賀健康福祉部長
本年７月17日に策定した「新型コロナウイルス感染
症に係る医療確保計画」において、想定される最大入
院患者数を受入れできるよう、目標病床数を225床、無
症状者及び軽症者の受入れを行う宿泊療養施設の目
標室数を100室に設定し、医療提供体制の整備に取り
組んでいる。
この計画においては、県内の医療資源の偏在により、
圏域内のみでは医療提供体制が完結しない圏域につい
て、圏域を超えて全県で病床を確保することを目指して
おり、医療資源の脆弱な地域において感染が拡大した
場合には、他の圏
域において感 染
症 患 者を受け入
れ、県 全 体で 対
応していくことと
している。

※パンデミック：世界的大流行、※ICT：情報通信技術
※テレワーク：ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方

質問

新型コロナウイルス感染症対策について
これまでの新型コロナウイルス感染症対策に係る市
町村からの要望の内容と、要望に対する県の対応に
ついて！

答弁：有賀健康福祉部長
１）市町村からの要望。
① 国の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援
事業」を活用した各市町村が実施する感染防止対
策への支援
② 公立・公的病院等の地域医療を担う医療機関
への
イ 経営支援
ロ 通常の診療を維持するための医療資材の備蓄
ハ 感染拡大状況や保健医療圏ごとの病床確
保状況に関する正確かつ適切な情報発信に
ついて
２）県の対応
① 市町村が実施する感染防止対策については、市

（讀賣新聞／令和２年11月６日）
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質問

県内企業のテレワークの導入とＩＣＴ化の
促進について

質問

テレワークの普及を踏まえた移住促進及び
企業誘致の取組について
テレワークの普及を契機に、本県への移住促進に向
けた取組を強力に進めていくべきと考えるが、県の
見解は！

本県のテレワークの実施状況について

答弁：橋本企画政策部長
国の調査によると、コロナ禍にあって全国で約３割以
上の方々がテレワークを経験したほか、若い世代を中心
に地方移住への関心が高まるなど、国民の意識や行動
に変化が見られる。また、国は「まち・ひと・しごと創生
基本方針2020」において、地方でのテレワークなどのリ
モートワークの取組を支援し、移住を推進することによ
り、東京圏への一極集中への是正を図ることとしている。
このような動きを踏まえ、本県としても、リモートワー
クは移住に伴う転職や生活環境の変化などの課題を回
避できる可能性があることから、こうした点に着目した
移住の促進にも積極的に取り組んでいくこととしている。
具体的には、オンラインでの移住イベントを増やすと
ともに、リモートワーカーの移住促進に向けて市町村の
受入態勢を構築するため、県内３地域で、市町村・民
間との協働により、お試し暮らし体験等の受入実証モデ
ル事業を実施して効果等を検証し、得られたノウハウを
県内全市町村に波及させていくこととして、本定例会に
所要の予算を計上し、審議いただいているところだ。
県としては、コロナ禍による生活意識・行動の変化を
チャンスと捉え、多様な手法を活用しながら青森暮らし
の魅力を潜在的な本県への移住検討層に強力に発信
し、移住促進を図る。

答弁：相馬商工労働部長
民間の信用情報調査機関が今年の７月に公表した
調査によると、テレワークを「現在実施している」と回答
した県内企業の割合は10.8パーセントで、東北６県の
平均は上回るものの、全国平均の31.0パーセントと比
較して約３分の１にとどまっている。
また、テレワークを「一度も実施していない」と回答し
た県内企業の割合は72.3パーセントで、全国平均の
42.2パーセントを大きく上回っている。
県内企業のテレワークの導入などのICT化に向け
て、県は今後、どのように取り組んでいくのか伺い
たい。

答弁：三村知事
私は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
県内企業におけるテレワークやECサイトの導入などの
ICT化を進める必要性がますます高まっていると認識し
ている。
このため、７月から、テレワークの導入に関する相談
窓口を設置し、県内中小企業からの相談に応じる体制
を整えるとともに、ＩＴ専門家を企業に派遣し、テレワー
クの導入についての助言を行っているところだ。
さらに、今回新たに、テレワークや非対面型ビジネス
を促進するため、県内中小企業がパソコンを購入する経
費の一部を助成することとした。
また、新たな事情への転換や新事情の創出に取り組
むものづくり企業に対しては、AIやIoT、産業用ロボット
等の先端設備を活用した生産プロセス・システムの導
入を支援することとしている。
私は、県内中小企業が、今回の感染症を踏まえた「新
しい生活様式」や経済活動の変化に適切に対応し、そ
の持てる力を存分に発揮して事業活動を展開できるよ
う、県内企業のICT化の促進に取り組んでいく。

テレワークの普及をチャンスと捉えた企業誘致に
取り組んでいくべきと考えるが、県の見解は！

答弁：相馬商工労働部長
新型コロナウイルス感染症の影響により、企業の事
業環境は大きく変化し、テレワークやオンラインによる会
議・商談等、場所に制約されない企業活動が今後ます
ます拡大していくものと考えている。
また、感染症や自然災害等の事業リスクに備えた企
業の移転や拠点分散、大都市居住者のUIJターンへの
関心の高まりとともに、本県への企業立地の可能性も
広まっているものと認識している。
このため、県では、テレワーク等の柔軟な働き方の導
入が進み、社会のデジタル化の進展によりさらなる成長
が期待される「情報関連産業」分野の企業誘致を強化
していくこととしている。
これまでも、本県へのＵターンを希望する社員を核と

※ECサイト：インターネット上で商品を販売するWebサイト
※AI：人工知能、IT：情報技術
※loT(アイオーティー)：いろんなものがインターネットに接続されている状態
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良い時間帯・場所で行えるよう、商工会等のオンライン
化を進めることとし、ＩＴ関連機器の導入に要する経費
について補助し、新しい生活様式への対応に向けた環
境整備を図ることとしている。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が
減少し、経営に支障を生じている中小・小規模事業者
に対しては、利用が増加している専門家派遣制度の事
業者負担分の軽減を拡大するなど、既存支援サービス
の拡充にも取り組むこととしている。

したサテライトオフィスの開設事例が見られることから、
企業の地方展開に向けた意識の高まりや働く場所の多
様化をチャンスと捉え、市町村や関係団体と連携を図り
ながら、県内雇用の創出やUIJターン人材の受け皿とな
るよう、新たな企業の立地に取り組んでいく。
※オンライン：インターネットにつながっている状態
※サテライトオフィス：勤務先以外の場所に設置する仕事場

質問

コロナ禍における商工会・商工会議所の相談
体制強化の必要性について

質問

商工会・商工会議所における中小・小規模事業者に
対する経営支援の現状について。

大規模災害時の対応について
罹災証明書について

答弁：相馬商工労働部長
県内には、49の商工会・商工会議所があり、経営指
導員をはじめとした専門スタッフが、中小・小規模事業
者の経営改善や技術向上等を支援している。
具体的には、経営指導員などが事業所に直接出向く
「巡回方式」や事業者が商工会等を来訪する「窓口方
式」などにより、地域の事業者に寄り添いながら具体的
な個別指導等を行うほか、青森県商工会連合会等が実
施する「エキスパートバンク制度」を活用し、専門家を
事業所に派遣することにより、専門的・実践的な指導や
助言を行っている。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大した今年４
月から８月末までの相談指導件数をみると、昨年同時
期と比較して、
「巡回方式」は概ね減少傾向にある一方
で、
「窓口方式」はほぼ全ての団体で増回し、最大で約
4.4倍の増加となった団体もあります。また、「エキス
パートバンク制度」では、各団体の８月末までの利用実
績は既に昨年度の1.5倍に増加している。
事業者からの主な相談内容として、「国の持続化給
付金及び家賃支援給付金のウェブ申請の対応に苦慮し
ている」、
「コロナ対策の支援策が多数あり、どれが活用
できるのか」などの相談が寄せられているほか、例年と
比較して、販路開拓を目的とした補助金の申請に関す
る相談が幅広い業種で増加していると聞いている。

（１）災害時には、罹災証明書を迅速に交付しなけ
ればならないと考えるが、県は担当者の育成
等にどのように取り組んでいるのか！
答弁：貝守危機管理局長
罹災証明書は、災害発生時において、被害の程度を
証明する書面として各種被災者支援策の適用の判断に
幅広く活用されるものであり、市町村は、被災者から申
請があったときは、遅延なく、住家の被害その他の状況
を調査し、罹災証明書を交付しなければならないことと
されている。
これらの災害発生時における被害認定調査及び罹災
証明書の発行業務については、基本的に被災自治体が
実施するものだが、大規模災害等にあって、被災自治
体の職員のみでの対応が困難な場合は、都道府県を含
む他の自治体に応援を要請する場合もある。
県では、自ら被災した場合だけでなく、他の自治体に
応援派遣された場合においても、迅速な対応が確保さ
れるよう、本年８月に、県及び市町村職員を対象とし
て、「災害時における住家の被害認定調査・罹災証明
書交付業務研修会」を開催し、住家の被害認定の判定
ポイントや手順、被災者への迅速な支援に必要な対応
等について、講話や演習を通じて実務能力の向上を図っ
た。

※エキスパートバンク制度：経営・技術強化支援事業制度

（２）被災自治体において罹災証明書の発行に当た
る職員が不足する場合、応援職員の確保が必
要と考えるが、県の役割は！
答弁：貝守危機管理局長
本県で災害が発生し、被災した自治体において罹災
証明書の交付等に当たる職員が不足する場合、まずは
「青森県市町村相互応援協定」に基づき、県は、県内
の被災していない自治体からの応援職員の派遣につい
て調整を行う。

商工会・商工会議所によるＩＴの活用や既存支援
サービスの拡充を図るべきと考えるが、県の見解
は！

答弁：柏木副知事
県では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
中小・小規模事業者を支援する商工会・商工会議所に
おいても、非対面・非接触による指導など新しい生活様
式への対応が求められているものと認識している。
このため、個別指導や講習会等を、事業者の都合の
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また、被害が広範に及び、被災した自治体が多数に
及ぶなど、県内の応援職員の派遣だけでは対応が困難
な場合は、県は、北海道、東北各県及び新潟県で締結
している「大規模災害時等の北海道・東北８道県相互
応援に関する協定」や、全国一元的な応援職員の派遣
の仕組みである総務省の「被災市区町村応援職員確
保システム」に基づき、本県を除く７道県あるいは全国
の自治体から派遣される応援職員の受入を調整し、必
要な人員を確保する役割を担うこととなる。
さらに、他の都道府県で災害が発生し、当該都道府
県から応援職員の派遣を求められた場合には、県内自
治体からの応援の調整を行うこととなる。

時における広域防災拠点の確保及び使用に関する協
定」を締結し、市町村の所有する62施設について広域
防災拠点として指定するとともに、県が所有する運動公
園等の10施設の指定についても、関係部局と調整を
行った。
これらの施設には、市町村が指定避難所、指定緊急
避難所及び物資拠点等に指定している施設も含まれて
いますが、その運用に当たっては、県内で災害が発生し
た際において、当該施設が所在する市町村が被災して
いない、又は被災の程度が軽微であることを想定してい
る。
また、当該施設を広域防災拠点として使用する際に
は、事前に施設が所在する市町村と協議を行い、原則
として、市町村の了解を得ることとしており、市町村の
使用を妨げることのないよう配慮する。
質問

下北半島の道路整備について
下北半島縦貫道路の整備状況と今後の予定について
伺いたい。

答弁：三村知事
下北半島縦貫道路は、下北半島地域の振興はもとよ
り、本県の主要幹線道路ネットワークを形成し、本県全
体の経済を回す取組を推進する上でも極めて重要な役
割を担う路線であることから、私は、これまで重点的な
整備に努めてきた。
現在、
「むつ南バイパス」、
「横浜北バイパス」、
「横浜
南バイパス」の３工区について、鋭意整備を進めている。
このうち、むつ南バイパスについては、昨年12月、下
北地域では初めてとなる、むつ市内の1.3キロメートルの
区間を部分供用したところであり、残る区間についても、
早期供用へ向け重点的に取り組んでいる。
一方、未着手区間約17キロメートルのうち、むつ市内
の約10キロメートルについては、早期の新規事業採択を
目指し、設計を進めている。
また、野辺地町から七戸町の約７キロメートルについ
ては、国が調査を進めており、新規事業化の前段となる
計画段階評価について、昨年度、第１回目が実施され
たのに続き、今後、第２回目が実施されるとのことであ
り、国と連携して着実に取組を進めているところだ。
私としては、下北半島縦貫道路の１日も早い全線完
成へ向け、今後とも、県議会や地元市町村等と一体と
なって、新規事業化や予算の確保を国に強く働きかけて
いく。

（讀賣新聞／令和２年10月27日）

広域防災拠点について

（１）県が指定した広域防災拠点は、既に市町村の
避難所や物資拠点等に位置付けられている場
合があると思うが、災害時にどのような運用
を想定しているのか！
答弁：貝守危機管理局長
県では、令和２年８月に10市町と「大規模災害発生
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国道279号二枚橋バイパス、国道338号大湊Ⅱ期バイ
パスと白糠バイパスの進捗状況について！

収用委員会へ裁決申請を行い、裁決後、土地を取
得する必要がありますが、事業認定の告示から裁
決申請までの期間は原則として１年以内と規定さ
れている。
そのため、事業認定の申請については、共有地
以外の任意買収がある程度進むとともに、共有地
の相続関係の調査及び関係者への連絡、確認に
見通しがついた時点で行うこととしている。
当工区については、任意買収による用地取得率
が７割を超え、また、共有地関係者の調査・確認
にも一定のめどがついたことから、今年度、土地収
用法に基づく事業認定を申請するための業務委託
を発注することとした。

答弁：下村県土整備部長
国道279号二枚橋バイパス3.6キロメートルについて
は、これまでにハーモニー橋を含む1.5キロメートルを供
用しており、現在は、大畑町側の2.1キロメートルの区
間において、12月15日からの供用に向けて、舗装工事
等を進めている。
国道338号大湊Ⅱ期バイパス3.7キロメートルについ
ては、事業予定地内に多くの関係者がいる共有地が複
数存在しており、その取得が難航している。
そのため、土地収用法に基づく事業認定を本年６月
に申請し、８月に事業認定が告示された。
今後は、桜木町側の1.1キロメートルについて、用地
取得を完了させるとともに、本格的な改良工事に着手
し、早期供用を目指して事業を進めていく。
国道338号白糠バイパス6.7キロメートルについては、
これまでに泊・白糠トンネルを含むⅠ期工区3.8キロメー
トルを供用している。
今年度は、Ⅱ期工区2.9キロメートルのうち、用地取
得が完了した箇所の改良工事を実施している。

質問

核燃料サイクル協議会における確認・要請
事項について
核燃料サイクル事業が当初計画通り進まないこと
で、県内原子力施設立地地域は影響を受けているが、
知事は、核燃料サイクル協議会において、国に対し、
何を確認・要請するのか！

答弁：三村知事
エネルギー資源に乏しい我が国においては、エネル
ギーの安定供給、地球温暖化への対応、国家安全保障
等の観点から、一貫して原子力発電及び核燃料サイク
ルの推進を基本政策としてきた。
本県としては、原子力発電及び核燃料サイクルの推
進が我が国を支える重要な政策であり、確固たる国家
戦略であるとの認識の下、安全確保を第一義に、原子
力施設の立地に協力してきたところだ。
私としては、これまでの立地地域との協力関係や信
頼関係を踏まえて、核燃料サイクルの要である再処理
工場のしゅん工に向けた動きが具体化してきたこの機を
とらえ、核燃料サイクル協議会の場において、改めて、
国策としての核燃料サイクル政策にブレがないことや、
プルトニウム利用、放射性廃棄物の最終処分等につい
て、政府一体の取組を確認・要請したいと考えている。

（デーリー東北／令和２年10月２日）

再質問
白糠バイパスⅡ期工区の用地取得及び土地収用
法による事業認定申請までの期間が長期化して
いる理由について！
答弁：下村県土整備部長
当工区には、相続手続がなされていない共有地
が複数存在しており、その関係者は約1,600人に
上っている。
こうした共有地については、事業認定庁である国
から土地収用法に基づく事業認定を受け、その後、

質問

本県観光の振興について
観光需要の早期回復に向けては、個人旅行とともに、
団体旅行の需要も取り込んでいく必要があると思う
が、県の考えは！

答弁：秋田観光国際戦略局長
本格的な観光需要の回復に向け、まずは、県内の観
光需要の喚起・拡大に取り組んできたところだが、今後
の更なる回復に向けては、新型コロナウイルス感染症の
動向や地域の実情等を踏まえながら、県外からの誘客
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にも取り組んでいく必要があると考えている。
県外からの誘客に当たっては、感染防止対策の徹底
による安全・安心を基本とした上で、一層の需要拡大
が見込まれる個人旅行、安定した送客が期待される団
体旅行を取組の両輪とし、着実に誘客を促進していく
必要があると考えており、所要の予算を計上し、審議い
ただいているところだ。
具体には、個人旅行については、旅行者の移動の利
便性を確保することも踏まえ、タクシーやレンタカーを利
用して県内を周遊する旅行を、また団体旅行について
は、利用席数の制限など感染防止対策を講じた観光バ
スを利用した旅行商品の造成・販売を、それぞれ支援す
るなど、新しい生活様式に対応した誘客活動を展開して
いきたいと考えている。

質問

地域公共交通の維持について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた地域
公共交通の維持のために、これまで県はどのように
取り組んできたのか！

答弁：橋本企画政策部長
県と市町村は、住民の日常生活を支える地域公共交
通ネットワークについて、それぞれの役割に応じ、県は市
町村をつなぐ広域ネットワークを、また、市町村はその地
域内のネットワークの維持・構築に取り組んできた。
このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
る地域公共交通事業者への影響に対しても、事業継続
を支え、社会基盤としての地域公共交通を維持していく
ため、県では、緊急的な措置として、広域移動を担う路
線バスや地方鉄道を対象とする県独自の支援を行うと
ともに、市町村が、青森県新型コロナウイルス感染症対
応地域経済対策事業費補助金を活用して、それぞれの
地域の実情に即して域内交通への支援に取り組むよう、
促してきたところだ。
また、新型コロナウイルス感染症により影響を受けて
いる地域公共交通機能の維持は全国共通の課題である
ことから、国に対して全国知事会等を通じ支援に向けた
対応を働きかけてきたところだ。

祭や観光イベントは中止ではなく、試行的に取り組
みながら本格的な開催につなげるべきと考えるが、
県の取組について伺いたい。

答弁：秋田観光国際戦略局長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、
多くの祭りや観光イベントが開催中止となりましたが、
一方、県内各地域においては、主催者や住民の熱い思
いや創意工夫により、地域のイベントが多数開催されて
いる。
このため、県では、徹底した感染防止対策を講じた上
で観光イベント等が実施されるよう、観光イベント等を
開催する際の感染防止対策を指針として定め、感染防
止のために主催者が実施すべき事項や参加者に遵守を
求める事項を整理したチェックリストを主催者に提供す
るほか、県の専門家による助言を行うなど、個別具体の
支援を行ってきた。
また、今後開催予定の冬の祭りをはじめ、今年度中
止となった祭りや観光イベントが新しい生活様式に対応
し、安全・安心に開催できるよう、感染症や催事に関す
る有識者等での構成する検討会を設置し、代表的な祭
り等をモデルケースとして検証を行うなど、コロナ禍にお
ける祭りや観光イベントの新しいあり方を構築していくこ
ととしている。

地域公共交通の維持のためには、交通事業者による
新しい観点からの取組を支援すべきと考えるが、県
の認識は！

答弁：橋本企画政策部長
県では、これまで、新型コロナウイルス感染症に伴う
移動自粛等により影響を受けた地域公共交通事業者に
対し、県・市町村の役割に応じて事業継続に向けた経
営面での支援などに取り組んできたところだ。今後は、
本県の社会経済活動の早期の正常化と成長基調への
転換を図るために、地域公共交通事業者においても、
『コロナの先』を見据え、感染防止対策と両立しなが
ら、新しい生活様式を踏まえた利用拡大を図ることが必
要になってきている。
このため、バス、鉄道、タクシー等の公共交通につい
て、交通事業者による感染防止策を支援することにより
公共交通利用者の安心感を醸成するとともに、車内の
密度を上げないよう配慮した実証運行、感染者数が比
較的少ない北東北エリアなどでのバスツアーの実施、複
数の事業者の連携による交通サービスの提供など、事
業者の発案による新たな取組を支援することにより、地
域公共交通の利用拡大を図ることとして、本定例会に
所要の予算を計上し、審議をいただいているところだ。
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質問

県内教育旅行の取組について

答弁：和嶋教育長
修学旅行は、平素と異なる生活環境にあって、
見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よ
りよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や
公衆道徳などについて学ぶ機会であり、各学校が
学習のねらいやそれぞれの実態に応じて計画を作
成し、実施することとなっている。
県教育委員会としましては、今般の新型コロナウ
イルス感染症の影響下においても、本県において、
歴史や自然、伝統芸能等、修学旅行としてふさわ
しい豊かな学習活動が可能であることから、県内で
の修学旅行の実施も視野に入れながら、安全に留
意して有意義な修学旅行が実施できるよう、検討
してほしいと考えている。
このことから、県教育委員会では、県内を修学
旅行の行き先として検討できるよう、県が作成した
「あおもり教育旅行ガイドブック」を県立学校に配
布しており、引き続き各市町村教育委員会及び県
立学校に情報提供していきたいと考えている。

公立小・中学校及び県立学校における修学旅行の
実施状況について！

答弁：和嶋教育長
今年度、修学旅行を計画していた公立小・中学校に
ついては、小学校が261校、中学校が152校あり、そのう
ち９月18日現在で実施済み及び延期を含めて実施を予
定している小学校が258校、中学校が120校、中止とし
た小学校が２校、中学校が29校、実施について検討し
ている小学校が1校、中学校が３校となっている。
また、県立高等学校については、今年度、修学旅行
の実施を計画していた学校は全日制・定時制の過程合
わせて61校あり、そのうち延期を含めて実施を予定して
いる学校が39校、中止とした学校が５校、実施につい
ては検討している学校が17校となっている。
県立特別支援学校については、今年度、修学旅行の
実施を計画していた学校は18校あり、そのうち実施済み
及び延期を含めて実施を予定している学校が17校、中
止とした学校が１校となっている。

質問

観光国際戦略局が進める県内修学旅行補助金制度活
用に対し、県教育委員会ではどのように対応してい
るのか！

青森県立高等学校教育改革推進計画について
地域校である大間高等学校の活性化に向けて、
県教育委員会ではどのように対応していくのか！

答弁：和嶋教育長
県教育委員会では、観光国際戦略局が創設した青
森県修学旅行実施助成制度の運用に当たり、県内公
立学校の修学旅行の実施時期や行き先の検討方法、
経費負担等の実情について観光国際戦略局に情報提
供するとともに、今般の新型コロナウイルス感染症によ
る修学旅行への影響等について情報共有を図るなど、
本制度の活用を通して、安全で有意義な修学旅行が実
施できるよう観光国際戦略局と連携して取り組んでき
た。
本制度については、修学旅行を運営する旅行会社に
対して助成金が支給されるものですが、各学校がその活
用について理解することが重要であることから、公立小・
中学校に対しては観光国際戦略局から各市町村教育
委員会を通して周知し、県立学校に対しては県教育委
員会から周知するなど、県内での修学旅行の実施につ
いて検討できるよう、情報提供に努めている。

答弁：和嶋教育長
第１期実施計画において、生徒の高等学校教育を
受ける機会を確保するため、学校規模の標準としている
１学年当たり４学級以上を満たさない高等学校のうち、
募集停止等により高等学校への通学が困難な地域が
新たに生じることとなる高等学校については、生徒の通
学状況を考慮した上で地域校として配置しているところ
だ。
大間高等学校は２学級規模の地域校として配置し、
入学者数が１学級規模の募集人員である40人以下の
状態が２年間継続した場合、原則として翌年度に１学
級規模とすることとしている。
第２期実施計画における地域校の配置については、
来年度決定することとしておりますが、地域校の入学者
数の確保のためには、地域校の活性化が必要と考えて
おり、先般、地区懇談会等の意見を踏まえ、基本方針
に「地域校の活性化に向けて、教育環境の充実を図る
ため、学校と地域等が一体となった検討を促すこと」を
盛り込むなど改定を行ったところだ。

再質問
県内での修学旅行を推進するべきと考えるが、
県教育委員会の見解は！
8

ついて検討していく際には、全国の事例を踏まえた取組
状況や課題等について情報提供するなど、県教育委員
会において必要な支援を行っていきたいと考えている。

地区意見交換会では大間高等学校について
どのような意見があったのか！

答弁：和嶋教育長
第２期実施計画の策定に当たっては、地域の実情を
踏まえる必要があることから、市町村教育委員会委員
長、ＰＴＡ関係者、産業界関係者等により組織する地
区意見交換会を県内６地区に設置し、各地区の具体
的な学校配置等について御意見を伺いながら、県教育
委員会において計画の具体的な検討を進めることとして
いる。
先月開催した下北地区意見交換会では、大間高等
学校について、地域校としての配置継続を求める意見
や、全国からの生徒募集の導入を求める意見等があっ
た。

質問

いじめ防止対策推進法第28条に規定する重大
事態に係る調査報告書への対応について
知事による再調査が必要かどうかについて、何を
基準に判断するのか！

答弁：佐々木環境生活部長
再調査の必要性を判断するに当たっては、一般的な
共通の基準があるわけではなく、それぞれの事案に係る
個々具体の状況を総合的に勘案し、その都度個別に判
断することになる。
今回の事案では、学校法人が設置した第三者委員会
が概ね１年間という長い期間にわたって行った調査の
結果、
「いじめは確認できなかった」とする報告書をまと
めており、それに対して保護者からは、「調査結果は了
承できない」とする所見が提出された。
県としては、保護者の意向や調査報告書の内容等を
勘案した結果、再調査の必要性について慎重に判断す
るため、青少年健全育成審議会から意見を聴くこととし
たものだ。

全国からの生徒募集の導入について、地域で魅力あ
る教育活動等を検討していくに当たり、県教育委員
会のサポートが必要と考えるが、どのように対応し
ていくのか！

答弁：和嶋教育長
全国からの生徒募集については、第２期実施計画の
開始年度である令和５年度以降の導入を目指して検討
を進めたいと考えている。
全国からの生徒募集を導入することにより、定員が充
足している高校に県外生徒が入学することで、県内生
徒の入学者数が減少することにつながるなど、県内生
徒の入試環境に影響を与える可能性もあることから、現
在、地区意見交換会において導入対象校等について御
意見を伺いながら慎重に検討を進めているところだ。
導入対象校が決定し、地域で魅力ある教育活動等に

学校法人が設置した第三者委員会による調査報告に
ついて保護者が了承できないとしている以上、知事
による再調査を行うべきと考えるが、県の見解は！

答弁：佐々木環境生活部長
知事による再調査は、いじめ防止対策推進法に基づ
き、当該重大事態への対処又は同種の事態の発生の防

（東奥日報／令和２年11月14日）
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再調査の必要性について、専門家で構成されている青
少年健全育成審議会の意見を聴くこととした。
同審議会いじめ調査部会は８月31日に第１回の会
議を開催し、現在、各委員の専門的な知識及び経験に
より、再調査の必要性に係る審議が行われており、概ね、
２か月間を目安に意見を取りまとめる見込みだ。県とし
ては、今後、部会で取りまとめられる意見を踏まえ、再
調査の実施の有無について判断する。

止のため必要があると認めるときに行うことができるとさ
れている。具体的には、学校の設置者又は学校による
重大事態の調査が不十分である可能性があるなどの場
合には、再調査の実施について検討することになると考
えられる。
なお、保護者の意向については、調査が十分であるか
どうかを検討するに当たっての重要な要素の一つと考え
ている。
県としては、この再調査制度を適切に運用するため、

商工労働観光エネルギー常任委員会

質疑（令和２年７月）
ないことから、７月10日を期限として、全体で約330名
の希望退職者の募集を行うことになったと聞いている。

７月の商工労働観光エネルギー常任委員
会は、GoToトラベルキャンペーンの開始前
日、７月21日に開催された。
新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事態宣言
が発出され、都道府県境をまたぐ移動の自粛等により、
疲弊した飲食業や観光産業、そして宿泊業を救済し、
社会を活性化させる観光需要の喚起策であるGoToトラ
ベルキャンペーンには、賛否両論があるものの、おしな
べて経済界は歓迎である。期待したいところである。
一方、製造業も大打撃を受けた分野があり、地元、
アツギ東北株式会社が受けた主力製品の需要減少に
伴う生産態勢の縮小については、地元経済にも大きな
痛手である。しかも、むつ事業所の希望退職者募集に
及んでは、雇用危機をはらみ、やるせないものがあるとし
ても、再就職等に手厚い支援が必要であり、県の取組
について質問した。
また、アツギ東北株式会社に対しては、この逆境を乗り
越えて業績を回復していただき、再び雇用の場を広げて
いただくことを望みたいものである。
その他、委員会では、これらのことなども踏まえて、あ
おもり宿泊キャンペーン、県内学校の県内修学旅行等
について県を質した。
答弁の内容は以下のとおりである。
問１

（２）離職者に対する支援について、県はどのよう
に取り組むのか！
答弁：
事業所等において大量の解雇が生じた場合には、当
該地区を管轄するハローワークが主催し、県や市町村、
年金事務所等の関係職員が一堂に会して、職業相談
や雇用保険、年金手続きなどをワンストップで行う臨時
のハローワーク、いわゆる「アシストハローワーク」が開
設される。
県は、
「アシストハローワーク」において、事業主の都
合で離職を余儀なくされた方を対象とした離職者生活
安定資金融資制度や、再就職に役立つ職業能力を習
得するための公共職業訓練についての説明を行ってい
るところだ。
また、県では、むつ市役所内に「ジョブカフェあおも
り」の出張所を設置しているほか、45歳以上の方の転
職・再就職支援のため、アスパム７階に設置している
「ネクストキャリアセンターあおもり」においても、オンラ
インや出張相談など、青森市以外に居住する方でも利
用できる体制を整えている。今後、アツギ東北株式会
社側から要請等があった場合には、出張相談などに柔
軟に対応し、離職者の早期の再就職支援等に万全を期
していきたいと考えている。

アツギ東北株式会社むつ事業所における
希望退職者の募集について！

（１）同社の県内事業所等の就業状況について！
答弁：
アツギ東北株式会社のパートタイマー及び契約社員
を含めた総従業員数は、約1,090名で、このうち約830
名が県内の事業所で就業している。
アツギ東北株式会社からは、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大に伴う外出自粛の影響等により、ストッキ
ング需要が大幅に減少し、今後の需要の回復が見通せ

問２ 「あおもり宿泊キャンペーン」について

（１）当初からキャンペーンに参加している宿泊
事業者の反応は！
答弁：
事業実施に当たっては、事前に青森県旅館ホテル生
活衛生同業組合の役員でもある各地区組合長に説明
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し、御意見を伺い、御賛同をいただいた上で、本事業の
趣旨に賛同し、参加いただける宿泊事業者を募るため、
５月下旬から６月下旬までの間に、県内各地で説明会
を開催した。
具体的には、県内14地域で、計23回開催し、180施
設の宿泊事業者の方々に御参加いただいたところだが、
宿泊プランの作成等について、「新たな宿泊プランの作
成は質の向上や競争力の強化にもつながる」、「宿泊プ
ランの参考事例がわかりやすく多数示されていたため取
り組むことができた」などの御意見をいただいた。
宿泊プランは、県民にも非常に好評であり、県内需
要の掘り起こしにもつながったと考えている。
宿泊事業者の方からは、
「完売後も問い合わせが多く
あった」、「追加で販売したい」、「キャンペーンを継続し
て欲しい」などの御意見をいただいたところであり、全体
として非常に好評であったと認識している。

染症の動向等を踏まえ判断したものと考えている。
国の「GoToトラベルキャンペーン」については、観光
関連産業をはじめとする地域経済の早期回復を図るも
のとして期待されているところであり、事業主体である国
において適切に執行されるものと認識しているが、県と
しては、感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立が
図られるよう、新型コロナウイルス感染症の動向を見極
めながら、地域の実情等を踏まえ、適切に実施していた
だきたいと考えている。
問４ 県内学校の県内修学旅行について

（１）県は県内学校による県内修学旅行をどのよう
に進めていくのか！
答弁：
県では、新型コロナウイルス感染症の
影響を踏まえ、県内外の学校による県
内での修学旅行の経費の一部を助成す
る「青森県修学旅行実施助成制度」を設けたところだ。
具体的には、県内宿泊施設での延べ宿泊者数が10
人以上となるものを対象とし、延べ宿泊者数に応じて、
５万円から30万円の範囲で、バス借り上げ費用など、
修学旅行に要する経費を助成することとしている。
この助成制度を活用していただくため、まずは、助成
対象となる修学旅行を取り扱う旅行会社に周知を図る
こととし、一般社団法人日本旅行業協会青森地区支
部、一般社団法人全国旅行業協会青森県支部を訪問
し、会員や東北各県支部への周知を依頼したところだ。
また、合わせて、これまで県外旅行会社等へのセール
スで活用してきた教育旅行のガイドブックを配布し、旅
行会社から学校への提案等についても協力をお願いし
たところであり、関係者と連携しながら必要な取組を進
めていきたいと考えている。

（２）拡充して実施することとしたキャンペーンの
内容は！
答弁：
今後、本来であれば多くの観光客で賑わう夏季の観
光シーズンを迎えるが、夏祭りの中止等の影響により、
観光需要の大幅な落ち込みが見込まれ、更なる県内の
観光需要の喚起・拡大を図る必要があると考えている。
このため、
「あおもり宿泊キャンペーン」について、７
月から９月までの県内の観光需要を回復させる取組を
加速することとし、新たに４万人泊分の宿泊を拡充し
た。
当初のキャンペーンでは、できるだけ早期に多くの宿
泊事業者の事業継続を支援することとし、宿泊施設の
規模に応じて、50人泊又は20人泊の販売泊数を設定し
たが、拡充後のキャンペーンでは、規模に応じた一律の
上限は設けず、宿泊施設の希望を踏まえた上、全体を
調整し、販売泊数を設定している。
また、拡充後のキャンペーンについては、当初のキャ
ンペーンにおいて、すでに各宿泊事業者が各宿泊施設
の魅力を生かした宿泊プランを作成していることを踏ま
え、当初の１万人泊に４万人泊を追加し、合計５万人
泊となる量的な拡充を図ることとした。

再質問
（１）県内学校や市町村教育委員会とどのように
連携していくのか！
答弁：
本助成制度については、修学旅行の経費削減とし
て有効に活用していただくため、県内学校に対しても
周知を図る必要があることから、県教育委員会及び
市町村の各教育委員会に対し、管轄する学校へ周知
いただくよう協力を依頼したところだ。
引き続き、県教育委員会及び市町村の各教育委
員会への情報提供など、関係機関と連携しながら必
要な取組を進めていきたいと考えている。

問３ 「GoToトラベルキャンペーン」について

（１）県内市町村から批判がある中、事業の実施に
ついて県はどのように考えているのか！
答弁：
国の「GoToトラベルキャンペーン」については、東京
都を除外して実施されることとなったが、国において、感
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商工労働観光エネルギー常任委員会

質疑（令和２年９月）

９月の委員会は、イベント入場制限人数
の緩和２日前の９月17日に開催された。
しかし、未だ世界では新型コロナウイルス
の感染拡大が止まらない。８月末の感染者が2,500万
人を超えたと報じられ、世界的な収束の目途はたってい
ない。感染横ばいの我が国であるが、予断を許さない
状況であることは間違いなく、経済的支援と需要喚起
策が必要である。そのため、９月の委員会では、青森
県新しい生活様式対応推進応援金の支給状況と、「あ
おもり宿泊キャンペーン」の継続について質問した。
県の答弁は以下のとおりである。
問１

加傾向にある。
また、申請に関する相談窓口であるコールセンターへ
の電話件数についても、１日あたり100件以上となって
いるなど、依然として応援金に対する関心が高い。
そこで、県内事業者の申請機会を確保し、感染拡大
防止と事業の維持発展に向けた事業者による「新しい
生活様式」への対応を一層促進するため、申請期限を
９月30日から10月末までと１か月延長することとした。

問２ 「あおもり宿泊キャンペーン」について

（１）
「あおもり宿泊キャンペーン」の販売状況は！
答弁：
「あおもり宿泊キャンペーン」は、当初１万人泊分の
予算で開始したところだが、販売状況が好調であったこ
とから、その後、４万人泊を追加し、計５万人泊のキャ
ンペーンとして実施している。
９月16日現在の販売状況は、当初分については、約
98パーセントに当たる「9,454人泊」が、追加分につい
ては、約90パーセントに当たる「35,780人泊」がそれぞ
れ販売済みとなっている。

青森県新しい生活様式対応推進応援金に
ついて

（１）現時点における応援金の申請と支給状況は！
答弁：
青森県新しい生活様式対応推進応援金は、「新しい
生活様式」の実践による感染拡大の防止と事業の維持
発展に向けた取組を幅広く支援するため、新型コロナウ
イルス感染症の影響により売上げが減少している県内
事業者に対する県独自の応援金として創設したもの。
応援金の申請件数は、７月27日の受付開始から９
月16日の受付分までで、9,637件。また、支給件数は、
８月14日から９月18日までで、4,628件となっている。

＜参考＞あおもり宿泊キャンペーンの実績
区分

（２）これまでの周知方法と、更なる周知に向けた
今後の取組は！
答弁：
応援金の周知については、これまで、県のホームペー
ジ、メールマガジン、地元三紙への新聞広告やテレビ・
ラジオなどの県の広報番組のほか、県関係部局や商工
団体をはじめとした関係機関を通じた事業者等への情
報提供など、幅広く情報発信してきた。
加えて、様々な事業者の方々への更なる周知に向け
て、９月15日にＳＮＳ広告を開始したほか、再度、地
元三紙への新聞広告を掲載するなど、申請期限まで積
極的に情報発信することとしている。

開始日

参加施設数 販売割当済数

販売済数

１万人泊

7月10日
223施設
(金)

9,680人泊
（96.8％）

9,454人泊
（97.7％）

４万人泊

7月19日
208施設
(日)

39,913人泊
（99.8％）

35,780人泊
（89.6％）

49,593人泊
（99.2％）

45,234人泊
（91.2％）

５万人泊

－

251施設

※１ ９月16日11時現在の数値。
２ 「５万人泊」に対応する参加施設数は、重複施設を
除外し、足しあげた数値。

（３）事業者による活用を促進するため、申請期限
を延長すべきと考えるが、県の見解は！
答弁：
応援金の申請件数は、多様な事業形態、幅広い業
種の事業者に対して周知活動を実施してきたところ、本
制度の周知が進み、申請受付の開始当初に比べて増
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し、県内の人の流れを活性化させていきたいと考えてい
るが、本県観光のハイシーズンである秋の観光需要の
獲得、また、冬季誘客対策の視点からも、引き続き、宿
泊キャンペーンを展開していく必要があると考えている。
秋冬に向けた宿泊キャンペーンでは、各シーズンの本
県ならではの魅力を生かすとともに、県内に加え、岩手
県及び秋田県の居住者へと対象を拡大し域内観光を一
層推進するなど、その内容を充実させ、感染拡大防止と
社会経済活動の維持との両立を図りながら、適時、必
要な取組を、切れ目なく重なり合う形で展開していきた
いと考えている。

（２）本キャンペーンを引き続き実施していくべき
と考えるが県の考えは！
答弁：
今後、更なる観光需要の回復に向けては、新型コロ
ナウイルス感染症の動向や地域の実情等を踏まえなが
ら、県内に次いで、県外からの誘客にも段階的に取り組
んでいく必要があると考えているが、この際、本キャン
ペーンで造成された宿泊施設ごとの魅力的な宿泊プラ
ン、感染防止対策のノウハウ等は、安全・安心が基本
とした今後の観光振興の基盤として生きるものと考えて
いる。
まずは、本キャンペーンの５万人泊分の完売を目指

商工労働観光エネルギー常任委員会

質疑（令和２年10月）
（２）
「あおもり飲食店緊急支援事業」と新たに実施す
る「あおもり飲食店需要喚起推進事業」との違
いは！
答弁：
「あおもり飲食店緊急支援事業」は、飲食店のテイク
アウト情報を発信する「エール飯」等の地域の創意工夫
による自発的な動きを踏まえ、それらの取組の効果をより
大きなものにするため、商工会議所及び商工会が実施
するプレミアム食事券の発行事業を支援する内容。
一方、新たに実施する「あおもり飲食店需要喚起推
進事業」は、長引く感染症の影響により、経済の先行き
の不透明感やステイホームの生活スタイルが定着するな
ど、県民の消費者マインドが未だに回復していない状況
を踏まえ、県内飲食店利用のさらなる機運醸成が必要で
あるとの考えに基づき、県が主体となって、全県で需要
喚起につなげるキャンペーンを実施するもの。

観光庁は、GoToトラベル事業における７
月22日(水)から10月15日(木)までの利用人
泊数を、少なくとも約3,138万人泊、割引支援
額は少なくとも約1,397億円と発表した。これは速報値で
あり、確定されたものではないとしても、この値は、狙い通
り観光需要を喚起し、大きな効果を生んでいるものと考え
られる。ただ、これらの効果には当然ながら地域格差が
あり、その地域地域での誘客のための努力が求められる。
10月に入って、県内でもクラスターが発生し、感染拡大
が心配されており、飲食、宿泊などの観光産業の落ち込
みが懸念されている。そのこともあり、10月の商工労働
観光エネルギー常任委員会では、「あおもり飲食店需要
喚起推進事業」や「あおもり宿泊キャンペーン」の成果
等について質した。
県の答弁は以下のとおりである。
※クラスター：集団感染

※テイクアウト：持ち帰り ※ステイホーム：家に留まる

議案第１号 令和２年度青森県一般会計補正予算(第４号)案について
問１

問２

歳出７款１項６目 地域産業費
あおもり飲食店需要喚起推進事業について

歳出７款２項１目 観光振興費
国内旅行需要拡大対策事業の取組等について

（１）「あおもり宿泊キャンペーン」の成果について！
答弁：
５万人泊規模で展開してきた
「あおもり宿泊キャンペー
ン」は、９月末時点において、全体の約94パーセントに
当たる46,814人泊が販売済み。
御参加いただいた宿泊事業者の方々からは、キャン
ペーンの継続を希望する多くの声が寄せられ、また、本
キャンペーンでの地域や宿泊施設の魅力を生かした宿泊
プランの造成や、感染防止対策のノウハウは、今後の誘
客にも生かされるものと考えている。
県民の方々には、これまで宿泊したことのない地域に

（１）
「あおもり飲食店需要喚起推進事業」の概要に
ついて！
答弁：
感染防止対策を講じている県内の飲食店に対してキャ
ンペーンへの参加を働きかけ、参加店舗を県のホーム
ページ等で公表するとともに、繁忙期となる年末年始の
期間にそれらの飲食店を利用した方々を対象に、抽選で
食事券が当たるというキャンペーンを実施することとしてお
り、この取組を通じて、県内飲食店の利用促進につなげ
ていきたいと考えている。
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足を運んだり、県内各地域の宿泊施設を幅広くご利用い
ただけたと認識しており、域内観光の推進につながったも
のと考えている。
（２）「あおもり宿泊キャンペーン」に続くキャンペーン
では、どのように宿泊需要を獲得していくのか！
答弁：
本事業では、
「あおもり宿泊キャンペーン」の秋冬版と
して、北東北３県の居住者を対象としたキャンペーンを
展開し、県内に続き、北東北３県での域内観光を推進
していくこととしている。
また、新型コロナウイルス感染症の動向等を踏まえ、
国の「GoToトラベルキャンペーン」とも連動させ、北東
北３県に続き、全国を対象とした宿泊キャンペーンを展
開し、国内誘客活動を本格化させていきたいと考えてい
る。
まずは北東北、そして全国へと取組を展開し、両キャン
ペーン合わせて20万人泊規模の宿泊需要を生み出すこ
とで、宿泊事業者の事業継続を支えるなど、観光需要を
着実に回復させていきたいと考えている。

（讀賣新聞／令和２年10月31日）

（３）これから迎える冬季は、積雪により他のシーズン
と比較して県内での移動が困難な場面もあると
思うが、どのように対応していくのか！
答弁：
冬季観光については、本県観光の課題であり、「雪」
は、本県ならではの魅力である一方、需要拡大が見込ま
れる個人旅行客の県内での移動を想定した場合、雪道
の運転経験がない方にとっては、自家用車やレンタカー
を利用することは一般的ではないと認識している。
従って、観光バスや観光タクシー等を利用し、域内の
観光施設等を周遊する旅行商品の造成や、主要駅・空
港等から宿泊施設への移動を支援し、個人旅行客、団
体旅行客のそれぞれの移動の利便性を確保することによ
り、県内での移動が、冬季誘客の停滞の一因とならない
ように取り組んでいきたいと考えている。
全国的な観光需要の喚起・拡大が期待さ
れる中、本県観光のハイシーズンである秋に
加え、より多くの方々に本県の冬の魅力も楽
しんでいただけるよう、本事業での取組を効果
的に組み合わせ、誘客活動を展開していく。

（日本経済新聞／令和２年10月31日）

令和２年10月21日
青森県ふるさとの水辺サポーター制度に
よるボランティア活動
下北地区河川クリーンサポート参加者
（金谷川小川放水路）
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