♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯

一 、一般質問 （代表質問）

午 前十時開議

平成三 十年二月二 十日（火曜日 ）

議事 日程第二号

第
♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯

三十 八番
小

大

田

関

一

美恵 子

衛

四十 三番

四 十一番

三十九番

北

鶴

川

林

田

口

康

有

司

司

十 一 番

九

七

五

三

一

番

番

番

番

番

鈴

沼

三

加

鈴

薄

谷

浦

藤

木

方

井

晴

雄

茂

麻

健

雄

清

彦

大

純

人

里

太

太

彦

司

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

佐

渡

石

髙

今

小

佐

佐

杉

石

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯

議事日程 に同じ

木

佐 々木

吉

山

洋

二十二番

竹

口
勝

博

雄

英

雄

正

英

孝

治

浩

策

晃

正一郎

信

聡

ひ とみ

武

悦

喜

俊比古

徹

千 鶴子

四 十 番

三 十八 番

三十 五番

三 十三番

三十一 番

二十 九番

二 十五 番

二十 三番

二 十一番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

七

五

三

一

番

番

番

番

番

鈴

小

大

小

加

工

三

原

北

菅

鈴

沼

三

加

鈴

薄

関

松

藤

藤

浦

林

原

山

木

谷

浦

藤

木

佐々 木

吉

田

東 海林

平

木

方

井

洋

美恵子

隆

鉱

嘉

英

幸

丈

博

晴

雄

茂

麻

健

雄

清

一

衛

明

一

範

一

子

正

文

洋

彦

大

純

人

里

太

太

彦

司

四十三番

四十 一番

三十九番

三十七番

三 十四番

三十二番

三 十 番

二十七番

二十四番

二 十二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

北

鶴

川

柴

佐

近

土

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

佐

杉

石

林

田

口

田

藤

藤

谷

口

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加 賀屋

康

有

正

健一郎

博

雄

英

雄

正

孝

治

浩

策

晃

正 一郎

信

英

ひとみ

武

司

賢一 郎

勝

司

俊 比古

徹

千鶴 子

一

四 十 番

洋

寛

名

木
田

一

鈴
石

本 日の欠席議 員

四十 二番
二十 八番

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯

十 三 番
平

文

二 十四番

田

谷

健一 郎

四十 二番

四十名

十 五 番
東海林
博

正

二十七番

土

藤

賢一郎

員

十 七 番
原

丈

子

三 十 番

近

藤

議

十 九 番
菅
林

幸

一

三十 二番

佐

正

席

二十一 番
北

英

範

三十四番

田

出

二 十三番
原

浦

嘉

一

柴

本日 の会議に付 した事件

二十 五番

三

藤

鉱

三 十七番

本日の出 席議員

午前十 時開議

二 十九 番

工

藤

明

一

敏

悦

聡

喜

三十 一番

加

隆

四十名

三十 三番

松

♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯

小

敏

三 十五番
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地方自治法 第百二十一 条による出席 者

副

副
知

知
事

事

事

前

中

堀

佐

崎

川

島

井

竹

正

英

啓

敬

実

史

一

久

知

観光文化スポーツ部理事
島

尾

佐 々木

明

司

浩

長
人

部
雅

務
田

総
) 鎌

企 画 振 興 部 長
妹

総務部 危機 管理監 兼
(
広
報
監

あ きた未来創 造部長

彅
保

中

坂

博

博

草

作

観光文化スポーツ部長
健 康 福 祉 部 長

田

藤

聡

学

生 活 環 境 部 長

佐

澤

満

博

子

農 林 水 産 部 長

水

田

郎

次

昌

産 業 労 働 部 長

柴

藤
一

務

課

公

長

佐

越

行

部

名

秀

設

会計管理者（兼）
出
納
局
長

建

長

部

政

部

神

総

長

財

教育委員会教育長

米

こ れより本日 の会議を 開きます。

田

警 察 本 部 長
森 末
♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯
●議 長（鶴田有 司議員）

進

治

諸般 の報 告は 、お 手元に配 付してあり ます議長報 告のとおり でありま

すので、 朗読を省略い たします。
長

報

告

（ 朗読省略）

♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯
議

一 、二 月十 四日、 監査 委員から 平成三十年 二月六日付 け住民監査請 求に係

る 補正後 の請 求の 要旨 について通知が あり、同 日、各議員 に配付した 。

一、地 方公 務員法 第五 条第二 項の規定に より次の議案 について人 事委員会

委

市町 村立学校職 員の給与等 に関する条例 及び義務教 育

様

登載省略

一宏

諸 学校等 の教育職員 の給与等 に関する特 別措置に関す

る条 例の一部を 改正する条例 案

六一四
有司

柴田

♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯

住民 監査請求 に係る補正後の 請求の要 旨の通知

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯

議案 第八 六号

の 意見 を聞い たと ころ 、別紙（二 月十六日付 ）のとおり 回答があっ た。

人

鶴田

平成 三十年二月 十六日
秋田県議 会議長

秋田 県人事委 員会委員長

三五七で 求められた条 例案に対す る

条例案 に対する意 見について （回答）

平成 三十年 二月 十四 日付け議事

市 町村立 学校職員の 給与等に関す る条例及び 義務教育

当委 員会の意見 は、次のと おりです。
議案 第八 十六号

諸 学校 等の 教育 職員の 給与等 に関する特 別措置に関 す
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（ 意見 ）

る条例の一 部を改正す る条例案

元気 創造 プラン 」に おいて 目指すべき 秋田の姿 について質問を させてい

総合計 画」の達成 状況につい ては、

教育の充実や交通基盤の整備などは「おおむね順調」とする一方、産

た だき ました 。知 事は 、「あき た

員に 支給 する給 与に つい て定めるも のであります ので、適当 と

業 ・雇 用、 健康 ・医 療といっ た県民生活 に密着した 分野の達成 が遅れて

井 川町 立井 川義務教育 学校の措置 により、同 校に勤務す る職
考え ます。

いる と評価され 、新たに策定 する「ふる さと秋田元 気創造プラ ン」では、

「新 たな 戦略産 業の 創出」 、「秋田の 食・農・ 観を丸ごと 売り出す」な

日程 第一、一般 質問を行い ます。

二十 二番佐 藤雄 孝議 員、二十 番渡部英治 議員、三十 九番川口一 議員、

ど 、秋 田再生 の基 盤と なる重 要課題にター ゲットを絞 り込んだ形 で、四

●議長 （鶴田有司 議員）
三 十番 土谷勝 悦議 員、 三十五 番小松隆明議 員、一番薄 井司議員、 三十二

つの「 元気創造」 を目標に掲 げたと答弁さ れておりま す。

ま した 。「 高質 な田舎 」のイ メージが、 初めから県 民の間で共 有できた

十年 後の 目指す べき 姿と して、「 高質な田舎」 というフレ ーズが示さ れ

プ ラン を継承 しつ つ、 第二期ふ るさと秋田 元気創造プ ランが策定 され、

いう メッ セージ が込 められ ておりまし た。平成二十 六年三月に は、一期

き秋 田の 姿を 共有 し、 秋田の総力 を結集して 課題や困難 を乗り越え ると

基 盤」 の四 つの分 野に わたり 示していま す。そこには 、県民と目 指すべ

済・ 産業 活動」 、「 暮ら し」、「地域 社会」、 「産業や暮 らしを支え る

呼 ばさ せてい ただ きま すが、一 期プランで は、十年後 の秋田の姿を 「経

最初 の「ふ るさ と秋 田元気創 造プラン」を 便宜的に「 一期プラン 」と

番近 藤健 一郎 議員、 十番 佐藤正一 郎議員、二 十一番菅原 博文議員、十 四
番今 川雄策 議員 、十 三番沼 谷純議員、五 番佐々木雄 太議員、以 上の十二
名か ら一般質問 主意書が提 出されており ます。
本日 は、二 十二 番佐 藤雄孝 議員、二十番 渡部英治議 員の代表質 問を許
可 することに 御異議あ りませんか。
御 異議ないも のと認めます 。まず、二 十二番佐

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長 （鶴 田有司 議員 ）
藤議 員の発言を 許します。
【二十二 番（佐藤雄 孝議員）登壇 】（拍手）
おはようご ざいます。 自由民主党 の佐藤雄

か はわ かりま せん が、 私なりに は、都会には ない豊かさ を享受しつ つ、

● 二十 二番 （佐藤 雄孝 議員）

孝 です 。会派 を代 表し て、佐竹 知事の県政運 営全般につ いて幅広く 質問

教育 ・文 化水準 が高 く、各 分野に県民 の活躍の 場がある社 会をイメージ

知事 は、 知事 選挙を 控えた 昨年の二月 議会で、そ れまでの県政 運営と

し ております 。

をさせて いただきま す。
こ の冬 は、県 南部 を中 心に大雪 に見舞われ、 雪おろし中 の事故など に
よる 死傷 者が 昨年を 上回 っており ます。亡く なれた方々の 冥福と、け が

実 に実 を結ん でき たほ か、観光 ・文化・ス ポーツが一体 となった交 流人

主要施 策の 成果 につ いて言 及し、産業分 野や農業分 野では各種 施策が着

さて、佐竹知事は、平成二十一年四月に知事に就任し、寺田県政の

口の 拡大 、全国 トッ プレ ベルの子育て 環境づく り、教育基 盤の整備な ど

をされた方々 の一日も 早い回復を お祈り申し 上げます。
総合 計画 」に かわる新たな 計画づく りに着手い たしました 。

あり ます 。私 が県 議会に 議席を得 たのは、佐 竹知事の就 任から半年 後の

そ れが 、佐 竹県政 の運 営指針 となる「ふ るさと秋田元 気創造プラ ン」で

真に 魅力 ある就 業の 場の創 出等につい ては、「道半 ば」と表現 をいたし

認識 を示 す一 方で 、少子 化に歯止 めをかける ことや女性 ・若者にと って

で おお よそ の道筋 をつ け、具 体的な成果 を積み上げる ことができ たとの

「あ きた

平成 二十 一年十 月で したが 、翌年の二 月議会で初め て一般質問 の機会を

ま した 。一方 、今 年度 の県民意 識調査では 、二期プラ ンの重点戦 略六分

い ただ き、「 あき た

21
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21

総合計画 」の成果・ 達成状況と 、「ふるさ と秋田

21

す が、 「着実 に実 を結 んできた 」としている 産業分野や 農業分野な どに

「 道半 ば」 とし てい る人口減 少対策分野 の評価が最 も低くなっ ておりま

回っ てお り、そ の差 は六 分野の平 均で三倍近く に達してい ます。知事 が

人の割合が、「十分」、「おおむね十分」と考えている人の割合を上

野全 てに ついて 、取 り組み が「不十分 」、「や や不十分」と考 えている

ケ ージ の一つ に「 地方 への新し い人の流れを つくる」こ とを掲げ、 地方

議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、政策パッ

十八 年よ りも拡 大し てし まいまし た。政府は、 平成二十六 年十二月に 閣

九 年の 人口流 動調 査の 速報では 、社会減は 四千二百五 十三人と、 平成二

三期 プラン では 、社 会減を半 減する目標 を掲げてい ますが、平成 二十

させ る目 標を 設定し てお ります。 しかし、実 態は東京圏 への転入超過 は

から 東京 圏への 転入 を六万 人減少させ 、逆に東 京から地方 への転出を四

三期 プラ ンの 策定に 当たり 、これまで の取り組み と成果につ いて、ど

拡大 してお り、 むし ろ東京 一極集中に拍 車がかかっ ております 。政府の

つい ても 、県民 は、 まだそ の成果を実 感できて いない実態 が浮き彫りに

のよ うに総 括さ れた のか。 そして、その 結果はどの ように三期 プランに

こ の政 策は、 現在 のと ころ大失 敗です。ほ とんどの県 は、無力感を 味わ

万 人増 加させ るこ とで 、平成 三十二年には 東京圏と地 方の転出入 を均衡

反 映さ れてい るの か。 三期プラ ンに込めた 思いや意気 込みと併せて 、知

いま した 。改め て言 うま でもないこと ですが、 社会減を縮 小するため に

な っておりま す。

事の考 えをお聞かせ ください。

定 過程 では、 それ まで の取り組 みを検証し、 次につなげ ることが大 事で

心 の市 民」 が、 結果的 にその 原因である と言われて おります。 政策の策

失敗 例は 、「や りっ ぱな しの行政 」、「頼りっ ぱなしの民 間」、「無 関

現 実は どうで しょ う。 大都市圏 一極集中が 続いており ます。地方 創生の

防ぐ ため に政府 が打 ち出し た「まち・ ひと・しごと 創生」であ ります。

でも ある と思 って おり ます。地方 創生とは、 人口減少に よる地域衰 退を

人口 流動 調査に よる 平成二 十九年度の 転入者は 、二十八年 度よりも八百

二十 三人、平成 二十八年度は 二百九十三 人と大幅に 増加してお りますが、

を 経た 移住 者は 、平成 二十六 年度の二十 人から、平 成二十七年 度には百

事業 」な どを実 施し てき ました。 秋田移住定住 総合支援セ ンターの登 録

修 への 支援な どの ほか 、県内に 移住しての 起業を支援 する「ドチ ャベン

備や 秋田 での生 活を 始める 上で必要な 負担への補助 、市町村の 空き家改

県で は、 転入 者を 増やす 移住促進の取 り組みにつ いて、相談 窓口の整

は 、転入を増 やすか、 転出を減らすし か方法は ありません 。

す。 平成 三十年 度当 初予算 では、三期 プランに 基づく施策 に約二千六百

二 十五 人減少 して おり 、秋田 への人の流れ には、まだ 力強さが足 りない

私 は、 第三 期ふる さと 秋田元気 創造プラン は、秋田版地 方創生の一 つ

二 十四 億円の 予算 が計 上され ております。 これからの 秋田の行く 末を左

ような 感じがいた します。

昨年十 二月 、国 の「 まち・ひ と・しごと創 生会議」に 、参考資料 とし

右する 政策につい て、順次質 問をいたしま す。
まず、 戦略 一「 秋田 の未来に つながるふる さと定着回 帰戦略」に つい
知事 は、「 三期 プラ ンでは 、人口減少の 克服を最重 要課題に位 置づけ

念 なが ら本 県の市 町村 の取り 組みは含ま れておりませ ん。本県に おいて

取り 組み が紹介 され てお ります。いず れも市町 村の取り組 みですが、 残

て 「移 住・定 住施 策の 好事例集 」が提出さ れました。全 国各地の十 八の

る 」と 発言 してお りま す。「 ふるさと定 着回帰戦略」 は、その中 心とな

も、 各市 町村 が移 住促進 の取り組 みを行って いると思い ますが、市 町村

て伺 います。

る戦 略で あり 、社 会減の 縮小、自 然減の抑制 、人口減少 下における 地域

によ って 取り組 みに 温度差 があるよう な感じがいた します。地 域おこし

協 力隊 員によ る移 住相 談や情報 発信を熱心 に行ってい る市町村が ある一

社会づく りに関する 施策で構成さ れておりま す。
まず 、社会減の 縮小に関し て質問をい たします。
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知 事は 、市町 村の 移住 促進に係る取 り組み状 況について 、どのよう に

が、 その 場合、 出産 可能 な年代の 女性をどの程 度増やさな ければなら な

三 期プ ランで は、 六千 人の出生数を 回復する ことを目標 としていま す

かが、出 生数増加の 鍵になります 。

感じ てお られる でし ょう か。また 、移住促進の 取り組みに おける県と 市

い と試 算し てい るの でしょう か。また、 女性にター ゲットを絞 った社会

方で、余 りそうした 取り組みが聞 かれない市 町村もあり ます。

町 村の 役割 分担 、こ れこそが 県と市町村 の協働の取 り組みかと 思います

減 対策 につい てど のよ うな取り 組みを考えて いるか、知 事の考えを お聞

ます。

次 に、 戦略二 「社 会の 変革へ果 敢に挑む産業 振興戦略」 について伺 い

かせくだ さい。

が 、ど のよう に考 えて おられる のか、知事の 考えをお聞 かせくださ い。
転出 者を減 らす 定住 の取り組 みに関して は、高校・ 大学等の卒 業生の
県 内定 着をい かに 進め るか。 また、県外に 進学した人 をいかに県 内就職
に導 くか が最 大の課 題で あります 。その対策 の中心は、 やはり雇用の 場

た 総合 的な取 り組 み」 を各戦略 に先立つ取 り組みとし て位置づけ、 重点

一期 プラン では 、当 時の厳し い経済情勢を 踏まえ、「 雇用創出に 向け

後 ほど 改めて 質問 する こととし 、ここでは 一点だけ、 県が設置する 大学

的に 推進 しまし た。 一期 プランの期間 中も、県 内製造業に おいて、工 場

の創出で ありますが、 雇用対策は 戦略二の産 業振興とも 関係しますの で、
の卒業 生の県内定着 についてお 伺いいたし ます。

の 集約 化等 による 離職 者が増 加するなど 厳しい状況は 続きました が、国

業 振興 条例を 策定 し、 中小企業 の経営基盤の 強化や円滑 な事業承継 を支

県 内に は、 県が設 置す る二つの 公立大学が あります。多 大なコスト を

続い て、自然減 の抑制につい て伺います 。

援し てき ており ます 。中小 企業振興条 例では、 中小企業者 に対し、「経

の雇 用対 策基 金事 業に 加え、県独 自の雇用対 策や中小企 業への円滑 な資

いわ ゆる少 子化 対策 が自然減 抑制の施策 となります が、その取 り組み

済 社会 情勢の 変化 に対 応して その事業の成 長発展を図 るため、自 主的に

かけ て設 置し 、交 付金 でその運営 を支えてい ます。十二 月議会で県 立大

内 容は 、男女 の出 会い から結 婚・妊娠・出 産に至るま での各過程 におけ

その 経営 の改 善及び 向上 に努める 」ことや、 「地域におけ る雇用の機 会

金供 給、 住宅リ フオ ーム事 業の実施な どを緊急的に 実施し、雇 用環境の

る意 識醸 成や 環境整 備の ほか、子 育てに係る 経済的負担の 軽減など、 か

の創出 及び 労働 環境 の整備 に努めるとと もに、その 事業活動を 通じて地

学の 次期 中期目 標が 可決さ れ、現在は 、両大学とも 中期目標に 県内就職

なり網 羅的 に展 開さ れてお ります。特に 、本県の保 育料や医療 費に対す

域 の振 興に資 する よう 努める」 ことを求め 、中小企業者 の改革への 意欲

改善に努めました。こうした緊急的な対策に併せ、県内企業のレベル

る 助成 は、全 国ト ップ の水準と なっており ますが、残念 ながら本県 の出

を喚 起し 、規模 いか んを 問わず、主体 的に努力 する中小企 業者を支援 す

の 拡大 をうた って おり ます。両 大学におけ る卒業生の 県内就職拡 大に係

生数は年 々減少して おります。 これまでも 多くの方が 指摘していま すが、

る 姿勢 を鮮 明に打 ち出 しまし た。また、 電子部品・デ バイス産業 のウエ

アッ プに 取り組 み、 地元 発注や地 元雇用など、 地域経済の 牽引役とな る

出 生数 が減 少する 最大 の要因 は、出産が 可能な年代の 女性の絶対 数が減

イト が高 く、 その 業績に 左右され がちだった 本県の産業 構造を、成 長分

る取 り組 みの実 態と 、そ れに対す る評価につい て、知事の 考えをお聞 か

少し てい るた めで あり、 この傾向 に歯止めを かけること が自然減対 策の

野への積 極的な参入 促進等により 、重層的な 産業構造へ と転換を推 進し、

中 核企 業の 育成 を図る ととも に、二期プ ランのスタ ートの年に は中小企

最大 の課 題であ りま す。し たがって、 自然減対策も 社会減対策 と不離一

自 動車 や航空 機と いっ た輸送機 産業では、 大手メーカ ーと直接取 引する

せ ください。

体 のも のであ り、 出産 可能な年 代の女性の 社会増減を 転入超過に できる
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二位 となりまし た。

関 して は、 その 導入 量が、昨 年度に北海 道を抜き、 青森県に次 ぐ全国第

本県 の豊 かな資 源を 生か した新エ ネルギーの導 入を促進し 、特に風力 に

注 の拡 大を図 って いる 県内企業 もあらわれ ております 。それ以外 にも、

一次 サプ ライヤ ーの 県内進 出が実現し たほか、 国際認証の取得 による受

なく 進められて きます。まさ に、今後最 も成長が期 待される分 野であり、

タ 、Ａ Ｉ、 Ｉｏ Ｔと いった最 新の技術の 導入が、あ らゆる分野 でいや応

らの 成長 の鍵と なる のは 、第四次 産業革命への 対応であり 、ビッグデ ー

略 とし て、「 未来 投資 戦略二〇 一七」を閣 議決定して おります。 これか

政府 は、昨 年六 月に 「日本再 興戦略二〇 一六」にか わる新たな成 長戦

こ うし た取り 組み によ り、知 事は本県産業 の体質強化 を図ってこ られ、

を、 戦略 の視 点とし て示 しており ます。その 一方で、多 くの仕事がＡ Ｉ

産 性や 付加価 値の 向上 、新た な製品・サー ビスの創出 を促進」す ること

三期 プラ ンでも 、「 第四次 産業革命の イノベー ションを念 頭に置いた生

よう やく 具体 的な成 果が あらわれ てきており ます。三期 プランでは、 こ

やロ ボット 等に 取っ てかわ られるとの予 測もあり、 第四次産業 革命への

緊急的な雇 用対策、 中小企業の 経営基盤強 化、成長分野 への参入促 進、

れま での成 果を 土台 に、県 内経済にその 効果を広く 波及させる ため、取

対 応は 、大き なビ ジネ スチャン スであると 同時に、企 業の生き残り にも

次に 、戦略 三「 新時 代を勝ち 抜く攻めの 農林水産戦略 」について 伺い

ついて 、知事の考 えをお聞か せください 。

第 四次 産業 革命が 県内 経済に与 える影響に ついての認識 と対応方針 に

かかわ る大きなテー マでありま す。

り組 みを展開し ていかなけ ればなりませ ん。
まず、 雇用対策につ いてです。
最 近の 県内 の雇用 環境 は、かつ てとは大き く様変わりし ております 。
有効 求人 倍率 は過 去最 高の水準で 推移してお り、県内中 小企業の労 働力
不足 は深 刻さを 増し ており ます。雇用 の絶対数より も質の改善 が課題で
安倍 総理 は、施 政方 針演説 において「 働き方改革は 、成長戦略 そのも

害 があ りま した 。河川 や道路 など土木施 設の被害も 甚大でした が、幸い

昨年 七月 ・八月 の大 雨では 、農地や農 業用施設、農 作物にも大 きな被

ます 。

の であ る」 と述 べ、「 ワーク ・ライフ・ バランスを 確保し、誰 もがその

人 的な 被害は なく 、建 物被害も その多くは浸 水被害であ りました。 あれ

ある と思います が、いかが でしょうか 。

能 力を 思う存 分発 揮す れば、少 子高齢化も克 服できる」 と続けまし た。

だけ の惨 事であ りな がら人 的被害がな かった要 因について は、気象台長

避難 勧告 等の 判断が 時宜 を失する ことなく行 われたこと、 住民が冷静 に

雇用 に係 るニー ズが 変化し ている状況 を踏まえ 、三期プラ ンではどのよ
次に、 中小企業対 策です。

対応し たこ とな どが 挙げら れております 。そうした 防災意識の 高さが、

と 市町村長と の間に緊急時 のホットラ インがで きていたこ と、そのため 、

現在、 中小 企業 施策 の方向性 を定める「指 針」の見直 しが進めら れて

人 的被 害を防 いだ 大き な要因で あることは 間違いありま せんが、私 は、

う な観点で雇 用対策を講じ るのか、知 事の考え をお聞かせ ください。

お りま す。特 に重 視す る視点の 一つとして 、「小規模企 業者の振興 」が

農 地に は洪 水調整 機能 がありま す。仮に、 都市部で同じ ような大雨 が

もう一つ 大きな要因 として、農 地の役割が 大きかった と思います。

済 に波 及効 果の大 きい 、成長 可能性の高 い企業に支援 を重点化す る方針

降り、 河川が氾濫 したとする と、建物や 土木施設の被 害はさらに 大きく、

挙げ られ ており ます 。こ れまでの中小 企業施策 は、中核企 業など地域 経
であ った よう に思 います が、小規 模企業者へ の支援強化 を重視する こと

人的 被害 もゼロ では なかっ たかもしれ ません。昨年 の大雨で農 家は大き

な 打撃 を受け まし たが 、そのお かげでその 他の被害が 緩和された と私は

とした背 景や意図に ついて、知事 の考えをお 聞かせくだ さい。
次に 、第四次産 業革命への 対応につい てです。
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思っ てお ります 。農 地には 、洪水調整 機能のほ かにも、水源の 涵養や自

マ であ り、平 成三 十年 度当初予 算でも、園 芸メガ団地 の整備など の取り

複合 型生 産構造 への 転換は 、三期プラ ンにおい ても引き続き主 要なテー

本 県の 園芸 は、 生産 ロットが小 さく、「定 時・定量出 荷」という 市場

然 環境 の保全 、良 好な 景観の形 成など多面 的機能があ り、我々の 生活に
た 多面 的機 能を 守る ことであ り、その恩 恵は地域社 会全体に及 びます。

の ニー ズに応 え切 れな かったこ とが長年の課 題でありま した。園芸 メガ

組みを さらに進め ることとして おります。

農 家は 、営農 を通 じて 、農地を 適切に維持・ 管理する役 割を担って いま

団地 の整 備は、 県内 各地に 一億円規模 の産地を 創出し、こ うした課題に

様々 な恵 みをも たら して くれます 。農地を維持 していくこ とは、こう し

す。農業 政策を考え る上で、こ うした視点 を忘れてはな りません。

とのないよう、農地・農業は「守る」対象として認識される傾向が強

レー ズを 用い るよう にな りました 。かつては 、多面的機 能が失われる こ

集 積や 法人化 によ り営 農の効率 化を図って はいるもの の、大規模経 営に

農村 部にお ける 人口 減少が 労働力不足に 拍車をかけ ております 。農地の

不足の 問題です。 もともと園 芸作物は、米 に比べ生産 に手間がか かる上、

対 応し ようと する もの ですが 、新たな課題 も出てきて おります。 労働力

か った ように 思い ます が、農家 が持続的な 農業経営を 行い、農地を 守っ

おける 労働力不足は 深刻であり ます。

知 事は 、二期 プラ ンか ら、農業 政策に係る戦 略に「攻め の」という フ

てい くた めには 、成 長産 業化による収 益構造の 改善、競争 力の強化が 必

取り 組み いか んに よっ て成否が分 かれる重要 な課題であ ります。農 業に

複 合型生産構 造への転換 をさらに進め る上で、労 働力不足へ の対応は 、

は最 大の 防御 」で もあ ります。農 地を守って いくために 、農家が積 極果

おけ る労 働力不 足の 問題に どのように 対処されるの か、知事の 考えをお

要 であ ると いう考 え方 にシフ トしたもの と受けとめて おります。 「攻撃
敢に 攻め の経営 にチ ャレン ジできる環 境を整えてい く施策は、 もちろん

人・もの交流 拡大戦略」 につい

聞か せください 。
て 伺います。

次に 、戦 略四「 秋田 の魅力 が際立つ

必 要で す。た だ、 農業 はやはり 他の産業と 完全に同一 視すること はでき
ない と思 います 。農 地の 多面的機 能は、あまね く県土全体 で発揮され る
必 要が あり 、中 山間地 域など 、効率性や 競争原理だ けでは農地 維持でき

知事 は、観光を 人口減少下で 地域の発展 を支える戦 略産業と位 置づけ、

平成 二十 四年度 には 観光文 化スポーツ 部を新た に設置しま した。国民文

ない 条件不利地 域があるのが 現実であり ます。
農業 分野に おい ても 、「攻め 」と「守り 」のバラン スのとれた 取り組

光地点 等入 り込 み客 数、延 べ宿泊者数と も、平成二 十六年以降 は減少傾

化 祭や モーグ ル・ ワー ルドカ ップの開催な ど大型イベ ントを誘致 し、本

本県の 平成 二十 七年 の農業産 出額は、対前 年比九・四 ％増の一千 六百

向 にあ ります 。組 織体 制を整え 、多額のコ ストをかけて 大型イベン トの

み が必 要と思 いま すが 、農業 政策に関する 基本的なス タンスにつ いて、

十 二億 円で、 全国 トッ プの伸び 率でした。 また、平成二 十八年にあ って

誘致 を進 めた成 果と して 、その後の観 光客数の 増加につな がっていな い

県の 魅力 を内 外にア ピー ルしまし たが、肝心 の観光客数に 関しては、 観

も、 東北 トップ 、全 国で も上位となる など、二 年連続で高 い伸びを示 し

の は残 念で すが、 総合 戦略産 業としての 観光の振興に 係る取り組 みの成

知事の 考えをお聞 きいたしま す。

ま した 。こ れは、 裏を 返せば 、まだ伸び しろがあると いうことで す。平

果と課 題について 、知事の考 えをお聞か せください。

し てお ります 。本 県の 平成二十 八年の外国 人延べ宿泊 者数は、約 六万七

観光 客数全 体が 減少 傾向をた どっている 一方で、外国 人旅行者は 増加

成二 十六 年産 米の 価格が 大きく下 落した反動 の影響があ るものの、 米以
外の 品目 の産出 額も 増加し ており、米 偏重の生産構 造からの脱 却に向け
た取 り組みの効 果が、よう やく数値と して現れてき たと感じて おります 。
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当 然の ことで あり ます 。ただ 、外国人宿泊 者数が順調 に伸びてき ている

内の 市場 が縮小 する 中にあ って、外国 人旅行者 の取り込み を目指すのは

に は二 十万人 とす る新 たな目標 を設定してお ります。人 口減少によ り国

期 プラ ンで は、 同年 の目標を 十五万人に 引き上げ、 さらに平成 三十三年

一年 にお ける外 国人 延べ 宿泊者数 の目標を十万 人としてい ましたが、 三

て おり ます。 二年 前に 策定した 「あきた未 来総合戦略 」では、平 成三十

スを 行っ てき ており 、公 費投入に 見合った効 果をどのよ うに地域経済 に

も 、海 外出張 の際 には 、たび たびクルーズ 船会社を訪 問しトップ セール

てい るほ か、現 在、 クルー ズターミナ ルの整備 も行ってお ります。知事

は 、初 寄港時 の花 火の 打ち上げ や竿燈の演技 披露などの 歓迎行事を 行っ

め の取 り組 みが 必要 ではない でしょうか 。外航クル ーズ船の受 け入れに

大き くは ないと 言わ れて おります が、県内での 消費を少し でも増やす た

か ねて から、 県内 での 宿泊を伴わな いクルー ズ船旅行客 の経済効果 は

ます。

とい って も、 平成二 十八 年におけ る宿泊者数 全体に占め る外国人宿泊 者

波及 させて いこ うと 考えて おられるのか 、知事の考 えをお聞か せくださ

千人 で、 前年か らは 一二％ 増、五年前 と比較す ると二・五倍近 くになっ

数の割合 は、二％足ら ずに過ぎま せん。

更新 しま した。 また 、最近 は、三大都 市圏よりも地 方における 外国人宿

人に 達し 、そ の消 費額 は四兆四千 百六十一億 円と、こち らも過去最 高を

さ れた 二〇 一七年 の訪 日外国 人旅行者は 、過去最多の 二千八百六 十九万

の訪 日外 国人旅 行者 を四 千万人とする 目標を掲 げておりま す。先月発 表

り の、 私ども では 考え られない 対応をして おりました 。我が県で も、他

媛の 四県 が共通 の取 り組み を展開し、 しかも、きめ 細かな至れ り尽くせ

いて お話 を伺 いま した が、山陰か ら四国に至 る、鳥取、 島根、広島 、愛

に 行っ てま いりま した 。クル ーズ船の誘 致を含むイン バウンド施 策につ

一月 の下旬 に、 観光 産業振 興議員連盟の 十七名で山 陰地方の視 察調査

い。

泊 者数 の増加 率が 高い とのこと であります 。目標値の 引き上げに は敬意

県と 新た に目に 見え る協 働の取り 組みを展開す る必要性を 強く感じた 次

政 府は 、東京 オリ ンピッ ク・パラリ ンピック が開催され る二〇二〇年

を表 しま すが、 さら に貪 欲にイン バウンド需要 を取り込む ことはでき な

第 であります 。
略」につ いて伺いま す。

次に、戦略五「誰もが元気で活躍できる健康長寿・地域共生社会戦

い でし ょう か。 インバ ウンド 誘客に係る 市場環境に ついての認 識と、三
期 プラ ンにお ける 取り 組み方針 について、知 事の考えを お聞きいた しま
す。
昨年 、本 県に 寄港し たクル ーズ船は、 内航・外航 合わせて延べ 二十五

条例を 制定 する 考え なども 示されており 、愛煙家と しては、い ささか肩

大き な目 標と して掲 げる ことを明 らかにしま した。受動喫 煙防止に向 け

知 事は 、一昨 年の 十二 月議会で 、「健康寿命 日本一」を 県政におけ る

隻と過 去最 高に なり 、今年 も同程度の寄 港が見込ま れていると のことで

身 の狭 い思い もし てお りますが 、県民の健 康を願う気持 ちは私も一 緒で

交 流拡大戦略 についてもう 一点、クル ーズ船の誘 致について 伺います。

す 。先 般、秋 田大 学と 国際教養 大学の学生 が、クルーズ 船で本県を 訪れ

あり ます 。建物 内の 区分 で、しっかり と受動喫 煙を防止す る方法があ る

三期 プラ ンで は、 健康寿命 延伸の具体 的な目標に ついて、平 成二十五

た外 国人 旅行者 にア ンケ ート調査を行 ったとの 記事が新聞 に掲載され ま
だっ たと いう こと です。 先ほど、 昨年の訪日 外国人旅行 者数を二千 八百

年に おい て健康 寿命 日本一 だった山梨 県と同じ、男 性七十二・ 五歳、女

と 思いますの で、検討 をお願いしたい と思いま す。

六十 九万 人、そ の消 費額を 四兆四千百 六十一億円と 申し上げま した。単

性七 十五・七歳 を、平成三 十三年の目 標として設定 しています 。しかし 、

し たが 、そ れによ ると 、滞在 時の消費額 は、一人当た り平均一万 一千円

純 計算 すると 、訪 日外 国人一人 当たり消費 額は、約十 五万四千円 となり
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物 足り なかっ たよ うで す。本県 における減塩 の取り組み は、脳卒中 予防

で すが 、塩 分控 え目 の健康的 な食事は、 塩辛い味つ けになれた 県民には

の報 道が ありま した 。開 店当初は 話題性も手伝 ってにぎわ っていたよ う

先 日、 「なか いち 」の あきたタニタ 食堂が三 月いっぱい で閉店する と

経営 の維 持が困 難に なり、 将来的に診 療所の減 少が予想さ れるのだとす

要 不可 欠であ り、 仮に 、後継者 の不在や地域 における人 口の減少に より

活 に密 着し た一 次医 療を提供 する診療所 は、在宅医 療を推進す る上で必

重要 であ り、そ の役 割を 主に担っ ているのが診 療所であり ます。日常 生

提 供す る地域 包括 ケア システム において、 かかりつけ 医の役割は 非常に

ネッ トワ ークに より 、医療 、介護、生 活支援等 のサービスを切 れ目なく

を目 指し て昭和 四十 年代か ら続けられ ており、 一人一日当 たりの塩分摂

れ ば、 早いう ちに 対策 を講ず るべきと思い ますが、一 次医療の現 状と将

道のりは 険しいと感 じざるを得ま せん。

取 量は 減少傾 向に はあ るよう ですが、タニ タ食堂の苦 戦を見るに つけ、

来見 通し につ いて、 どの ような認 識を持ち、 維持・充実 に向けどのよ う

次に 、戦略 六「 ふる さとの 未来を拓く人 づくり戦略 」について 伺いま

い。

な取 り組み を行 おう とされ ているのか、 知事のお考 えをお聞か せくださ

生活習 慣を変える ことは容易 ではないこと を痛感させ られます。
食生 活でも 、運 動習 慣でも、 県民の意識を 変えること は容易なこ とで
は あり ません 。長 年取 り組んで きた減塩で さえ、いま だ満足できる 水準
には 至っ ており ませ ん。 行政が旗を振 るだけで は、健康寿 命日本一へ の

なり ませ ん。健 康寿 命日本 一に向け、 関係するそれ ぞれの主体 にどのよ

ミ、 ＮＰ Ｏな どが 総ぐ るみで、県 民の意識、 行動を変え ていかなけ れば

は 、ふ るさと への 愛着 、家庭観 に影響され ます。苦労 をいとわな い勤勉

力と なる もので あり ます。 秋田への定 着回帰や結婚 ・出産に対 する意識

三期 プラ ンに 掲げ る各戦 略を推進して いく上で、 人づくりは その原動

す。

う な役 割を期 待し 、県 民運動と して展開し ていこうと されるのか 、具体

さや 探究 心、豊 かな 発想 力は、全 ての産業分野 において必 要とされる 資

道 筋は 見え てきま せん 。医療 関係者はも ちろん、教育 、産業界、 マスコ

的な取 り組みにつ いて知事のお 考えをお聞 かせくださ い。

質 であ りま す。 他人へ の思い やりや異文 化を受け入 れる寛容さ 、外国語

ます 。そ して、 心身 ともに 健康で、元 気に暮ら していくた めの生活習慣

次 に、医療提 供体制の整 備について 伺います。
修学 資金 貸付制 度な どによ る医師確保 の取り組 みを進めて いますが、依

を 身に つけさ せる こと も、人 づくりの一つ であると思 います。そ して、

コ ミュ ニケー ショ ン能 力は、国 内外との交流 の拡大を支 える環境を 整え

然 とし て人口 十万 人当 たりの 医師数は全国 平均を下回 っているほ か、地

人づ くり にお いて、 教育 の果たす 役割は極め て重要なこと は論をまた な

本県 の医療提供 体制について は、医師不 足という根 本的な課題 があり、

域偏 在の 問題 も解消 され ておりま せん。この ように、現状 においてさ え

いと思います 。

秋 田の 子供の 学力 の高さ は、もはや 全国的な 評価が定着して おり、大

医療提 供体 制が 十分 でない ところ、昨年 、県医師会 が県内の診 療所を対
象 に行 ったア ンケ ート 調査によ れば、回答 のあった三百 七十七診療 所の

変誇 らし い思い です が、 学力とともに 、ふるさ とに貢献す る意欲と能 力

の大 前提 は、 子供 たちの 意思を尊 重し、将来 の希望を自 らの力でか なえ

半分 以上 は、院 長が 六十 代以上で、そ のうち後 継者のめど が立ってい る
高齢 化が 進行 し、 一人暮ら しの高齢者 や高齢者の みの世帯が 増加して

る手 助け をする こと だと思 いますので 、決して押し つけや無理 強いをす

の ある 人材 を育て るこ とが重 要になって きております 。もちろん 、教育

いる 中で 、県で は、 高齢者 等が住みな れた地域で安 全・安心に 暮らせる

る こと はでき ませ んが 、自分が 地域から必 要とされ、 地域の中に 活躍の

診 療所は、四 分の一に とどまっている とのこと であります 。

よ う、 地域包 括ケ アシ ステムの 構築を進め ております 。多職種の 連携、
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場が ある ことに 気づ かせ、 導くことも 教育の重 要な役割だと思 います。
教 育は 、学校 、家 庭、 地域がそ れぞれ連携 して行うべ きものであ ります
が、 地域 教育力 の低 下と いう課題 の中で、学力 向上のみな らず、望ま し
い 価値 観の 形成 など について も学校教育 への期待が 高まってい るのが現
実であります。子供たちは将来の原動力です。秋田の宝です。三期プ
ラン の各 戦略を 踏ま え、そ の推進のた めに学校 教育におい てどのような
取 り組 みを行 おう とし ている のか、教育長 の考えをお 聞かせくだ さい。
少し 抽象 的な 質問に なって しまいまし たので、具 体的な取り 組みにつ
いて一点 、高校生の県 内就職率に ついて伺い ます。
高 校生 の県内 就職 率につ いては、一 期プラン と二期プラ ンでも数値目

た。（拍 手）
●議 長（鶴田有司 議員）

県 当局の答弁 を求めま す。

おはよ うございま す。佐藤雄 孝質問の代 表質問に

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】
● 知事 （佐 竹敬久 君）
お答 え申し上げ ます。

まず 、第三 期ふ るさ と秋田元 気創造プラ ンについて 、これまで の取り

組 みと成果等 についてでご ざいます。

私は 、知 事就 任以来 、ふる さと秋田元 気創造プラ ンに基づき 、時代の

潮流 や社会 経済 情勢 の変化 を見きわめな がら、人口 減少や産業 振興など

本 県の 抱える 基本 問題 を解決し 、確かな成 長軌道に乗 せるため、ス ピー

ま すが 、十分 な県 内求 人がある 状況におい ても、高校 生の県内就 職率は

でし た。 三期プ ラン では、 二期プラン と同様に七四 ％を目標と しており

実績 は、 平成 二十 五年 度が六一・ 五％、直近 の平成二十 八年度が六 五％

〇 ％、 二期 プラン の目 標値は 、平成二十 九年度に七四 ％でありま した。

を入 れる ととも に、 県内 企業の育 成にも力を入 れ、徐々に ではありま す

関 連企 業など 、今 後の 産業の中 核となると される分野 の企業の誘 致に力

るほ か、 世界的 に技 術革新 が進む中で 、航空機や自 動車、情報 サービス

三年 連続 で全 国一 位と なり、メン テナンス等 の関連産業 も育ってき てい

こ れま での 取り組 みに より、産 業分野では 、風力発電の 年間導入量 が

ド感を 持って全力で 取り組んで きたところ であります 。

向上 して おりま せん 。そ の要因を どのように分 析し、三期 プランにお い

が 産業基盤が 強化され つつあると 考えておりま す。また、 農業分野で は、

標が 設定 されて おり ます 。一期プラン の目標値 は、平成二 十五年度に 七

て どの よう な取 り組み を進め ていくのか 、教育長の 考えをお聞 かせくだ

園 芸メ ガ団地 等の 整備 により出 荷量日本一と なった「え だまめ」や 、そ

れに 続き 日本一 を目 指す「 しいたけ」 など戦略 作物の生産 が拡大してき

さい 。
最後 に、地 上配 備型 迎撃ミサ イルシステ ム「イージ ス・アショ ア」に

に示 され ており ませ んが 、マスコミ報 道等では 秋田市も配 備候補地に 挙

配 備に 係る調 査費 等が 計上され ております 。配備場所に ついては具 体的

おいて も避 けて 通れ ない課 題であります 。国の二〇 一八年度予 算には、

緊迫 する 北東 アジア 情勢、 特に北朝鮮 の核ミサイ ル問題は、我 が国に

イ ンバウンド を含む交 流人口の拡大が 図られて きておりま す。このほ か、

あり、台 湾とのチャ ーター便や クルーズ船 の就航数が 大きく伸びて おり、

ほ か、 秋田犬 に代 表さ れる本県 の多様なコ ンテンツの認 知度の高ま りも

セール スや イメ ージ 戦略が 功を奏し、大 規模イベン トの誘致を 実現した

成長 産業 化が 進展し つつ あります 。観光分野 では、海外も 含めたトッ プ

て おり 、農業 産出 額の 伸びが 二年連続で全 国トップク ラスとなる など、

げ られ てお ります 。政 府は、 配備先決定 については、 地元首長の 理解と

県民 生活 や本 県経 済を支 える高速 道路ネット ワークにつ いては、全 区間

つ いて伺いま す。

協力 が必 須だ と言 ってお ります。 今後、知事 はどのよう な立ち位置 で行

での 事業 化が決 定さ れたほ か、来月に は「鷹巣大館 道路」のう ち「大館

能 代空 港イン ター チェ ンジ」と 「鷹巣イン ターチェン ジ間」が開 通する

動と対応 をしていく のか、お考え をお聞かせ ください。
以 上で 質問を 終わ らせて いただきま す。御清 聴ありがと うございま し
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など、着 実に整備が 進んでおりま す。
こ のよ うに、 様々 な分 野で幅広く成 果が上が ってきてい るところで あ

ずは移住 促進でござ います。

こ の分 野にお ける 県と 市町村の役割 分担につ いては、原 則として、 県

町 村に おいて は、 移住 者誘致の ためのより具 体的な暮ら し情報の発 信や

は、 県全 体の移 住情 報の 発信や就 業確保支援な ど、移住者 の受け入れ に

な お、 成果が 実感 できな いとの御意 見もあります が、例えば 、園芸メ

移住 後の 定着に 向け たきめ 細かな支援 を行うな ど、個別の ケースごとに

ります が、これら を土台としつ つ、一層取 り組みを強 化すること により、

ガ団 地の 整備な ど、 取り組 みの成果が 目に見え る形で実感 できるものが

適 切な分担を 図りながら協 力・連携し 、対応し ているとこ ろであります 。

当 たっ ての 基本 的な 取り組み を担ってお り、実際の 受け入れ先 である市

あ る一 方、誘 致企 業の ように 、業務が本格 稼働し、雇 用の拡大が 図られ

市町 村に おけ る具体 な支援 としては、 体験交流や 住宅整備、 起業支援

さ らなる成果 を積み上 げてまいり ます。

て初 めて 成果 を実感 でき るものも あると考え ております 。また、県の 取

て 、従 来の 発想に とら われず 、長期的な 視点に立ち、 移住者と信 頼関係

など 多様な 分野 があ ります が、産業構造 や地理的状 況、さらに は政策へ

一 方で 、出 生数や 若者 を中心と した県内定 着・回帰など 人口減少対 策

を構 築で きる 人材 の育 成が重要で あると考え ており、移 住担当職員 や地

り組 みが県 民に 伝わ ってい ないという御 指摘もある ことから、 わかりや

につ いて は、 施策 の効 果があらわ れるまでに 一定の時間 を要するこ とも

域で 移住 者を支 援す る人材 のスキルア ップに資する 研修会など 、地域住

の 重点 の置き 方な どに より、各 市町村の取 り組みには 幾分、差異が ある

あり 、現 時点で は十 分に成 果が上がっ ているとは言 えない状況 にありま

民 も含 めた市 町村 全体 の底上げ を図りなが ら、県、市 町村及び移 住関係

す い形 で情報 提供 して いくこと が大切であ り、今後も 、様々な媒体 を活

す 。こ うした 分野 につ いては、 県議会や総 合政策審議 会などにお ける意

団体 で構 成する 協議 会を 通じ、市 町村と連携し てさらなる 移住促進に 取

こと は否 めない のが 現状 であります。 このため 県では、移 住促進につ い

見を 踏ま えつつ 、こ れま での取り 組みをしっか りと検証す るとともに 、

り 組み、「秋 田への人 の流れづく り」を進めて まいります 。

用し、 県民の皆様へ の周知に努 めてまいり ます。

そ の要 因を 分析 しなが ら、三 期プランの 策定作業を 進めてきた ところで

ステ ムの 構築な ど、 あら ゆる政策を総 動員し、 オール秋田 で取り組ん で

な 人口 減少対 策と 併せ 、県民が 安全・安心 に暮らすこと のできる社 会シ

産業振 興に よる 仕事 づくり や移住・定住 対策、子育 て支援策な ど直接的

向き合 い、その克 服に向け全 力で取り組ん でまいりま す。そのた めには、

考 えて おり、 三期 プラ ンでは 、人口減少に 伴う様々な 課題に真正 面から

県政 課題が 山積 する 中、人口 減少の克服 が県政の最 重要課題で あると

専 門人 材を 育成す るた めの教 育に重点を 置くとともに 、県内企業 とタイ

産業 、次 世代向 けの 農業 など、県経済 の将来を 牽引する産 業分野を担 う

機 など の輸送 機産 業を はじめ、 人工知能や 関連技術を融 合させた新 たな

として おり ます 。秋 田県立 大学では、世 界的な技術 革新が進む 中、航空

育成 する とと もに、 その 人材を地 域社会に輩 出することを 基本的な理 念

に マッ チした 教育 ・研 究プロ グラムを実施 し、次代を 担う優れた 人材を

公立 大学は 、設 置者 である県 の政策を反 映しつつ、 県内産業の ニーズ

次に 、県が設置 する大学の卒 業生の県内 定着につい てでありま す。

い くこ とが 重要で あり ます。 私がその先 頭に立って、 県民の皆様 ととも

アッ プし た先 端的 な研究 活動に取 り組んでお ります。ま た、国際教 養大

あり ます。

に必 ずや 人口 減少 を克服 するとい う強い気概 を持ちなが ら、力強く 未来

学で は、 世界標 準の 語学運 用能力の修 得やグローバ ルビジネス に対応で

き る人 材育成 を図 りつ つ、県立 大との連携 による自然 科学系科目 を教育

を切り開 く秋田をつ くり上げてま いります。
次 に、 「秋田 の未 来につ ながるふる さと定着 回帰戦略」 について、 ま
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応援 サポ ーター との 交流を 通じた秋田 でのキャ リアプラン意識 の醸成な

支 援や 、「 あき た女 性活躍・ 両立支援セ ンター」の 設置など、 仕事と子

カリ キュ ラムに 組み 込む検 討や、大学 の教育資 源を活用し国際 的視野を

し かし なが ら、 国内 経済が持ち 直し、特に 首都圏等で 採用が拡大 する

育 ての 両立に 向け た取 り組みを 進めることに より、一人 でも多くの 女性

ど 、雇用の場の 創出や県内 回帰の取り 組みを進 めてまいります 。さらに 、

中 、両 大学の 卒業 生と も県外の 大手企業の就 職を選択す る事例が多 く見

が県 内に 定着で きる よう努 めてまいり ます。加 えて、女性 の定着につい

有 する 企業人 材を 育成 するなど 、県内産業 との関係性 を高める取 り組み

受け られ る現状 にあ り、県 としまして は、今後 、大学との 連携を強めつ

て は、 秋田市 など 市部 を中心 とする魅力あ るまちづく りという視 点も重

女性 が生 き生き と働 きや すい職場 環境を整備す るための事 業者に対す る

つ 、県 内産業 の即 戦力 となる 人材の輩出に 向けて、特 色ある教育 ・研究

要であ り、こうし た考え方も 今後の施策に 生かしてま いります。

を進め ております 。

に加 え、 地域 貢献活 動を 充実させ る大学の取 り組みを支 援してまいり ま

ま ず、 雇用対 策で ござい ますが、経 済回復基 調が継続し 、有効求人倍

次に、「社 会の変革へ果 敢に挑む産 業振興戦 略」につい てであります 。

ま た、 県内企 業を 就職先 の選択肢と する学生 を増やすた め、企業への

率が 高い 水準で 推移 する 中、県内企業 が人手不 足に対応す るためには 、

す。
個別 訪問 などを 通し て、 産学官がしっ かりと連 携し、企業 の魅力を知 る

くこ とが 喫緊の 課題 である と認識して おります。企 業が働き方 改革に取

働 き方 改革 に積極 的に 取り組 み、賃金な どの処遇や就 労環境の改 善、多

次に、自然 減の抑制 でございます。

り 組む ことは 、労 働生 産性の向 上に資する ほか、若者 や女性、高 齢者な

十 分な 機会 を提供 する ことに より、一人 でも多くの卒 業生が県内 に就職

出 生数 の推計 は、 合計 特殊出生率と その対象 となる年代 の女性人口 に

ど、 多様 な人材 が活 躍で きる雇用 の場の創出に もつながる ものであり ま

様な 働き 方の 導入 など 魅力ある職 場づくりを 進め、雇用 の質を高め てい

より 試算 するこ とが でき 、平成三 十三年の出生 数が六千人 となるため に

す。

できる ように努め てまいりま す。

は 、平 成二 十八 年に一 ・三九 であった合 計特殊出生 率を一・五 四まで上

五 四と いう目 標値 は、 全国の 約半数の県で 実現してお り、決して 過大な

現在 と比 べ約一 万人 の減少 にとどめる ことが必 要でありま す。この一・

し、 賃金 引き 上げな どの 処遇改善 を実現して いる事例も出 てきており ま

い る事 例や、 生産 現場 におけ る改善活動の 徹底により 、労働時間 を縮減

仕事 と家 庭の両 立を 支援す ることで、 希望どお りの採用者 数を確保して

県内 中小企業の 中には、育児 ・介護など 多様な休暇 制度の創設 により、

数値 では ない ものと 考え ておりま すが、一方 で、本県では 、二十歳前 後

す。こ うし た状 況を 踏まえ 、三期プラン においては 、働き方改 革の促進

昇 させ 、かつ 十五 歳か ら四十九 歳までの女性 人口を約十 五万五千人 と、

の若者 の多 くが 県外 に流出 しており、特 に女性の減 少幅が大き いことか

じ 、働 き方 改革の 意義 等の普 及啓発に取 り組んでまい ります。ま た、セ

に 力を 入れる こと にし ており、 地域振興局 等に「働き方 改革推進員 」を

こ のた め、 女性の 感性 が生かせ るソフト産 業分野の振興 につながる 情

ミナ ーの 開催 や専 門家に よる支援 などにより 、働き方改 革に向けた 企業

ら 、ま ずは若 年女 性の 県内定着 を図ること が重要である と考えてお りま

報関 連産 業の 競争 力の強 化を進め ているほか 、新たに、 サービス業 など

の取 り組 みを後 押し すると ともに、こ うした事例の 周知を図る ことによ

配置 し、 国、商 工団 体等 関係機関と連 携しなが ら、個別の 企業訪問を 通

様々な分 野で女性や 若手起業家に よる事業拡 大に対する 集中的な支 援や、

り、 働き方改革 を促進して まいります 。

す。

創 業支 援資金 の優 遇枠 の創設を 行うととも に、就職活 動前の女子 学生と
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三期 プラン の策 定や 中小企業 振興条例の 指針の見直 しを進める 中で、

てお り、本県の 経済雇用にと って大きな 損失である と認識して おります。

ま って 、平 成二 十五 年からの 五年間で、 約五％に当 たる二千社 が減少し

伴い 、県 内マー ケッ トが 縮小する 中、経営者の 高齢化と後 継者不足が 相

県 内企 業の約 九割 を占 める小規模企 業者は、 少子高齢化 と人口減少 に

次に、中小 企業対策 でございます。

中 的に 実施す る新 たな 組織を 、産業労働部 内に設置す ることにし ており

立す るほ か、先 進技 術の普 及・導入促 進やＩＣ Ｔ人材の確 保・育成を集

る 県内 企業や 大学 、自 治体等を 構成メンバー とする団体 を今年度中 に設

た 、そ の推 進母 体と して、医 療や農業、 建設業を含 む幅広い分 野におけ

スの 創出 に向け た支 援に 強力に取 り組んでいく ことにして おります。 ま

先 導的 な研究 開発 の推 進、生産 性や付加価 値の向上、 新製品・新 サービ

づけ 、広 範な産 業分 野にわ たり、Ｉｏ ＴやＡＩ 等先進技術の導 入促進と

第四次産業革命のイノベーションは、予測困難なスピードと経路で

中 小企 業や商 工団 体等 からも 、小規模企業 者が厳しい 経営環境に あり、
地域 に密着 し、 住民 生活に 欠かせない存 在として、 多様な形で 地域に貢

進 んで いくこ とか ら、 対応がお くれたり、 大胆な変革 をちゅうちょ する

ます。

献しているものの、資金や人材といった経営資源をはじめ、商圏や商

こと ない よう、 最新 情報 の収集に努め 、あらゆ る分野にお いて新たな ビ

多くの 課題を抱え ているとの 意見が示され ております 。小規模企 業者は、

品・ サー ビスも 限定 的で あり、経済や 社会環境 の変化の影 響を受けや す

ジ ネスモデル を模索し ながら施策を展 開してま いります。

次に 、「 新時 代を 勝ち抜 く攻めの農林 水産戦略」 について、 まずは農

い こと から 、県と して 一定の 支援が必要 であると考え たところで ありま
す。

ア ップ までサ ポー トす ることに しております 。県としま しては、こ うし

事業が遂行されるよう、商工団体等が計画段階から実施後のフォロー

や、 事業 拡充に 向け た取 り組みに 補助すること とし、効果 的かつ円滑 に

規 模企 業者の 振興 」を 掲げ、小 規模企業者 のＩＣＴを 活用した経 営革新

ラン にお いては 、複 合型生 産構造への 転換を更 に加速する とともに、先

図ることが重要であると考えております。こうした観点から、三期プ

基 盤の 整備 を着 実に進 め、農 業生産を拡 大しながら 、農家所得 の向上を

る中 、本 県農業 が持 続的 に発展し ていくために は、担い手 の確保と生 産

米 政策 の見直 し等 によ り産地間競争 が激化し 、労働力不 足も顕在化 す

業政策に 関する基本 的なスタンス でございま す。

た取 り組 みも含 め、 各支援 機関と連携 しつつ、 地域経済の 好循環を生み

端 技術 の活用 によ り、 生産効 率に優れた農 業経営の確 立を図るな ど、本

こう したこ とか ら、 新たな指 針では、重 視する視点の 一つとして 「小

出 せるよう、 新たなビジネ ス展開への 挑戦を後 押ししてま いります。

県農 業の 成長 産業化 に向 けた対策 を集中的か つ機動的に実 施すること に

一 方、 農業は 、水 源の涵 養や環境保 全などの 多面的機能を有 し、地域

次に、 第四次産業 革命への対 応でございま す。
き な可 能性を 有し てお り、対応 のおくれが 本県経済の地 盤沈下を招 きか

社会 を支 える重 要な 役割 も担っている ことから 、国は、急 傾斜地が多 い

しております 。

ねな い一 方、最 新の イノ ベーションを 取り込む ことで新た な製品・サ ー

などの条件不利地域を対象に、中山間地域直接支払い等の、いわゆる

第四次 産業 革命 の進 展は、産 業構造や就業 構造を劇的 に変革させ る大

ビ スの 創出 が期待 され ること から、積極 的に推進して いく必要が あるも

「守 り」 の対 策を 実施し ており、 県でもこれ らの制度を 積極的に活 用し
して いるところ であります 。

なが ら、 農地等 の地 域資源 の維持や営 農の継続に向 けた取り組 みを支援

のと認 識しており ます。
こうしたことから、三期プランでは、第四次産業革命のイノベー
シ ョン による 社会 ・産 業の環境 変化への対 応を重要な 視点の一つ と位置

- 47 -

しか しなが ら、 農業 を取り巻 く情勢が厳 しさを増す 中、私は、園 芸メ

や制 度の あり方 を検 討して いるところ であり、 来年には、県域 の新たな

指していくことが重要であると考えております。このため、県独自の

守り 一辺 倒では なく 、一 定の農業 所得を確保し 、営農の継 続・発展を 目

技 術の 導入に より 、限 られた労 働力を有効に 活用し、効 率的で安定 的な

管 理の 徹底 や、 ＩＣ Ｔを活用 した自動か ん水や温度 制御等によ る省力化

県と しま しては 、こ うした 外部からの 労働力の確保 対策に加え 、労務

サ ポート体制を 構築したい と考えてお ります。

「 元気 な中山 間農 業応 援事業」 を推進し、冷 涼な気候を 生かした鳥 海の

大規 模経 営の確 立を 図るな ど、複合型 生産構造 への転換が さらに進むよ

ガ 団地のような 大規模で効 率的な営農 が難しい 条件不利地域に あっても 、

「リ ンド ウ」、 栗駒 山系の 清流で栽培 した東成 瀬の「仙人 米」など、地

う 取り組んで まいります。

人・も の交流拡大 戦略」につ いて、ま

ずは観光 振興に係るこ れまでの取 り組みと成 果について であります。

次に 、「 秋田 の魅力 が際立 つ

域 の特 色を生 かし た付 加価値 の高い特産品 の生産・販 売や、農家 レスト
ラン 、農 泊と いった 多様 なアグリ ビジネスの 展開を支援 してきたとこ ろ
でありま す。

けた 事前 合宿 の誘 致な ど、文化や スポーツ分 野も含めた 幅広い視点 から

本 県で は、こ れま で、統 一的なイメ ージの発 信や、国内 外での集中的

次に、 農業におけ る労働力の 不足でござ います。

交流 人口 の拡大 を図 ってま いりました 。こうした取 り組みの結 果、国内

今 後と も、「 攻め 」と「 守り」の双 方の視点 を大切にし ながら、農地

産業 全般に わた り人 手不足が 深刻化して いる中で、農 業において も、

はもとより、海外においても、秋田犬をはじめとした「秋田オリジナ

な観 光プ ロモー ショ ンな どに加え、秋 田の祭り や伝統文化 を一堂に集 め

常時 雇用はもと より、農繁 期の臨時雇 用でさえ 確保が厳しい状 況であり 、

ル」のコンテンツや、特色ある食文化と多彩な伝統芸能、たざわ湖ス

等の 適切 な維持 管理 と、 農業所得の確 保に向け た農業者の 主体的な取 り

特に 、園 芸メガ 団地 等の 大規模な 経営体では、 これまでの ように地縁 ・

キ ー場 を中 心と したス ノーリ ゾートなど 、本県独自 の魅力が徐 々に浸透

た 「新 ・秋 田の行 事」 の開催 、東京オリ ンピック・パ ラリンピッ クに向

血 縁だ けで は賄 い切れ ず、多 様な労働力 の確保が喫 緊の課題と なってお

し てき でおり 、と りわ けインバ ウンド誘客に おいては、 顕著な成果 を上

組 みを、しっ かりと後 押ししてまいり ます。

りま す。

き た 白 神 が 紹 介 所 を 開 設 し 、 さ ら に 二 つ の Ｊ Ａ が 準 備 を 進 め る な ど、

を支援 して まい りま した。 その結果、昨 年十二月、 県内で初め てＪＡあ

ＪＡ が主 体的 に労働 力を あっせん ・調整する 「無料職業紹 介所」の設 置

活 用し 、まず は地 域内 で労働 力不足の解消 に努めるこ とが基本と 考え、

秋田ならではの魅力が際立つコンテンツのさらなる充実と、観光客の

プラ ンでは、旅 の目的地と して国内外の 観光客から 本県が選ば れるよう 、

の開業 の影 響な ども あって 減少傾向が続 いておりま す。このた め、三期

や国 民文 化祭 等によ り一 時的に増 加したもの の、近年は、 新たな新幹 線

一 方、 本県の 延べ 宿泊 者数は、 秋田デスティ ネーション キャンペー ン

げつつあ ります。

徐々に広 がりを見せ ており、早 期に全県展 開が図られ るよう、引き 続き、

ニ ーズ に対 応した 満足 度の高 い受け入れ 環境の整備を 進め、誘客 の持続

この ため、 県で は、 高齢者を 含め地域に 潜在するマ ンパワーを フルに

Ｊ Ａ中央会と ともに推 進してまいりま す。

観光 産業は 、観 光施 設や宿泊 施設といっ た観光事業者 のみならず 、農

的な拡 大を図って いくことに しておりま す。

での 調整 や外国 人技 能実習 生の受け入 れ等の可能性 を探るため 、関係団

林 水産 業や食 品製 造業 などの事 業者のほか 、文化・ス ポーツなど 異なる

また 、地 域内 で労 働力の確 保が困難な 場合を想定 し、広域的 なエリア
体 によ る「農 業労 働力 緊急確保 対策協議会 」を設立し 、先進事例 の調査
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分野 の関 係者が 幅広 く参画 する裾野の 広い産業 であり、こうし た方々が

クルーズ船 は、一度 に数百人から数 千人規模 の観光客を 運ぶことか ら、

昨 年の 本県に おけ る外国 人宿泊者数 は、十一月ま での速報値 で九万一

次 に、インバ ウンド誘客 への取り組 みでござ います。

り、 関係 する市 や経 済・観 光などの各 団体で構 成する「あ きたクルーズ

い こと が課題 とな って おります 。このため、 昨年三月に 県が事務局 とな

男 鹿方 面に 偏っ てお り、寄港 による経済 効果が広く 県内に波及 していな

寄 港地 のにぎ わい 創出 や消費活 動を生み出 すことが期 待されます が、こ

千八 百九 十人と 、前 年同期 に比べ約一 ・五倍に 増加してお り、「あきた

振 興協 議会」 を立 ち上 げ、全 県域への誘客 へ向けた取 り組みや、 各地域

目 標を 共有し なが ら戦 略的に連 携し、観光 による地域 の活性化を 実現で

未 来総 合戦略 」に おい て、平 成三十一年の 目標値とし て掲げた十 万人を

での 消費 拡大 を図る ため の受け入 れ態勢の強 化などに、 官民一体で取 り

れま での 本県に おけ る状 況を見ま すと、クルー ズ船客の旅 行先が角館 や

二年 前倒 しで ほぼ達 成で きる見通 しとなって おります。 地域別では、 全

組んでい るところであ ります。

きるよ う努めてま いります。

体の 四割以 上を 占め る台湾 が約一・五倍 になってい るほか、新 たなマー

さ らに 、秋田 港で は、県 ・市・ＪＲ の三者が 連携し、今 年からクルー

クル ーズ 船と 列車 を組 み合わせた 先駆的な取 り組みが、 広域にわた る誘

ケ ッ ト と し て プ ロ モ ー シ ョ ン を 強 化 し た タ イ や 香 港 が 倍 増 し て お り、

このため、三期プランにおいては、まずは外国人観光客に「秋田に

客手 段と して非 常に 効果的 であるもの と期待してお ります。ま た、県内

ズ列車の本格運行を行うことにしており、列車を活用した県内周遊プ

行っ てみ たい」 と思 わせる ような、秋 田犬や秋田美 人などのコ ンテンツ

の 旅行 会社と 連携 し、 バスによ る県内周遊 プランとし て、大館市 の「秋

チャ ータ ー便等 によ る団 体旅行の増加 に加え、 個人旅行客 の大幅な拡 大

を 前面 に出し た体 験型 観光を推 進するとと もに、デジ タルマーケ ティン

田犬ふれあい体験」をはじめ、横手市増田の「蔵めぐり」、湯沢市の

ラ ンのほか、 函館港と 秋田港を列車で 結ぶ広域 プランを商 品化するな ど、

グの 手法 を取り 入れ なが ら、地域 特性やターゲ ットの動向 等に的確に 対

「 絵灯 籠ま つり 」など の商品 を開発して 、広く売り 込みを行っ ていると

が こうした状 況を支え ているものと考 えており ます。

応 した 誘客 対策 を展開 するこ とにしてお ります。加 えて、今後 の持続的

さら に、県 では 、小 樽港など と連携した 誘致活動も 展開してお り、引

ころ であります 。

入れ 環境 を提供 し、 リピー ターを増や していく ことが重要 となることか

き 続き 、三期 プラ ンに 掲げる 戦略的な施策 を進め、本 県へのさら なる寄

な 誘客 を図る ため には 、「また 秋田に来たい 」と思わせ る質の高い 受け
ら 、魅 力的な 宿泊 施設 の整備 や外国語表記 、二次アク セスの充実 など、

港増 加と 、よ り大型 のク ルーズ船 を誘致する ことにより、 多くの観光 客

が県内 各地 を訪 れる ことで 、県内経済が 一層活性化 するよう取 り組んで

旅の満 足度を高め るための取 り組みを併せ て進めてま いります。
また、 外国 人宿 泊者 数が年間 で十万人を超 える水準と なり、次の 目標
ぶ国 際航 空路線 を充 実さ せることが必 要である と考えてお ります。こ の

費 に加 え宿 泊費、 交通 費など も含まれて いるため、一 般的に陸上 での宿

なお 、観光 庁の 訪日 外国人 消費動向調査 における旅 行消費額は 、飲食

まい ります。

た め、 秋田 空港発 着の 国際チ ャーター便 の季節定期便 化や、新た な国際

泊を 伴わ ない クル ーズ船 の寄港地 における消 費額とは、 基準が異な るも

で ある 二十万 人を 実現 していく ためには、 海外と本県を ダイレクト に結

定期 路線 の就 航な どを目 指すとと もに、国内 主要空港を 経由した誘 客拡

のであり ます。

次 に、 「誰も が元 気で活 躍できる健 康長寿・ 地域共生社 会戦略」に つ

大に向け 、ＬＣＣを 含めた新規路 線の誘致に も努めてま いります。
次に 、クルーズ 船の誘致で ございます 。
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など 、地 域に密 着し た重要 な役割を果 たしてお ります。しかし ながら、

県 医師 会のア ンケ ート 結果のと おり、現状 では、患者 数の減少に より開

いて、健 康寿命日本 一に向けた取 り組みでご ざいます。
県では、今年度、行政や民間団体等の多様な主体の行動計画である

この ため、 こう した 地域にお いては、介 護施設と経 営が同一の 診療所

業医 の後 継者不 足が 懸念 されるほ か、在宅医療 を行う上で 二十四時間 ・

おり ます 。とり わけ 、県民 一人一人が この内容 を十分に理 解し、自ら実

を 整備 するこ とで 、安 定的な 経営につなが るとともに 、一人住ま いの高

「健康秋田いきいきアクションプラン」を策定し、「食生活」、「運

践 する ことが 重要 であ り、報 道機関や保健 団体等の協 力を得なが ら、適

齢者 が日 常の 生活に 不安 がなく、 安心して医 療を受けら れるようにな る

三 百六 十五 日の 対応 が重い負 担となって おり、特に 、過疎化が 進む地域

時に わか りや すい情 報を 提供し、 健康意識を 高めるとと もに、行動を 変

こと から、 県医 師会 、市町 村と連携しな がら、整備 手法や支援 のあり方

動 」、 「受 動喫 煙防 止」の三 点を重点的 な課題と位 置づけて、 具体的な

える 動機づ けを 図っ てまい ります。また 、本県にお いては、働 き盛り世

に つい て検討 して まい ります。 また、医師 一人の診療 所のみで二十 四時

での 診療所機能 を維持してい くことが大 きな課題と なっており ます。

代 の健 康指標 が芳 しく ないこと から、経済 団体や企業 ・保険者等と 連携

間の在宅医療に対応することは難しい面があることから、病院による

取 り組 み目標 を掲 げな がら、県 民総ぐるみの 運動を展開 することに して

して 、「 健康経 営」 を導 入する企業の 拡大を図 るとともに 、地域にお い

人口 減少と 高齢 化が 進む中、 住民が住み なれた場所で 安心して生 活を

バ ック アッ プ体制 の構 築や、 一部地域で 取り組まれて いる医師の グルー

こう した取 り組 みの 実施に当 たっては、 県民運動の担 い手である 「健

送 るた めには 、各 地域 の実情に 応じた地域 包括ケアシ ステムの構 築が重

て は、 市町 村や民 間団 体と連 携し、生活 の中で健康リ ーダーとし て活躍

康 づく り県民 運動 推進 協議会」 において、 各構成団体 相互の連携 強化や

要で あり 、かか りつ け医 がその中 心となること から、市町 村と連携し な

プ化の 普及を図っ てまいりま す。

活動 に関 する情 報の 共有 を図ると ともに、その 成果を点検 ・評価し、 さ

が ら一次医療 の維持・ 拡充に努め てまいります 。

する「 健康長寿推 進員」を育 成してまい ります。

ら に効 果的 な取 り組み につな げていくな ど、官民の 力を結集し て、県民

動喫煙 を完 全に は防 止でき ないものとさ れておりま す。こうし たことか

や衣 服か らの たばこ のに おいによ り体調が悪 化する非喫煙 者もおり、 受

煙 方式 の要望 も聞 かれ ますが 、このような 対応をして も、喫煙者 の呼気

なお 、受動 喫煙 防止 対策につ いて、愛煙 家からは建 物内区分に よる分

い て、 その必 要性 や有 効性につ いて十分議 論を尽くすべ きであると 考え

その方 向性 とし ては 理解す るものであり ますが、一 義的には、 国会にお

ため 、国 が新 たにイ ージ ス・アシ ョアの導入 を決定したこ とについて 、

威 とな ってい るこ とか ら、弾 道ミサイルへ の防衛シス テムを多層 化する

現在 、北朝 鮮の 核・ ミサイル 開発が日本 の安全に対 する差し迫 った脅

最後 に、イージ ス・アショア の配備につ いてであり ます。

ら 、県 としま して は、 広く県民 の御協力を いただきなが ら、受動喫 煙ゼ

ておりま す。

が健 康づくりに 取り組みやす い環境を整 備してまい ります。

ロに 向け た取り 組み を推 進するととも に、今年 十月からの 県庁舎敷地 内

こ れま で、 国から 公式 の発表は ありません が、秋田市新 屋が配備候 補

地で ある との 報道 がなさ れており 、イージス ・アショア についての 十分

禁 煙を目指し て、関係 者と調整を図っ ていると ころであり ます。
次に、 医療提供体 制の整備で ございます 。

な情報が ない中で、 県民に不安の 声が生じて いることは 当然であり ます。

こ のた め、県 とし まし ても、仮 に配備候補 地が新屋演 習地とされ た場合

一次 医療を 担う 診療 所は、住 民の日常的 な疾病の診断 ・治療を行 うほ
か 、看 取りを 含む 在宅 医療や急 性期病院退 院後の一時 的な受け皿 になる
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的か つ丁 寧に説 明を 行う よう、昨 年末と今月初 め二度にわ たり、国に 申

の 有無 、テロ に対 する 備えなど の不安要因 について、 地元に対し て具体

には 、速 やかに 、当 該地に 配備するこ との合理 性や住民の健康 への影響

厚 生に 魅力 を感 じ、 県外企業 を選択する 場合もある ことなどが 挙げられ

しな い場 合や、 好景 気を 背景とし た県外企業の 高い賃金や 充実した福 利

数 は増 加した もの の、 その職種 や業務内容 が生徒の希 望と必ずし も一致

七四 ％に は及ば ない 状況で あります。 その要因 といたしまして は、求人

三期プラン では、高 校に配置し ている就職 支援員や職場 定着支援員 と、

ます 。

し 入れており ます。
佐 藤 議 員 か ら 御 質 問 の あ り ま し た、

【教育 委員会教 育長（米田進君 ）登壇】
●教育委員会教育長（米田進君）
はじ めに 、三 期プラ ン推進 のための学 校教育につ いてであり ますが、

どに 取り組 み、 地元 企業の 魅力をより丁 寧に伝えて まいりたい と考えて

対す る県 内企 業の情 報提 供の充実 や実践的な インターン シップの実施 な

労 働局 をはじ めと する 関係機 関との連携を より強化し 、生徒や保 護者に

かね てより 本県 では 、学校 教育の共通実 践課題とし て、ふるさ とのよさ

おり ます。

「 ふるさとの 未来を拓く人 づくり戦略 」につい てお答えい たします。

の 発見 や郷土 を愛 する 心の醸成 などを狙い とした、ふ るさと教育を 推進

今後 とも、 キャ リア 教育を 一層推進し、 これからの 秋田を力強 く支え

る 気概 を持 った若 者の 育成を 目指すとと もに、県政の 重要課題の 一つで

してま いりました。 また、秋田 の将来を支 えていく人 材を育成する ため、
家 庭、 地域 、企業 等と 連携し 、地域に根 差したキャリ ア教育を推 進して

ある高 校生の県内 就職率の向 上に向けて 努力してま いります。
以上でござ います。

二 十二番佐藤 議員の質 問は終わりまし た。

きた とこ ろで あり ます 。学校にお いては、地 域の伝統行 事や産業に かか
わる など の体験 的な 活動の 充実を図っ ており、活動 への参加を 通して、

●議長 （鶴田有司 議員）
暫時休 憩いたしま す。

地 域に 貢献し よう とす る子供た ちの意欲が 年々高まっ ているもの ととら
えてお ります。

午前 十一時二十 六分休憩

♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯

三 期プ ラン では 、企業 の協力を 得て職場体 験を全県広 域的に実施 する
た め、 県内企 業の 事業 内容など の検索が可能 なウエブサ イトの開設 や、
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茂

浦

策

三

雄

十 一 番

川

画的 なキ ャリ ア教 育の実 践などに より、県内 就職率は、 平成二十一 年度

今

谷

十 四 番

沼

純

十 三 番

浩

以降 緩や かに上 昇し 、ここ 数年は六五 ％程度で推移 しておりま す。しか

武

雄

橋

木

髙

鈴

十 六 番

十 五 番

大

し なが ら、目 標と して きました 、平成十二 年度に達成 した過去最 高値の
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に はその思想 が横たわ っているのだろ うと思い ます。

たい と思 います し、 この たび策定され る第三期 プランにお いても、底 流

お りま す。で すか ら、 ぜひとも その実現に 向けて県政 を推進しても らい

指す 将来の 姿と して 「高質 な田舎」を貫 いている姿 勢に共感す ら覚えて

と議 論を 交わ してい ます が、これ まで決して 変わること なく、秋田の 目

質 な田 舎」と いう 言葉 につい ては、第二期 プラン策定 の際にも佐 竹知事

ら、 新た な産業 や文 化にチ ャレンジす る姿」と 書かれてあ ります。「高

む 人々 が人間 とし ての 素養を磨 き、豊かな心 でお互いを 慈しみ合い なが

豊 かな 自然 に育 まれ た農村な ど秋田の原 点を維持し ながらも、 そこに住

事が 三期 目に挑 戦す る際 の政策集 には、「地域 に根づいた 多様な文化 や

の 実現 にある のだ と思 います。 「高質な田 舎」につい て、昨年三 月、知

知事 の県政 に対 する 思いを一 言で言うな らば、それ は「高質な田 舎」

晴

三 十八番
小
木

山

四 十 番
鈴

下 や制 限によ り、 制度 そのもの の利便性が 失われるこ とになりま す。そ

なサ ービ スを受 けれ ば、結 局は税金や 保険料に跳ね 返り、サー ビスの低

あり がた くよ い制 度です 。しかし 、便利だか らといって 一部の人が 過剰

成 り立ってい る医療保 険や介護保険は 、それぞ れが適切に 使っていれ ば、

律す る「 自律」 の心 を持 つことだと思 います。 みんなが参 加すること で

す 。一 つは、 自ら のこ とはなる べく自らが 行うという高 い意識、自 らを

しかし 、「 高質 な田 舎」と呼 ぶには、何か まだ足りな いものが感 じま

取り組 む方など、 県内各地で 様々な動きを 感じます。

地 域課 題に取 り組 むグ ループ 、あるいは地 域に根づき ながら創作 活動に

も、 農業 で積極 的に 新たな 品目や規模 拡大に取 り組む方、 若者の視点で

は 様々 出てき ます 。「 新たな産 業や文化にチ ャレンジす る姿」につ いて

化 を続 ける 農業 農村な ど、少 し考えただ けでも誇る べき「秋田 の原点」

たち 、代 々守り 継が れて 美しくし なやかな県土 を形成しつ つ、今なお 進

国 ある いは世 界レ ベル での活躍 が見られる スポーツ、 学力日本一 の子供

や技 法を 受け継 ぎ、 世界に 通用する伝 統工芸品や数 多くの伝統 芸能、全

そこ で、 私な りに 「高質 な田舎」につ いて考えて みました。 高い技術

四 十二 番
地方自治法 第百二十一 条による出席 者

♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯

休憩前に同じ
休憩前 に引き続き 会議を開きま す。

♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯
●議長（鶴 田有司議員 ）

日 程第 一、 一般質 問を 継続いた します。二 十番渡部議員 の発言を許 し
ます。
会派 みらいの渡 部英治です 。本日は、足 元の

【二十番（ 渡部英治議員 ）登壇】（ 拍手）
●二 十番 （渡 部英 治議員 ）

悪い 中、 そして 毎日 除雪 で大変な 中にもかかわ らず傍聴に おいでくだ さ
い まし た地 元の 皆様を はじめ 、議員各位 、当局関係 者、そして日 ごろか
ら 県議会 に関 心を お持 ちの県民の 皆様に感謝 の気持ちを 込めて、代 表質
問をさせ ていただき ます。
は じめ に、新 年度 から スタートする 「第三期 ふるさと秋 田元気創造 プ
ラン」 に掲げてい る「高質な 田舎」につい てお尋ねし ます。
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あ りとあらゆ る子供の 問題を学校 に頼ってし まえば、先生 が多忙にな り、

うま でも ありま せん 。学 校教育に ついても、学 習や部活動 のみならず 、

「 記録 的な大 雨か ら半年 」という見 出しで、先月 の二十一日 付の地元

は じめに、危 機管理につ いてお聞き します。

次に、 知事の政治 姿勢について 、三点伺い ます。

り目 指す 秋田の 姿と して、 知事が思い 描く「高 質な田舎」の理 念を改め

必 要な 教育を 十分 に受 けられな くなります。 それよりも 、できるこ とは

紙に 掲載 された 記事 が目に とまりまし た。河川 の氾濫によ り県南を中心

れよ りも 、自律 の心 を持ち 、健康づく りや家族 の協力により、 なるべく

なる べく 家庭や 地域 で担う ことで、学 校で質の 高い教育が 受けられるよ

に 多く の住宅 や農 地な どが浸 水被害を受け 、住宅地な どが茶色く 濁った

て お聞かせくだ さい。

う にな るので はな いで しょう か。こうした ことから、 今ある制度 や枠組

水に 覆わ れた 光景は 、今 も多くの 県民の脳裏 に刻まれて いることだろ う

保 険の 世話に なら ない よう心が ける方が、 みんなにと ってよいこ とは言

みの よさ を最 大限に 引き 出し、日 々安心して 暮らせる地 域社会を構築 す

と思 います 。今 春の 営農に 不安を抱いて いる人もい ることから 、県や市

町 村に おいて は、 今後 もきめ細 かな対応を 行い、被災 者の生活再建 に万

るために は、自律を心 がけること が大切だと 思います。
も う一 つは、 様々 な立場 にある人に 対し、そ れぞれが尊 重する心を持

チャ レン ジャー 側に も、こ れまでの流 儀と違うこと をしようと するので

を 、 居 心 地 が 悪 い か ら と い っ て 否 定 し て は 進 歩 が あ り ま せ ん 。 当 然、

当 たり 前で す。し かし 、時に これまでの 常識を超えた 新たなチャ レンジ

問符 がついたと 言えます。 私は全員協 議会の質 疑でも申し上げ ましたが 、

時の 佐竹 知事の ゴル フ旅行 問題では、 県の災害時の 危機管理に 大きな疑

が、 決し て忘 れな いで もらいたい ことです。 説明する必 要もなく、 大雨

さ て、 佐竹 知事に とっ ては余り 思い出した くないことか もしれませ ん

全を期 してもらいた いと思いま す。

あ れば 、その 点に つい ての配慮 が必要でし ょう。新た な取り組み が次々

何事 も初 動態勢 が大 事で す。一連 の知事の行動 は、果たし てその初動 態

つこ とだ と思い ます 。平 穏や調和を壊 されるこ とに抵抗感 を持つこと は

と湧 き起 こる、 活気 あふ れる地域 にしていくた めには、相 手を尊重す る

取 りに なりま すし 、被 害の拡大 に結びつくと 思います。 このことは 、か

勢 に合 致し たと 言える のでし ょうか。そ の判断ミス が、ある意 味では命

そ れぞ れが自 律の 意識と 多様な価値 観を受け入れ 、尊重する 広い心を

つて 被災 地で首 長を 経験し た方も指摘 しており 、災害時に 知事が不在で

心 が不可欠で す。
持つ こと によっ て、 老若男 女を問わず 、誰もが 新たな産業 や文化をはじ

あ ったことは 深刻な状況で あります。

知事 に改 めて 伺いま すが、 県民の生命 や財産を守 るという使命 感、緊

め 、自 分の夢 に向 かっ てチャ レンジできる 環境、そし てそのチャ レンジ
を様 々な 立場 の方々 が応 援する地 域がつくら れます。今あ る秋田の原 点

張感が 全て の対 応の 基本と なることから も、県のリ ーダーであ る知事の

また 、一連 の問 題で 知事が 県民に納得で きるような けじめの取 り方に

を生か しな がら 、こ うした 社会にしてい くことこそ が、「高質 な田舎」
私が 敬愛し てや まな い鬼平 こと長谷川平 蔵は、自ら を厳しく律 しなが

つ いて 言及 しまし たが 、知事 は自らの給 料を三カ月間 無給とし、 十二月

危機 管理に対す る認識をお 聞かせくださ い。

ら も、 身分 の上下 にか かわら ず正直な庶 民を尊重した からこそ、 身内や

期の 期末 手当 も受 け取ら ないとい うけじめを つけたわけ であります 。そ

に近 づくことと 考えます。

仲間 、そ して 民衆 に頼り にされ、 仕事でも人 一倍の成果 を上げてい るの

の上 で、 大仙市 の淀 川、福 部内川、土 買川、楢岡川 、横手市の 上溝川な

ど 、既 に被害 を受 けた 河川では 、緊急的な 治水対策と して復旧事 業が進

です。
抽 象的 ではあ りま すが、 個別の政策 課題を問 う前に、全 ての政策に よ
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種 子購 入など の支 援が 行われて おります。 このように 知事が先頭 に立っ

めら れて いるほ か、 農業被 害に対して も、農業 機械や生産施設 の復旧、

と で あ り ま す 。 し た が っ て 、 判 断 材 料 が 不 足 し て い る 現 状 を 踏 ま え、

自 衛隊 新屋演 習場 が挙 がってい る必然性に ついて、政 府の説明が ないこ

二点 目は、 イー ジス ・アショ アの有効性 や配備候補 地に秋田市の 陸上

案に は同調でき ないとしたも のです。

「 現時 点で 賛成 や反 対の議論 をするのは 難しい」と の判断から 、意見書

て万全 の対策を講 じていること も事実であ ります。
し かし 、私 には ちょ っと気にな ることがあ ります。そ れは、佐竹 知事
のことを「秋田のコロンボ」かと思うことがあるからです。唐突にコ

なお 、防衛 力強 化に 無条件で 賛成という わけではな く、配備候 補地の

さて 、本題 に入 りま すが、 先日の衆院予 算委員会で 、希望の党 の寺田

ロン ボと いって も、 特に若 い人はピン とこない かもしれま せんが、海外

「う ちの かみさ ん」 が登 場しています 。誤解の ないように 申し上げま す

学 氏が イー ジス・ アシ ョアの 導入につい て取り上げ、 配備先決定 までの

周 辺に は住宅 地や 学校 があり 、住民の理解 が不可欠で あることは 言うま

が 、知 事夫 人をや ゆす る気持 ちはありま せんし、内助 の功を発揮 してい

過程 や地 元説 明の タイ ミングなど を追及して います。そ の中で、小 野寺

ド ラマ の「刑 事コ ロン ボ」の ことです。今 は亡き小池 朝雄さんの 日本語

るす ばら しい 方だ と思 っています 。ただ、佐 竹知事が公 の場で「う ちの

防衛 大臣 とは、 「イ ージス ・アショア の導入には知 事ら地元首 長の了解

でも あり ませ ん。そ の意 味でも、 政府にはし っかりと説 明してもらわ な

かみ さん 」を口 にす るたび に、知事は どこを向いて 仕事をして いるのだ

が必要」との主張をめぐり、押し問答の末、「地元の理解と協力が必

吹き かえ が印 象的で した が、「う ちのかみさ んがね」は 、コロンボ刑 事

ろ うか と感じ るの は、 私だけで しょうか。 つまり、知 事には常に 県民目

須」 との 答えを 引き 出し ています 。この小野寺 防衛大臣の 発言を受け 、

けれ ばなり ませ ん。 また、 県関係国会議 員の役割は 重要である と考えて

線で いて ほしい とい うこ とであり ます。あえて 申し上げる までもなく 、

佐竹知事が取材に対し、「理解するかしないかは今の段階では全く白

が事 件解決 に向 けた 重要な 場面でよく使 う名せりふ です。一連 のゴルフ

佐 竹知 事に 対し 、本当 のけじ めとして県 民が望むこ とは、県民 の声に耳

紙 」と 述べて いま す。 また、「 しっかり情報 公開をして もらわない と、

おり ます。

を 傾け 、県民 と同 じ目 線で、い かに実効性の ある仕事を してくれる かと

我々 も判 断のし よう がない 。出せる情 報を全て 出してもら った上で、議

問 題 で は 、 携 帯 電 話 の 連 絡 や 、 け じ め の つ け 方 に つ い て 話 す 際 に も、

いう こと ではな いか と考え ますが、危 機管理に 対する認識 と併せて、知

会 も含めて議 論していかな ければなら ない」と 指摘してい ます。

次に、エネ ルギー政 策について 伺います。

事の 御所見をお 聞かせくだ さい。

決定前 に政 府か ら明 確な説 明を受けるべ きではない かと考えま すが、知

果た して 、こ の問題 は待ち の姿勢でよ いのでしょ うか。私は、 候補地

事 の御所見を お聞かせくだ さい。
次に、 イージス・ アショアに ついて伺いま す。
質問に 入る 前に 、昨 年の十二 月議会に、国 にイージス ・アショア 導入
方 針の 撤回を 求め る意 見書案が 提出され、 我が会派みら いが、その 意見
書案に反 対した理由 について述 べさせてく ださい。
まり 、武 力衝 突の 危険性 が高まる 」とありま す。このこ とは、防衛 力強

業の 創出 を後押 しす るとし て、部品供 給網の調査や メンテナン スができ

県が 成長 産業 の一 つと位置 づける再生 可能エネル ギー分野で 、関連産

一 点目は、再 生可能エネ ルギーについ てでありま す。

化そ のも のの否 定と 受け取 れるからで あります。つ まり、「専 守防衛に

る 人材 の育成 など に三 千百二十 二万円を当 初予算に計 上していま す。県

ま ず一 点目 は、文 案に 「軍備を 増強すれば するほど国家 間の緊張が 高

徹し た上で防衛 力強化は必 要」との認 識からであり ます。
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る見込みとのことです。このため、風力発電機が多く立地する「地の

十 六万 一千キ ロワ ット が、二〇 二〇年度に は六十五万 キロワット に達す

内の 風力 発電の 導入 量は伸 びており、 二〇一七 年十一月現在で 出力約三

こ のよ うな 再生 可能 エネルギー の状況につ いて、知事 はどのよう に認

て、一 時的に現行 価格を据え置 くなどの経 過措置を検 討中とのこ とです。

下 げに なりま す。 抜本 的な見直 しとなるた め、現在進 行中の案件 に限っ

未満 の小 型風力 発電 の優遇 を廃止し、 価格は五 十五円から二十 円に引き

識 し、 成長分 野と して の再生可 能エネルギー 関連産業へ の取り組み にど

利 」を 生か し、 県内 企業の部 品製造への 参入の可能 性を探り、 育成事業
を拡 充するもの と認識してお ります。

化で あり ます 。風力 発電 の二〇一 七年の累積 導入量は三 百三十九万キ ロ

に きて 幾つか の課 題も 見られ ます。その一 つは、日本 の導入実績 の二極

思っ ていま す。 先ご ろ、岩 手県、秋田県 、山形県の 三県と東北 電力が公

本県 にお ける 水力発 電の重 要性につい ては、知事 と共通認識 にあると

ま た、関連し て水力発電に ついて伺い ます。

のように 対応してい くのか、知 事の御所見 をお聞かせく ださい。

ワッ トで、 政府 の導 入目標 の約三割にと どまってい ます。七割 近くに達

営 水力 発電所 を活 用す る新たな 電力供給ブ ランドを設 立し、基本協 定を

さて 、県で 力を 注い できた再 生可能エネ ルギーでは ありますが 、ここ

す る見 込みの 太陽 光発 電とは対 照的です。 規制緩和や 送電網の整備 のお

エネ ルギ ー政 策の 二点目 として、火力 発電につい て端的にお 尋ねしま

締結 した とのこ とで すが 、その狙いと 効果につ いても併せ てお聞かせ く

電の 導入 実績 は、 前年 実績を下回 る傾向にあ り、農地や 保安林を守 る規

すが 、秋 田市飯 島の 秋田湾 産業新拠点 に建設を計画 している丸 紅と関電

くれ が背 景にあ ると 思い ますが、偏重 な状況の 解消がおく れれば、再 生

制も 影響 してい るよ うです 。再生可能 エネルギーに ついては、 風力発電

エ ネル ギーソ リュ ーシ ョンの石 炭火力発電 所の状況は 、現在どう なって

だ さい。

が こう した規 制に 頭を 悩ませて いるうちに 、送電線が ほかの電源 に押さ

いる ので しょう か。 特に 、大きな 課題となって いた電力系 統対策につ い

可 能エ ネル ギーが 基幹 電源に なる道は遠 のくばかりで す。最近の 風力発

えら れて いるの が現 状で す。風力 発電に適して いる北海道 や東北では 特

て 、県として のかかわ りはどのよ うになってい るのか、お 答え願いま す。

エネ ルギー政策 の三点目とし て、原子力 発電につい て伺います 。

に 競争が激し く、東北 北部では「 空き容量ゼロ 」となって おります。
二 つ目 の課題 は、 固定価 格買取制度 の改定であり ます。固定 価格買取

買 取価 格は年 々下 がり 、建設の めどが立た ない案件は政 府認定が取 り消

爆発的 に増 える 「太 陽光バ ブル」が起き ました。そ の後、太陽 光発電の

境アセ スメントが 不要な上に 、電力の買取 価格は当初 は風力の約 二倍で、

東 日本 大震災 の直 後の 二〇一 二年度に始ま っています 。太陽光発 電は環

きに 述べ たエネ ルギ ー情 勢を現実的に 捉えてい るとはとて も思えない 言

子 力発 電をベ ース 電源 として産 業や経済の 発展を推進し てきた方が 、さ

ように 感じ てい ます か。私 は、立場が変 わったとは いえ、首相 時代に原

大と の法 案を 発表し 、小 泉元首相 が記者会見 したことを佐 竹知事はど の

全 原発 の即時 停止 、二 〇五〇 年までに再生 可能エネル ギー一〇〇 ％に拡

小泉元首相 が顧問を 務める「原 発ゼロ・自然 エネルギー 推進連盟」 が、

され るな どの規 制が 強化 され、最近は 新設量の 前年割れが 続くなど、 バ

動 をしている ことに違 和感を覚えます 。

制度 は、 原発依 存か らの脱 却と再生可 能エネル ギーの拡大 を目指して、

ブ ルは 弾け ました 。経 済産業 省は、事業 者向けの出力 十キロワッ ト以上

賛成 が四 九％、 反対 が四二 ・六％と賛 否が分かれて います。国 の将来を

共同通 信社が先月 行った世論 調査では、 全原発の即時 停止に対し ては、

一八 年度 は十八 円に 引き下 げると決め ました。四十 円だった制 度開始時

左 右す る極め て重 い問 題である 原子力発電 については 、安全性を 追求・

の太 陽光 発電 の価 格を、 現在の一 キロワット 当たり二十 一円から、 二〇
の 半額 以下に なる わけ です。一 方、風力発 電では、出 力二十キロ ワット
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電気 料金 の国民 負担 を軽 減してい くことが、経 済、産業の 将来への健 全

得 なが ら再稼 働を 進め るという 基本スタン スにより、 電力の安定 供給と

確立 した 上で、 それ らが確 認された発 電所のみ について、地域 の理解を

に 迫るような 状況です 。

と、 さら に減少 して いま す。この まま推移すれ ば、九十八 万人台が目 前

り 、そ の後も 減り 続け 、今年の 一月一日現 在では九十 九万二千四 十六人

と答 えて います 。し かしな がら、県人 口は昨年 四月に百万人の 大台を割

果 たし て、部 長の 言うと おり一定の 成果として評 価できるの か、知事

な 継承につな がると私 は考えます が、知事の 御所見をお聞 かせ願いま す。
次に 、人口減少 対策について お尋ねしま す。

もの で、実 に総 額五 千八百 三億円の四五 ％を占める ことになり ます。確

され てい ます 。いわ ゆる 六つの重 点施策に二 千六百四十 二億円を充て る

針 「第 三期ふ るさ と秋 田元気 創造プラン」 に基づく施 策に重点的 に配分

場 合に よって はプ ロジ ェクトチ ームを設置 するなど、 具体的に動く 専門

ば成 果は得 られ ませ ん。つ まり、あきた 未来創造部 は実戦部隊 として、

集め て分 析す るだけ では いけませ ん。対策を 掲げ、実践 していかなけ れ

ま た、 本県の 将来 を担 う若者の 地元定着には 、企業も行 政もデータ を

はどのよ うに総括し ているのか お聞かせく ださい。

か に、 プラン の最 重要 課題に位 置づける人 口減少対策 は待ったなし の状

部に しな ければ 実効 性は 得られないと 考えます が、知事の 御所見をお 聞

県の 二〇一 八年 一般 会計当初 予算案は、 佐竹知事三 期目の県政 運営方

況に あり 、佐竹 知事 は「 民間のやる気 に応える ことが雇用 対策であり 、

か せください 。

部の誘致 についてお 尋ねします。

その 具体 の取 り組 みとし て、これまで 何度も提唱 しています が、農学

人 口減 少対 策につ なが る」と 強調してい ます。しかし 、私には、 予算全
体を 通し て、 人口 減克 服への力強 いメッセー ジは残念な がら伝わっ てき
ませ ん。 特に、 さき の十二 月議会で議 論が集中した 、現状の社 会減を半

知 事の これま での 答弁 では、「地方 への大学 移転の促進 等による若 者

で は今 後ます ます その 存在意義 が高まってい ると認識し つつも、一 挙に

減 させ 、約二 千人 にす るという 数値目標の 実効性には 疑問も感じ られま

国 の提 唱する 地方 創生が 進まず、東 京圏へ人口が 過度に集中 する東京

学部 全体 を誘致 する ことは 困難であり 、ユニッ ト研究室を 核とした産業

の東 京一 局集中 の是 正を 提言して いる。大学は 、若者人口 の維持増加 に

一局 集中 が続き 、地 方の人 口流出に歯 どめがか かっていな いという状況

活 性化 推進事 業に より 、大学 研究室の一部 をブランチ として誘致 する取

す。 実際 のとこ ろ、 この 一年間で 社会減が四千 三百十九人 となり、依 然

下 にお いて、 人口 減少 間題に 集中的に取り 組む部局と して、昨年 四月に

り組 みを 積極 的に進 めて いく」と しておりま すが、受動的 な域を脱し て

加 え、 地域 の活 性化や 課題解 決に向けて 重要な役割 を担ってお り、地方

設置 され たの が「あ きた 未来創造 部」でした 。全国で初の 人口減少対 策

いない 姿勢 と受 けと めてい ます。ただ、 地元である 大仙市の意 欲が第一

と して人口減 少の大き な要因とな っています。

専門部として注目され、「攻め」と「守り」の視点で、スピード感を

さ て、 これ まで会 派で は、東京 農大の世田 ヶ谷キャンパ スの調査や 、

と しな がらも 、県 とし ても連携 は取ってい くとの趣旨で あったと認 識し

も なく 一年 がたと うと してい ます。先ご ろ、秋田経済 研究所の新 春イン

大仙 市議 会の 有志 議員と 一緒にオ ホーツクキ ャンパスへ の調査を行 うな

持 って 「若者 や女 性の 定住促進 」と「魅力 的な雇用の場 創出」など の重

タビ ュー で、 あき た未来 創造部長 は、「様々 な取り組み により、合 計特

ど、 その 可能性 につ いて具 体の動きを してきました 。せめて、 あきた未

ています 。

殊出 生率 の改善 や本 県への 移住者は大 幅に増加して いる。また 、雇用創

来 創造 部でも 具体 的に 行動し、 可能性を探 るべきでは ないでしょ うか。

点施 策を 強力に 推進 しよ うと、佐竹知 事の肝入 りでスター トしてから 間

出 や企 業誘致 でも 順調 に推移し ており、一 定の効果が あらわれて いる」
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正 法案 」など を追 い風 にしなが らの取り組 みを期待し ますが、知 事の御

地元 にあ る大学 の振 興や地 方での若者 就労促進 を図る「東京一 局集中是

の 御所見をお聞 かせくださ い。

の魅 力を アピー ルし てもら う積極策を 試みては いかがでしょう か。知事

二 〇一 七年に 日本 を訪れ た外国人旅 行者は、前年 比一九・三 ％増の推

次 に、秋田の 魅力アップ についてお 尋ねしま す。

と連 携を とりな がら 精力的 に進めるべ きだと思 いますが、 例えば、大曲

本 県を 選んで もら おう と要望活 動を行ってお ります。引 き続き、市 町村

し た「 雲の じゅ うた ん」のよ うに、ＮＨ Ｋの連続テ レビドラマ の舞台に

併せ て、 一つ提 案が ありま す。知事は 、角館が全国 区の観光地 に発展

計二 千八 百六十 九万 人で、 過去最多を 更新した と国土交通 省から発表が

の 花火 産業構 想の 実現 に挑戦 する花火師の 悪戦苦闘の 生き様など を売り

所見を お聞かせく ださい。

あ りま した。 政府 は、 東京オ リンピック・ パラリンピ ックが開か れる二

込むこ とはできな いでしょう か。知事の御 所見をお聞 かせくださ い。

次に、スタ ジアム整備に ついてお尋 ねします 。

〇二 〇年 まで に四千 万人 まで増や す目標で、 今後も様々 な施策により 上
積みを図 るとのことで す。

であります。中でも、秋田市出身の女優佐々木希さんの秋田魁新報社

引 かれ るの は、 県出身 の芸能 人やタレン トの皆様に よる秋田の 魅力発信

併せ て、 秋田の 魅力 アップ にも力を注 ぐ必要があり ます。最近 、目を

し ても より精 力的 な観 光ルート 拡充を目指 すべきでは ないでしょ うか。

術館 など をめぐ るプ ランが 紹介されま す。これらの 事業と連携 し、県と

つり 」な どを 訪れ るプ ランや、横 手市の「か まくら」、 秋田市の県 立美

仙 北市 のた ざわ湖 スキ ー場や 武家屋敷通 り、男鹿市の 「なまはげ 柴灯ま

ターネ ット上で紹介 する取り組 みをしてい ます。本県 の観光ルート では、

いる よう な気が しま す。県 当局は、「 秋田県民 のため」と 答弁していま

「 誰の ために つく るの か」とい う質疑が、今 後の議論の 行方を物語 って

て、秋田市との連携で進めようとするわけですが、さきの臨時会での

て五 百万 円を計 上し てい ます。ま さに佐竹知事 が新設の意 向を明確に し

七 百六 万円を 計上 し、 新たなス タジアム構 想を策定す るための費 用とし

市が 行う 市営八 橋陸 上競技 場の改修に 対し助成する 費用として 三億一千

セン スを 取得 する ため の暫定的な ホームスタ ジアムの整 備として、 秋田

が 本二 月議 会に計 上さ れまし た。Ｊ３の ブラウブリッ ツ秋田がＪ ２ライ

どの 質疑 や慎重 論が 相次 ぎましたが、 スタジア ム整備に関 連した予算 案

先 月二 十二日 開催 の臨時 会で、「新 設は必要 なのか」、 「財源は」な

「秋 田魅 力発信 」編 集長の 活動があり ます。結 婚後、笑顔 による好感度

す 。県 民のた めを 標榜 する以 上、投資に見 合う効果は もちろんの こと、
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一 方、 東京都 は、 既に本 県など十七 県との観 光ルートを 設定し、イン

が 増し た希さ んは 、秋 田の郷 土料理や特産 品の紹介を はじめ、海 外でも

と ころ で、こ れま での佐 竹知事のス タジアム 整備に対する対 応には、

県民 に理 解を 得られ るよ うな、よ り明確な根 拠を示すこと が不可欠で あ

り 、反 響も大 きい と感 じていま す。また、 横手市出身の シンガーソ ング

幾つ かの 苦言を 呈し なけ ればなりませ ん。一つ は、財政支 援のあり方 で

人気 の秋 田犬 のルー ツを 訪れたり 、ＮＨＫ「 あさイチ」で の秋田弁を 交

ライ ター 高橋優 さん も、 今や全国的に メジャー な人として 大活躍して お

す 。他 の議 員も指 摘し ている とおり、不 特定多数の県 民が利用を 見込む

ります。

り 、あきた音 楽大使と しても大いに秋 田をアピ ールしてい ます。この 際、

文化 施設 など とは 異なり 、ブラウ ブリッツ秋 田に対する 設備投資支 援に

えての いぶ りが っこ の紹介 など、精力的 に秋田の魅 力をアピー ルしてお

知名 度抜 群の 「ギ バちゃ ん」こと 柳葉敏郎さ んや、藤あ や子さん、 壇蜜

当た るの ではな いか という 疑問であり ます。二つ目 は、県・市 連携と公

平 性に ついて であ りま す。そも そも「県・ 市連携は何 でも秋田市 か」と

の生 駒里奈 さん、そし てアナウンサ ーの小倉智 昭さんや

さん 、乃 木坂

伊 藤綾 子さん など 、県 出身の皆 様を秋田観 光大使に任 命し、大い に秋田

46

い うこ とにも 違和 感が あります し、公平性の 配慮に欠け ていると思 いま

協 議会 メン バー は県 と県央地 域の市だけ で、事務局 が秋田商工 会議所と

尊重 して いるの か疑 問で あります 。また、新ス タジアム整 備構想の策 定

て 、新 設候補 地を 秋田 市に決定 する際に、 県北・県南 の意向をど こまで

いう 県民 の声も あり ますし 、スタジア ム整備の あり方検討委員 会におい

問題解決 に向けた県 の対応につ いて、知事 の御所見をお 聞かせくだ さい。

ダウ ンにならな いよう、万全 の体制で臨 んでいただ きたいと考 えますが、

と にか く農 家の 皆様 がやる気 をなくさな いよう、秋 田県農業の イメージ

す。佐 竹知事も記 者会見で「全 容解明が支 援の前提」 と述べてい ますが、

し て「 損失処 理と 再生 方針の決 定」、この 三点の決着 が不可欠で ありま

おり 、「 損失額 の総 額把握 」、「それ に至った 原因や背景の解 明」、そ

ま た、 ＪＡ秋 田お ばこ について は、早期に問 題解決を図 った上で、 原

す。 この 際、二 十五 市町村 全てを協議 会メンバ ーに入れて はどうでしょ
う か。
よく「私が秋田市長のときは」とか、「秋田市長をやっていましたか

の 生産 指導か ら販 売ま でを担う とともに、 農家生活に かかわる様々 な事

の役 割をし っか りと 果たし ていただきた いと思いま す。ＪＡは 、農作物

点に 立ち 返り 、「農 業者 の所得増 大」や「農 業生産の拡 大」という本 来

ら 」と 言うこ とが あり ます。全 く悪気はな いと思いま すが、私には 気に

業展 開に より、 農業 ・農 村の発展に貢 献してき ました。え だまめ日本 一

ここで 、ちょっと 気になるこ とに触れさせ てもらいま す。佐竹知 事は、

なり ます 。なぜ かと いう と、「秋田市 長は二人 はいらない 」のです。 佐

ＪＡ が事 業主体 とな って取 り組んでお り、産出額の 増大として あらわれ

の 達成 は、 まさに 県と ＪＡグ ループが一 体となったオ ール秋田で の取り

本題に戻ります。知事、新スタジアムの問題は、あらゆる角度から

て おり ます。 平成 三十 年からは 、米の生産 数量目標の 配分が廃止 され、

竹 知事 は秋 田県の リー ダーと して、秋田 市長は穂積市 長がリーダ ーとし

じ っく りと検 討し 、県 民が納得 できる方向 性を追求し ていくべき ではな

需要 に応 じた新 たな 米づ くりがス タートします 。米を基幹 とする本県 農

組み の成 果で あり 、園 芸メガ団地 の全県展開 についても 、その多く は各

いで しょ うか。 決し て、 ブラウブ リッツ秋田の リーグ優勝 とその機運 で

業 は大 きな 転換 期を迎 えるこ ととなり、 県産米の生 産と販売の メインプ

て、お 互いに頑張 ってほしい のです。

盛 り上 がり 、ス ポーツ を通じ て本県を元 気にしよう とする考え に水を差

レ ーヤ ーでも ある ＪＡ への期待 は大きいと言 えます。現 在、ＪＡグ ルー

自 己改 革を進 めて おり 、これ まで以上に、 農家のため のＪＡ、農 業のた

す 気は ありま せん が、 一連の私 の疑問に対す る知事の御 所見をお聞 かせ
最 後に、農業 政策について お尋ねしま す。

めの ＪＡ とし て取り 組ま れていく ことを期待 しております が、農政の 大

プは 、農 業者の 所得 増大、 農業生産の 拡大に向 け、改正農 協法のもとで

農業政 策の一点目 は、ＪＡの 役割と連携の あり方につ いてであり ます。

転換期 を迎 える 中で 、ＪＡ は本県農業に おいてどの ような役割 を果たし

ください 。

国の農 政改 革な ど水 田農業を めぐる状況が 大きく変わ る中、今後 、Ｊ

また 、来年 度か らス タート する第三期ふ るさと秋田 農林水産ビ ジョン

てい くべきだと 考えますか 。

し、 農業 の競争 力強 化に 向けた取り組 みを着実 に推進しな ければなら な

の 目指 す姿 の実現 に向 けて、 県としてＪ Ａグループと どのような 形で連

Ａ は、 より大 きな 役割 を担って いく必要が あると考えて おります。 しか
い 矢先 に、 私の地 元で あるＪ Ａ秋田おば この巨額赤字 問題が発生 しまし

携し、 農業施策を 展開してい くのか、知 事の御所見を お聞かせく ださい。

先 日、 平成二 十八 年の農 業産出額が 公表され ました。そ れによると 、

二点目は、 周年農業 拡大の可能性に ついてで あります。

た。 大変 残念 でシ ョッキ ングな問 題ですが、 農家の不満 と不安を解 消す
るために も、一日も 早い解決が求 められてい ます。
今 月七 日開催 の農 林水産 委員会での 農林水産 部長の答弁 にもあった と

- 58 -

を図 るには、園 芸品目や畜産 の生産拡大 を進める必 要があると 思います。

で 最下 位と いう 状況 であり、 米の生産拡 大が望めな い中で産出 額の拡大

連続 で高 い伸び 率を 示し ています 。しかしなが ら、産出額 はいまだ東 北

増 加額 は全国 で九 位、 東北は一 位であり、 増加率でも 東北一位と 、二年

本県の産 出額は一千 七百四十五億 円で、前年 に比べ百三 十三億円増 加し、

の品性に大きく欠けるものであります。私は、この両者を分けるキー

益 のみ を優 先す ると いう利己 主義は、真 の個人主義 ではなく、 人として

う個 人主 義の理 念を はき 違え、他 人の利益を顧 みることな く、自分の 利

べ てお ります 。自 己の 有する権 利や自由を 、当然に他 人にも認め るとい

域全 体の 利益に もプ ライオ リティを置 いて行動 する県民の姿を 思い浮か

歴史 を振 り返 ってみ ても、 自らを律す ることなく 、過度に他 へ依存す

ワー ドが 、議員 御指 摘の「 自律」では ないかと 考えており 、私自身も議

ため には 、夏 場の生 産品 目の拡大 はもとより 、積雪寒冷 地という課題 を

ることに よって物事を なし遂げた 例はなく、 自己実現に あっても、ま た、

園芸 品目 につい ては 、えだ まめやネギ 等の野菜 、キクやリ ンドウ、ダリ

クリ アし、 夏場 に加 えて冬 期間にも生産 する、いわ ゆる周年農 業の拡大

地域の活性化にあっても、自律・自助の精神が根底になければなりま

員 と同じ思い を抱いている ところであ ります。

が 必要 ではな いで しょ うか。県 内でも、ア スパラガス や山ウドの促 成栽

せん 。自 らが主 体的 に決 めた規律に従 って正し く行動する ことは、も と

ア 等の 花きで 生産 拡大 が進ん でいるものの 、さらに産 出額を増大 させる

培、 ほう れん草 の寒 じめ 栽培など、様 々な品目 で冬期生産 が行われ、 私

よ り社 会の 一員と して 強く求 められるも のであります が、一人の 人間と

して、 自律を心が けながら、 自らの成熟 度を高めて いこうとする 姿勢は、

の 地元の農業 法人では 、ハウスでイチ ゴ栽培が 行われてい ます。
県で は、 様々 な政 策を打 ち出しながら 農業生産の 周年化を進 めてきて

ま た、 様々な 立場 にあ る県民一人一 人が、互 いに平等な 存在として 尊

大変重要 なことであ ると思います 。

で はな いでし ょう か。 私は、周 年労働と農 業所得の向 上のために も、農

重し 合う という 姿勢 も重 要であり ます。それぞ れが有する 価値観は多 様

おり 、全 県域で 実践 事例が あると思い ますが、まだ まだ少ない のが現実
業の 周年 化が必 要と 考え ますが、 周年農業の課 題と拡大の 可能性につ い

で あり 、ま た、 優劣の ないも のであるこ とから、こ れを否定す ることな

田舎 」の 理念を 踏ま えな がら、本県の 最重要課 題として位 置づけられ る

に なる と考え てお りま す。第三 期プランに おいては、こ うした「高 質な

社会を つく り上 げる ことは 、「高質な田 舎」の実現 に向けた大 きな一歩

尊重 しな がら 、地域 を守 り、新た なチャレン ジをサポート していく地 域

こ のよ うに、 県民 が自 らを律し つつ、自己を 高め、それ ぞれが互い に

チャレン ジの下地に なるもので あります。

く、前向きに受け入れ、尊重するという姿勢は、地域における新たな

て 、知事の御 所見をお 聞かせくだ さい。

県 当局の答弁 を求めま す。

以 上で 私の質 問を 終わり ます。御清 聴ありがとう ございまし た。（拍
手）
●議 長（鶴田有 司議員）

渡部議員の 代表質問に お答えを申 し上げます。

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】
●知事（佐竹敬 久君）

ま ず、 第三期 ふる さと秋 田元気創造 プラン・ 「高質な田舎」 について
の考えで ございます 。
を置 いた 理想 的な 姿を、 本県が長 期的に目指 すべき理念 として示し たも

昨年 の豪雨 災害 時に おける私 の行動につ いては、今な お後悔の念 に駆

次に、 私の政治姿 勢について 、危機管理 についてであ ります。

人 口減少の克 服に向け 、全力で取り組 んでまい ります。

ので あり ます。 私が イメー ジする「高 質な田舎」で は、社会の 一員とし

ら れて いると とも に、 決して忘 れてはなら ない教訓と して強く心 に刻ん

「 高質 な田 舎」に つい ては、秋 田の強みを 生かし、心の 豊かさに重 き

て 、強 い自覚 と責 任感 を有しな がら、自ら の利害得失 ばかりでな く、地
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でい ると ころで あり ます。 昨年の反省 を踏まえ 、緊急時におけ る私への
情 報伝 達や幹 部職 員間 の情報の 共有、さら には災害対 策本部の設 置基準
等に つい て必要 な見 直し を行った ところであり 、私自身ど こにいても 常
に 携帯 端末 を傍 ら携 え、事前 の気象情報 等に留意し ながら、万 が一の場

てまいり ます。

次 に、 エネル ギー 政策 について、再 生可能エ ネルギーの 状況と対応 で
ござい ます。

県では、豊富なエネルギーポテンシャルを生かした再生可能エネル

ける 発電 事業者 の公 募を行 うなどの取 り組みに より、昨年 度末には、累

ギ ーの 導入拡 大を 進め ており、 特に風力発電 については 、県有地等 にお

今後も、知事職の責任の重さを肝に銘じ、その責務である県民の生

計 導入 量が全 国第 二位 となっ ております。 しかしなが ら、平成二 十八年

合に 備えて行動 しているとこ ろでありま す。
命 ・財 産を守 るた め、 的確な 危機管理に努 めるととも に、県民に 寄り添

現在 、電力 広域 的運 営推進 機関が系統増 強のための 電源接続案 件募集プ

五月 に、 東北 北部に おい て電力系 統の空き容 量がなくな ったことから 、

なお 、私が 時折 「う ちのかみ さん」と申し 上げるのは 、県民の皆 様が

ロ セス を開始 して おり 、先般、 私自ら経済 産業大臣に 対し、系統増 強工

いなが ら、県勢の さらなる発 展に向けて全 力を尽くし てまいりま す。
直接 私に苦言を 呈すること に遠慮がある のではない かと推察す る一方で 、

事の早 期完成を働き かけたとこ ろでありま す。

ま た、 固定 価格買 取制 度につい ては、再生 可能エネルギ ーの導入拡 大

私の 妻に 対して は、 様々 な御意見が直 接伝えら れることが 多く、まさ に
県 民目 線の 厳しい 言葉 が妻を 介して私に 伝えられてい るという趣 旨であ

と国 民負 担抑 制の 両立 を図りなが ら調達価格 が決定され ており、今 後も

など 、意 欲ある 企業 を支 援するこ とにより、再 生可能エネ ルギーの導 入

り、 「常 に県 民の 立場 に立った県 政運営を心 がけなけれ ばならない 」と

次に、 イージス・ アショアにつ いてであり ます。

を 進め てま いり ます。 さらに 、再生可能 エネルギー の導入拡大 による経

価格の引 き下げが想 定されますが 、県としま しては、こ れまでと同 様に、

昨 年十 一月 、イ ージス ・アショ ア配備の報 道があった 時点で、直 ちに

済 効果 を最大 化す るた め、建設 やメンテナン スへの県内 企業の参入 に加

いう 、自 分への 戒め を込め ながらのも のであること を御理解願 いたいと

国 に事 実確認 をし まし たが、国 会での審議前 であり、配 備先等につ いて

え、 発電 設備部 品の サプラ イチェーン 調査など を行い、部 品製造等への

地 熱資 源活用 協議 会へ の参加や 風況調査へ の助成、ア ドバイザー の派遣

は決 定し ていな いと いう回 答でありま した。こ のため、国 に対して、秋

参 入を後押し してまいりま す。

思い ます。

田 市新 屋が配 備候 補地 とされ た場合には、 事前に説明 するよう求 めたと

に、具 体的事項に 関する説明 と、様々な 疑問に対する 丁寧な回答 に

ら に先 般、 国に対 し、 仮に新 屋が配備候 補地とされた 場合には、 速やか

なっ てお らず、 県民 から 不安の声が挙 がってい ることから 、県では、 さ

現在、国会で来年度予算案の審議が進む中、いまだ配備先等が明確に

国にお いて は、 イー ジス・ア ショア配備に 関する補正 予算が成立 し、

経営 基盤 強化や 職場 環境の 改善、女性 ・若者の雇用 促進などの 取り組み

より 多く の企 業か ら活用 していた だき、電気 料金の低減 効果を生か し、

前 に、 既に 三百を 超え る事業 所からの申 し込みがあり ましたが、 今後、

り、 地域 産業の 振興 を図 ろうとするも のであり ます。四月 からの開始 を

す 県内 製造業 者や 新規 立地企業 に対し、割 安な電気を供 給すること によ

ネ」に つい ては 、県 営水力 発電所の電気 を活用して 、一定の要 件を満た

次に、東北電力と基本協定を締結した電力供給ブランド「あきたＥ

つい て申 し入れ たと ころで あります。 県としまして は、引き続 き国会で

が拡 大すること を期待して おります。

ころで あります。

の 審議 の行方 を注 視し つつ、情 報収集に努 めるなど、 しっかりと 対応し
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現 在、 事業者 にお いて 、環境影響評 価法に基 づく現地調 査を終え、 準

次に、石炭 火力発電 所の状況でござ います。

力 発電 所建設 計画 を推 進し、再 生可能エネ ルギーの導 入拡大や、 安定的

であ りま す。県 とし まして は、第二期 秋田県新 エネルギー産業 戦略や火

次 に、人口減 少対策でご ざいます。

なエネ ルギー源の 確保に努めて まいります 。

完 了す る予 定で あり 、これと 並行して、 建物や設備 に係る調査 設計等も

ま ず、 あきた 未来 創造部 設置の効果 についてであ りますが、 昨年度ま

備書 の手 続を進 めて おり 、来年度 中には評価書 を公表し、 全ての手続 を
進め られており ます。
対 策が 大きな 課題 であ ること は認識してお りますが、 当事者間の 個別の

設置 し、 これ らの施 策を 一体的に 推進すると ともに、新 たに配置した 就

複 数の 部局で 所管 して おりま したが、今年 度から、あ きた未来創 造部を

で、移住 ・定住対策 をはじめ少 子化対策や 若者の県内定 着等の各施 策は、

事案 に県 が直 接かか わる 仕組みに はなってい ないもので あります。し か

活サ ポータ ーに よる 首都圏 新卒者の就職 相談の体制 強化や、持 続可能な

議員 御指摘 のと おり 、発電所 から首都圏 へ電気を供 給する上で 、系統

しながら 、日本海側か ら太平洋側 に至る基幹 送電網が脆 弱であること や、

も とよ り、 本県の 人口 減少は、 歴史的推移 の中で、人口 構成の高齢 化

地 域づ くりに 向け た施 策も加え 、「攻め」 と「守り」 の両面から人 口減

今 後と も、 こうし た系 統整備に 係る動向を 注視しつつ、 地域経済へ の

に伴う自然減が大きな要因となり、全体的に当面の減少は避けられま

東 北・ 東京間 の地 域関 連系線の 増強が必要 なことから 、県では、全 体論

波及 効果 が期 待さ れる 石炭火力発 電所建設計 画の実現に 向けて、港 湾計

せん が、 現在進 行系 として は、長年続 く若者の県外 転出が次の 世代の若

少の克 服に向けて取 り組んでい るところで あります。

画の 改訂 等必要 な手 続を進 めるほか、 事業者が行う 各種調査に ついて支

者 の減 少をも たら して いるとい う相乗的な ものに起因 しており、 その抑

とし て、 電力系 統の 整備 促進を国に働 きかけて きたところ であります 。

援を 行ってまい ります。

効果 ガス の排出 もな いこと から、安全 性の確保 を大前提に 、エネルギー

性 と効 率性を 有し 、運 転コスト が低廉で変動 が少なく、 運転時には 温室

致 に加 え、今 後の 自動 車ＥＶ 化を見据えた 、県内の電 子工業関連 企業の

内就 職内 定率等 が前 年を上 回っている ほか、輸 送機関連の 有力企業の誘

こ のよ うな中 、現 時点で は移住者数 、Ａターン就 職者数、高 校生の県

制を 図る 施策が 人口 動向 に成果と してあらわれ るまでには 一定の期間 を

需 給構 造の安 定性 に寄 与する 重要なベース ロード電源 に位置づけ られて

雇用 の拡 大や 設備投 資の 増大など 、明るい兆 しが見えてき ており、こ の

次に、 原子力発電 についてであ ります。

おり ます 。ま た、原 子力 発電所の 安全性につ いては、原子 力規制委員 会

流れを 確か なも のに する取 り組みを重ね ることが、 人口減少の 克服につ

要 するため、 粘り強い 取り組みが 必要であると 考えており ます。

から世界で最 も厳しい 水準の規制 基準に適合 すると認め られた場合に は、

なが っていくも のと考えて おります。

国 の「 エネ ルギ ー基本 計画」に おいては、 原子力は、 優れた安定 供給

そ の判 断を尊 重し 再稼 働を進め ることにし ており、現在 、五基が再 稼働

えて おり ます が、 使用済 み核燃料 の処理問題 が解決され ない中で、 原発

こ うし た中 で、当 面は 、最低限 の原発の稼 働はやむを得 ないものと 考

育料助成の拡充、女性が働きやすい職場環境をつくる「あきた女性活

強化 のた めの シス テム再 構築や、 子育て世代 の経済的負 担を軽減す る保

ふ るさ と定 着回帰 戦略 」を掲 げ、来年度 は、Ａターン 就職のマッ チング

三期 プラン では 、六 つの重 点戦略のトッ プに「秋田 の未来につ ながる

依存 度に ついて は、 将来的 に省エネル ギー・再生可 能エネルギ ーの導入

躍 ・両 立支援 セン ター 」の設置 などを行う ことにして おります。 事業実

中であり ます。

や 、火 力発電 所の 効率 化などに より、可能 な限り低減 させること が必要
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施 策の実効性 を高め、 成果に結び つけてまい ります。

とよ り、 市町村 、企 業、 関係団体 等からの御協 力もいただ きながら関 連

レ キシ ブルに 事案 に対 応する実 行部隊とな って、庁内 各部との連 携はも

施に 当た っては 、あ きた未 来創造部が 常にその 時々の状況を踏 まえ、フ

し てまいりま す。

行者 の割 合が増 加し てお り、引き 続き、広域連 携による取 り組みを強 化

り ます 。こう した 取り 組みと相 まって、近 年は、地方 を訪れる外 国人旅

やウ エブ サイト での 情報発 信、交通広 告等のプ ロモーションを 行ってお

専門 人材の 育成 や地 元定着、 産業振興に 係るシンク タンク機能 など、

て おり 、例え ば「 あき た美の 国大使」の加 藤夏希さん や佐々木希 さんに

国大 使」 、「あ きた 音楽大 使」、「秋 田県スポ ーツ大使」 などを委嘱し

ま た、 秋田の 魅力 を発信 するため、 本県ゆかりの 方々に「あ きた美の

地 方大 学が地 域社 会に 果たす 役割は重要で あるものの 、私立大学 の誘致

は、 イベ ント やテレ ビ番 組への出 演、県で運 用している ＳＮＳの配信 等

次に 、農学部の 誘致でござい ます。

には 、一 般的 に多額 の地 元負担が 伴うことや 、誘致した 私立大学が学 生

に御 協力い ただ いて いるほ か、「あきた 音楽大使」 のシンガー ソングラ

で いた だい ており ます 。この ほか、横手 市出身の壇蜜 さんには、 去る十

を確 保でき ず、 地元 自治体 が公立大学と して引き受 けざるを得 なくなっ

本 県に おい ては、 農学 系の学部 を持つ県立 大では、次期 中期計画の 中

月に 行わ れた 「ふ るさ との文学と 読書のつど い」におい て、私と一 緒に

イ ター 高橋優 さん には 、御自身 で主催する 音楽フェス において、県 発行

で、農学系・工学系の学部を有する大学の特色を生かし、人工知能や

座談 会に 御出席 いた だきま したし、由 利本荘市の「 ふるさと応 援大使」

た 事例 もあり 、実 現に 向けたハ ードルが高 く、慎重に 対応すべきも のと

ビッ グデ ータな どの 先端技 術を活用し た、従来の農 学系の枠に とらわれ

を務められている生駒里奈さんには、この一月の県広報紙に新春メッ

のガ イド ブック との コラ ボレーション による観 光情報の発 信に取り組 ん

な い新 たな教 育・ 研究 の実施に より、本県 農業を担う 人材の育成 と課題

セー ジを お寄せ いた だい ておりま す。こうした 著名人の方 々からのお 力

認識し ております。

の解 決を 図って いく こと にしてお り、県としま しては、ま ずは、この 取

添 えは 、秋 田の ＰＲに 絶大な 効果を発揮 することか ら、今後も 様々な機

Ｎ ＨＫ 連続テ レビ ドラ マの誘致 については、 県内の市町 村や関係団 体

を行って まいります 。

会 を捉 えて、 ご本 人の 意向を確 認しながら、 所属事務所 等への協力 要請

り 組みを支援 してまい りたいと考 えております 。
ま た、 国では 、東 京一極 集中是正の 一環として、 東京圏にお ける大学
の地 方移 転に関 し、 サテラ イトキャン パスの設 置促進など に言及してい
る こと から、 費用 負担 など今 後の議論の行 方を注視す るとともに 、東京

訪問し て要 望活 動を 行って おり、その際 には「大曲 の花火師」 を含む県

とと もに 協議 会を立 ち上 げ、昨年 六月には、 私自らＮＨＫ の上田会長 を

次に、秋田の 魅力アップ でございま す。

内 の様 々な情 報を 「秋 田コンテ ンツ集」と して紹介して おります。 今後

圏の大 学の動向な ど、情報収 集に努めてま いります。
世 界各 地から 多く の観光 客が訪れる 東京オリ ンピック・パラ リンピッ

とも 、本 県を舞 台に した 連続テレビド ラマの実 現に向けて 、魅力的な ロ

次に、 スタジアム 整備につい てでありま す。

クは 、本 県にと って も誘 客の拡大に向 けた絶好 の機会であ り、マーケ ッ
りま す。 平成 二十 六年度 からスタ ートした東 京都との連 携事業では 、東

新た なスタ ジア ム整 備は、ブ ラウブリッ ツ秋田のＪ３ 優勝に伴う Ｊ２

ケ 地情報の提 供を行う など、粘り強く 誘致活動 を続けてま いります。

京を 訪れ た外国 人旅 行者が 東北地方も 周遊するよう 、東北各県 と都が協

ラ イセ ンス取 得へ の動 きが契機 となってお りますが、 一方で、世 界的に

ト やタ ーゲ ットを 意識 した効 果的な情報 発信に取り組 むことが重 要であ

力 して 、東京 を起 点と する観光 ルートを設 定し、海外 メディア等 の招聘
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災 施設 として の活 用な ど、公益 的な役割を幅 広く担う施 設であるこ とが

と から 、ス ポー ツを 中心とし たイベント や県民の健 康づくりに 加え、防

りま す。 しかし なが ら、 その建設 に当たっては 多額の財政 負担を伴う こ

タ ジア ムが、 県内 に整 備されて いない現状 も併せて考 えていく必 要があ

メジ ャー なスポ ーツ で本県 でも普及し てきてい るサッカーの本 格的なス

に主 体的かつ積 極的に推進す ることが求 められてお ります。

所 得の 向上 」と 「農 業生産の 拡大」に向 けた取り組 みを、これ まで以上

をめ ぐる 情勢が 大き く変 化してき ている中で、 本来の目的 である「農 業

業 を展 開し、 農村 地域 の発展を 支えてまい りましたが 、農業や農 協経営

れま で、 農業関 連事 業に加 え、金融か ら共済・ 購買など多岐に わたる事

ウン に建 設され るも ので ありますが、 幅広い機 能を十分に 活用するた め

担をしている状況にあります。また、スタジアムは一般的にホームタ

の例 を除く と、 こう した考 え方に基づき 、地元の自 治体が一定 の財政負

で建 設さ れた 大阪府 の「 パナソニ ックスタジ アム吹田」 など、ごく一 部

こ れま で国内 にお いて 整備され ましたスタジ アムは、民 間の寄附金 等

約 栽培 の拡 大など 、実 需と結 びついた戦 略的な米づく りを、農家 の先頭

目を 定め ながら 産地 拡大 を図るととも に、米に ついても、 業務用米や 契

り 、今 後、立 地条 件や 市場動向 等を踏まえ 、複合化を リードする重 点品

こう した政 策を 推進 するに 当たっての重 要なパート ナーと位置 づけてお

農業の 成長産業化 に全力を挙 げて取り組ん でおります 。ＪＡにつ いては、

転 換を加速す るとともに、 秋田米の戦 略的な生 産・販売を 強化するなど 、

県で は、現 在、 本県 農業の持 続的な発展 に向け、複 合型生産構 造への

に は、 でき る限り 多く の方々 が利用しや すい場所に建 設すること が基本

に立 って 強力 に進 めて いただくこ とを期待い たしており ます。県と しま

期待され るものと考 えておりま す。

となり ます。

して も、 ＪＡの 意欲 的な取 り組みに対 し、メガ団地 事業や夢プ ラン事業

ま た、 今後 、農 協経営 を取り巻 く情勢が一 層厳しくな ることから 、Ｊ

この ため、 今年 度開 催した「 スタジアム 整備のあり方 検討委員会 」に

ところであります。しかしながら、現時点では、建設・運営主体、規

Ａが引き続き農家の負託に応え、積極的に事業を展開し、地域農業を

等 によ り後押 しし 、三 期プラン に掲げる本 県農業の成 長産業化に 向け、

模 ・機 能、財 源の 手当 てのほか 、具体的な建 設場所も決 まっていな いこ

リー ドす る役割 を発 揮して いくために は、それ ぞれのＪＡ において、改

お いて も、建 設場 所は 、交通の 利便性や経 済波及効果 等を考慮す ると、

とか ら、 来年度 は、 こうし た課題を幅 広く議論 ・整理する 場として「新

め て自 らの経 営内 容を 見直し 、財務基盤や 組織体制を 強化してい ただく

ともに 邁進してま いります。

ス タジ アム整 備構 想策 定協議 会」を設置す ることにし ており、そ の協議

必要 があ ると 考えて おり ます。既 に、ＪＡグ ループでは、 現在の県内 十

チー ムの 本拠地 であ る秋 田市の市 街地が望まし いとする提 言がなされ た

結果を 踏まえ、さ らに議論を 深めるべき事 項と考えて おります。

五ＪＡを五Ｊ Ａに合併 する構想を 組織決定し ているとこ ろであります が、

昨 今の 情勢を 踏ま え、 構想実現 に向けた議 論を深め、前 に進める時 期に

な お 、 こ の 協 議 会 に つ い て は 、 こ れ ま で Ｊ リ ー グ の 構 想 に 賛 同 し、
ホ ーム タウン とし て承 認されて いる県や秋 田市など五つ の自治体を メン

来ている ものと認識 しておりま す。

こ うし た状 況の中 、今 般、ＪＡ 秋田おばこ において、不 適正な会計 処

バー とし ている もの であ り、これに加 え、建設 ・運営に関 して民間の 資
金 やノ ウハ ウを活 用す る観点 から、秋田 商工会議所も 参画するも のであ

題は 、全 国屈指 の米 取扱高 を誇るＪＡ において、し かも生産調 整の仕組

理に よる 多額 の累 積赤字 と未収金 の発生が明 らかになり ました。こ の問

最後に、農 業政策に ついてでありま す。

みが 大きく変わ ろうとして いる時期に 発生した事案 であり、そ の影響は 、

ります 。
ま ず、 ＪＡの 役割 と連携 のあり方に ついてで ありますが 、ＪＡは、 こ
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組合 員や 地元仙 北地 域のみ ならず、Ｊ Ａグルー プや秋田米全体 の不信に

業 の拡大に取り 組んでまい ります。

園芸 の実 証等を 通し て、よ り多くの農 業者の生 産意欲を喚起し 、周年農
以上で ございます 。

も つな がりか ねな いも ので、極 めて遺憾で あります。 ＪＡ秋田お ばこで
は、 今後 、弁護 士等 によ る第三者 委員会を設置 し、原因究 明や責任の 所

幾 つか の疑問 には 答えて もらったの ですけれども 、スタジア ム構想の

一点だ け再質問さ せてもらいま す。

を 設け ると伺 って おり ますが、 この問題は、 単に一ＪＡ の不祥事で はな

関係 で、 今、知 事か ら答弁 もらった中 で、一定 の行政によ る支援は必要

●二 十番（渡部 英治議員 ）

く、 農協 組織全 体の 存在意 義さえ問わ れている 事案である と重く受けと

だ と。 その理 解は しま すけれ ども、私が先 ほど提案し た、いわゆ る各市

在 など を明 らか にす るととも に、この問 題に一元的 に対応する 責任部署

め 、ＪＡグル ープの総力を 挙げて対処 してもら いたいと考 えております 。

ていまし たけれども、 その中でや はりいろい ろな声を出 すことによっ て、

町村 が一 つの いろい ろな 参画とい うのが、構 想策定、ま あ協議会と言 っ

の不 安が払 拭さ れる よう、 引き続き職員 を派遣し、 国と連携し ながら、

あるいは場合によっては負担金などいろいろな部分もあるかもしれま

県と しま して も、Ｊ Ａ秋田 おばこが一 日も早く経 営を立て直 し、農家
ま ずは 全容の 解明 と経 営改善計 画の策定等 に向けた指 導を強化して まい

せん 。そ れが初 めて 県全 体の県民の意 向につな がってくる のではない か

と 、そ んな 観点か ら私 、質問 したつもり ですけれども 、その点に ついて

ります 。
次 に、周年農 業の拡大で ございます。

は再度 お答え願い たいと思い ます。
【知事（佐 竹敬久君） 】

収益 性の 高い 農業 経営を 実現するため には、年間 を通して収 入を確保
し、 安定 した雇 用が 見込め る周年農業 の確立が望ま しいと考え ておりま

整備 する という その 条件 であれば 、そういうこ とも必要で あると思い ま

一般論と して、Ｊリ ーグと関係 なくスタジ アムを

組み が大 きなハ ード ルと なってお ります。冬期 間の農業生 産に当たっ て

す 。た だ、 今の ところ Ｊリー グとの関係 からすると 、本拠地に スタジア

●知 事（ 佐竹 敬久 君）

は 、耐 雪型 ハウ スや暖 房機等 の導入によ るコストの かかり増し のほか、

ム を設 ける、 これ が前 提でござ います。です から、本拠 地が秋田市 であ

す が、 積雪寒 冷地 とい うハンデ ィを抱える 本県におい ては、冬場 の取り

低 温で 日照時 間が 少な い状況下 で、安定して 栽培できる 品目が限ら れる

中心 にな って 一定の 方向 性を出す ということ は、今のとこ ろ自然であ ろ

ると いう こと、 また 、秋田 市以外でホ ームタウ ンが三つご ざいますが、

この よう な中 で、近 年はネ ギやしいた けといった 品目が増産傾 向にあ

うと思 いま す。 ただ 、いず れ、例えば市 町村との会 議、あるい は協働政

とい った 課題も あり 、取り 組みにちゅ うちょす る農家が多 いことも事実

るほか 、地 下水 をハ ウスの 融雪に活用し 、低コスト なもみ殻ボ イラーで

策 会議 があり ます ので 、そうい うところで この問題につ いていろい ろな

こ の三 市はソ フト 面で 支援を 今受けてもお りますし、 こういうと ころが

加 温し ながら 高品 質な イチゴを 生産してい る事例や、新 たにメガ団 地に

市町 村か ら御意 見を 伺う という、そう いうこと は可能でご ざいます。 ま

で あります。

おい て、 冬期野 菜で ある セリの栽培に 取り組も うとする動 きも見られ る

た 、町 村会 、ある いは 市長会 、こういう ところについ て、そうい う意見

た だ、 メンバ ーに この二 十五市町村 を入れる となります と、非常に や

そういっ た点も含め て考えてみた いと思いま す。

の具申 というもの もいろいろ な面でいた だくことも可 能でござい ますが、

こ とから、今 後の拡大 に期待が持てる ものと考 えておりま す。
県と しま して は、 こうした 地域資源を 有効活用し 、県内各地 で実践し
てい る成 功事例 を積 み重ね 、それぞれ の地域の実情 に合った形 で普及拡
大 を図 るとと もに 、省 力化・軽 労化にもつ ながるＩＣ Ｔを活用し た施設
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やこ しい ことに なる という 、そういう ことにも なろうと思いま す。そう
い うこ とであ りま すの で、いず れいろいろ な、この協 議会で整理 したも
のに つい ては、 それ がす ぐ実現と いうよりも、 その整理し た課題をい ろ
い ろな面で、 幾つかの 案が出てく ると思いま すが、それを 議会での議 論、
あ るい はいろ いろ な、 市長会、 町村会等にい ろいろな面 で情報提供 しな
がら 、御 意見を 伺い ながら 、様々なそ の後の方 針を進めて いくという、
二 段階 、三段 階の その 状況が あろうと思い ます。そう いうことで 、そう
いう 状況 の中 で妥当 性を 審議しな がら、その 実現の方向 性を探ってい く
とい うのが 今の 状況 でござ いますので、 全体で全部 議論すると なると非
常に そう簡単に はいかない のではないか という、逆 に。そうい うことで 、
先ほ ども 申し上 げま した とおり、他の 市町村に も十分に情 報提供しな が
二十 番渡部議員 の質問は終 わりました。

ら 御意見は伺 っていく つもりでござい ます。
●議長（ 鶴田有司議 員）
以上で本日 の日程は 全部終了しまし た。
本日 は、これを もって散会 いたします 。
午後二時 十六分散会
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