
○　平成３０年１０月１６日（火）（第１日）　

Ⅰ岡　元　行　人　委員

１ 副知事、
農林水産部長、
観光国際戦略局長

２ 副知事、
農林水産部長

３ 副知事、
農林水産部長

４ 副知事、
企画政策部長

５ 副知事、
企画政策部長

６ 教育長

Ⅱ一　戸　富美雄　委員

１

(1) ３ページ 産地の労働力不足に対応するための取組につい
て

(2) 32ページ 戦略的企業誘致の推進について

(3) 48ページ 医師の育成と県内定着について

(4) 88ページ ＰＣＢ廃棄物等の期限内処分について

２ 副知事、
健康福祉部長

３ 副知事、
観光国際戦略局長

歳出４款１項３目　予防費　難病患者に対する医療費助成に
ついて

副知事、
環境生活部長、
健康福祉部長、
商工労働部長、
農林水産部長、
教育長

歳出７款２項１目　観光振興費　公益社団法人青森県観光連
盟の運営について

決算特別委員会（平成29年度決算）質疑通告内容

平成29年度主要施策成果説明書　７ページ　経済成長が著し
いアジアなどにおける青森県産品の輸出促進について

歳出６款１項17目　食の安全・安心推進費　ＧＡＰ取得の促
進に向けた取組について

平成29年度主要施策成果説明書について

歳出６款５項１目　林業総務費　林業振興の取組について

歳出２款２項６目　情報管理費　市町村における自治体クラ
ウド導入の促進について

歳出２款２項４目　総合交通対策費　鉄道整備対策事業の取
組について

歳出10款１項５目　教育指導費　本県の小・中学校における
他県の学校との交流活動及びスーパーグローバルハイスクー
ル事業の取組について



Ⅲ田　中　　　満　委員

１

(1) ５ページ 次世代に繋ぐ新たな「りんごづくり」確立事業
の取組について

(2) ６ページ 八戸前沖さばブランド力向上復興促進事業の取
組について

(3) 18ページ アオモリ・モビリティ推進事業の取組について

(4) 84ページ ごみ減量やリサイクルなど３Ｒの取組について

２ 病院局長平成29年度青森県公営企業会計決算審査意見書　21ページ
県立中央病院の経営状況について

平成29年度主要施策成果説明書について 副知事、
環境生活部長、
農林水産部長、
観光国際戦略局長



○　平成３０年１０月１７日（水）（第２日）　

Ⅰ横　浜　　　力　委員

１

(1) 15ページ 原子力関連産業の振興と原子力分野の人財育成
について

(2) 高校生の県内定着等関連事業の取組について

(3) 25ページ 観光地域づくり力強化促進事業の取組について

(4) 49ページ 医療連携体制の強化について

(5) 66ページ 地域防災力の向上と危機管理機能の充実につい
て

２ 副知事、
農林水産部長

Ⅱ吉　田　絹　恵　委員

１

(1) 57ページ あおもり出会い協働プロジェクト事業の取組に
ついて

(2) 60ページ 発達障害者等支援センター運営事業等の取組に
ついて

(3) 75ページ 風しん抗体検査事業の取組について

(4) 81ページ 小川原湖流域水環境改善促進事業の取組につい
て

(5) 75ページ 人口減少社会に対応する市町村行政経営推進事
業の取組について

(6) 68ページ みんなが主役だ！地域コミュニティ再生・地域
防災力向上事業の取組について

(7) 70ページ 中高生・保護者のネット規範意識向上事業の取
組について

歳出６款５項７目　治山費及び歳出６款５項９目　保安林費
保安林機能を発揮させるための治山事業の取組について

副知事、
総務部長、
環境生活部長、
健康福祉部長、
危機管理局長、
警察本部長

決算特別委員会（平成29年度決算）質疑通告内容

平成29年度主要施策成果説明書について

102ページ

平成29年度主要施策成果説明書について 副知事、
健康福祉部長、
観光国際戦略局長、
エネルギー総合対策局長、
教育長



Ⅲ松　田　　　勝　委員

１ 副知事、
総務部長、
企画政策部長

２ 副知事、
健康福祉部長、
商工労働部長

３ 教育長

４

(1) 57ページ 様々な環境にある子どもや家庭への支援の充実
について

(2) 66ページ 地域防災力の向上と危機管理機能の充実につい
て

ア

イ

自主防災組織について

平成29年度主要施策成果説明書について

平成29年度主要施策成果説明書　36ページ　障害者雇用促進
加速化事業及び54ページ　障害者就業・生活支援センター運
営事業の取組について

歳出10款１項３目　教育行政費、歳出10款２項１目　小学校
費、歳出10款３項１目　中学校費、歳出10款４項１目　高等
学校総務費、歳出10款５項１目　特別支援学校費、歳出10款
６項１目　社会教育振興費及び歳出10款７項１目　保健給食
振興費　県教育委員会における障害者雇用について

人材育成の取組について

副知事、
健康福祉部長、
危機管理局長

歳入１款１項２目　法人県民税及び歳入１款２項２目　法人
事業税　法人関係税の税収の動向について



○　平成３０年１０月１８日（木）（第３日）　

Ⅰ山　口　多喜二　委員

１ 平成29年度主要施策成果説明書について

(1) ８ページ りんご輸出産地人財育成事業の取組について

(2) ８ページ 青森りんご輸出促進支援事業の取組について

(3) ８ページ アジア輸出拡大戦略事業の取組について

(4) ４ページ 水田農業複合化やさい産地力向上事業の取組に
ついて

(5) 24ページ 豪州誘客対策強化事業の取組について

２ 副知事、
健康福祉部長

３ 副知事、
健康福祉部長

４ 副知事、
健康福祉部長、
教育長

５ 副知事、
企画政策部長

６ 副知事、
農林水産部長

Ⅱ山　田　　　知　委員

１

(1) 34ページ 雇用の改善に向けた環境整備について

(2) 39ページ ヘルスリテラシー（健やか力）の向上とライフ
ステージに応じた生活習慣の改善について

(3) 27ページ 観光おもてなし・サービス向上事業の取組につ
いて

(4) ６ページ あかいか漁場予測システム実用化事業の取組に
ついて

(5) ６ページ 未来につなぐさけ漁業推進事業の取組について

副知事、
健康福祉部長、
商工労働部長、
農林水産部長、
観光国際戦略局長

歳出４款１項１目　生活習慣病対策費　糖尿病重症化予防等
に向けた生活習慣改善の取組について

歳出４款１項１目　生活習慣病対策費及び歳出10款７項２目
体育振興費　健康寿命延伸の取組について

歳出２款２項４目　総合交通対策費　地域交通確保に向けた
取組について

平成29年度主要施策成果説明書について

歳出６款４項１目　構造政策費　遊休農地対策について

決算特別委員会（平成29年度決算）質疑通告内容

歳出３款１項８目　障害者福祉費　障害者差別解消推進事業
の取組について

副知事、
農林水産部長、
観光国際戦略局長



Ⅲ櫛　引　ユキ子　委員

１

(1) ２ページ 産地直売所と核とした地域活性化推進事業の取
組について

(2) 14ページ 風力発電メンテナンス支援事業の取組について

(3) 54ページ 工賃向上支援事業の取組について

(4) 65ページ ため池の安全・安心力アップ事業の取組につい
て

(5) 72ページ 交通信号機非常用電源確保対策事業の取組につ
いて

(6) 102ページ 仕事力養成推進事業の取組について

(7) 104ページ あおもりの未来を変える０歳からの家庭教育応
援事業の取組について

副知事、
健康福祉部長、
農林水産部長、
エネルギー総合対策局長、
教育長、
警察本部長

平成29年度主要施策成果説明書について


