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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）

日程第 一、一般質 問を行いま す。

進

治

本日 は、三 十九 番川 口一議員 、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 員の一般 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、三十九 番川

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）

口議員の 発言を許し ます。

おはよ うございます 。自由民主 党の川口一 で

【三十 九番（川 口一議員） 登壇】（拍 手）
●三 十九 番（川 口一 議員 ）

す 。顧 みま すれ ば、 私たちは 、多くの先 人たちの御 努力、御尽 力によっ

て つく られた 、こ のす ばらしい ふるさと秋田 県を継承を させていた だい

てお るわ けでご ざい ます。 そして、何 よりもふ るさとを愛 する気持ち、

愛 郷心 を学ば させ てい ただい ております。 これから先 、この愛す る我が

ふる さと を、 ますま す輝 かせ、潤 いと活力の あるすばら しい県土、地 域

にす ること が、 私た ちに課 せられた大き な責務では ないでしょ うか。今

後 とも 皆様方 の御 指導 を仰ぎな から、県勢 発展のために 一生懸命努 力し

てまいり ますので、 どうかよろ しくお願い をいたしま す。
そ れでは、質 問に入りま す。

はじめ に、知事の 政治姿勢に ついて伺い ます。

知事 はこれ まで 、本 県の人口 問題に苦心 してこられ、 人口減少に 歯ど

め をか けるた めに は、 秋田で暮 らせる若者 を増やすた め、雇用を 生み出

す産 業の 振興を 最重 要視 している と私は受けと めておりま す。現在、 国

で は、 全て の都 道府県 で有効 求人倍率が 一倍を超え ていること などを挙
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お り、 高齢層 が増 加す る一方 で生産年齢人 口の社会減 がとまらず 、それ

強さ は感 じられ ませ ん。本 県は依然と して全国 で最も人口 減少が進んで

復 調傾 向にあ ると いう ものの、 持続的な雇用 を生み出す ような景気 の力

と 」の 首都 圏か ら地 方への環 流が生まれ ている実感 はなく、本 県経済も

少、労働者不足によるところが大きいと考えられ、「しごと」と「ひ

効 求人 倍率は 全国 的に 高率とな っています が、これは 、生産年齢 層の減

げ、 長期 にわた る景 気回復 期にあると しており ます。しかし、 確かに有

が できると思 います。

づく りが 本県で 進む ならば 、将来にわ たって人 材流出を食 いとめること

の 社会 ・経済 の変 革を 担ってい く若者が活躍 できるよう な受け入れ 環境

希 望を 抱き 、自 ら積 極的にか かわってい く意欲を持 った若者、 これから

こと にも 取り組 むべ きと 思います 。そして、地 域の将来に ついて不安 と

を 超え て世界 を相 手に 活躍でき る、新たな タイプの地 域企業を創 造する

を舞 台と した巨 大ビ ジネス チャンスを 捉え、郷 里にいながら時 間や空間

知事に は、本県の 社会減をで きる限り改善 をしてほし いと考えま すが、

第三 期プラ ンを 実行 する四 年間、どのよ うな決意で 取り組まれ るのか、

がひ いて は出 生数の 減少 につなが る連鎖が続 いておりま す。近年、国 に
おい ても、 急速 に進 む少子 高齢化を国難 ともいうべ き最大の課 題として

お聞 かせくださ い。

また 、各地 域の 社会 減問題 と将来性につ いてはどう でしょうか 。地域

取り 上げており ますが、日 本人全体の出 生数の減少 については ともかく 、
地方 にと っては 、む しろ 大都市圏への 若者の流 出による人 口減の是正 こ

に クロ ーズ アップ して みます と、本県で 最も産業や高 等教育機関 の集積

があ る秋 田市 でさ え人 口流出が起 きている現 実を見ると 、全県では 社会

そ が最大事で あると思 います。
知事 は、 「社 会減 を半減 させる」とい う強い意思 とメッセー ジを示さ

減の 歯ど めに効 果を 得られ たとしても 、地域レベル では相当な 格差が生

地域 に恒 産なく して 若者は 定着できず 、担い手のい ない地域社 会は維

れて おり ます。 私も 、人口 問題につい ては、出生率 の向上など も必要で
善に 力を 入れる こと が重 要かつ急 務であると考 えます。特 に、産業の 蓄

持 でき ませ ん。 知事の 提唱す る「高質な 田舎」実現 に向けて、 社会減対

じて いるのでは ないかと危 惧をしてお ります。

積 や財 政資 源が 乏しい 本県は 、他県に増 して、あら ゆる産業に おける成

策 にお いて、 各地 域の 「持続可 能な」将来と それに至る 道筋をどう 描く

は ある ものの 、早 期の 効果発現 が期待でき る対策とし ては、社会 減の改

長 分野 に集中 投資 をし て、若者 に対し継続し て安定した 雇用の場を 提供

のか、お 伺いをしま す。

次 に、農林業 の振興につい て伺います 。

する こと 、賃金 、福 利厚生 などの面で のおくれ を改善し、 魅力を打ち出
し ていくこと が必要ではな いでしょう か。

少社会 の地域課題 の解決に向 けた活用も 考えていかな ければなり ません。

活 用し た新 たな産 業化 や、農 業を含む既 存産業への応 用のほか、 人口減

サー ビス のあり 方も 変え ていくと言わ れており ます。ＩＣ Ｔ等の技術 を

産 現場 を革新 する だけ でなく、 消費・生活 行動にも大き な影響を与 え、

産業革 命は 、イ ノベ ーショ ンのスピード がすさまじ く早く、働 き方や生

して あら われて きて おりま す。とりわ け畜産につい ては、前年 を十二億

外の 産出 額が ここ 二十年 で最高の 八百億円に 達するなど 、成果が数 字と

う な取 り組 みの結 果、 平成二 十八年の本 県の農業産出 額を見ると 、米以

略作 物の 生産拡 大を 重点 的・集中的に 推進をし てまいりま した。この よ

進 める ため、 園芸 メガ 団地や大 規模畜産団 地の全県展開 などにより 、戦

知事は これ まで 、本 県農業の 積年の課題で あった米依 存からの脱 却を

はじめ に、秋田牛 の生産拡大 方針について であります 。

また 、イ ンター ネッ トのバ ーチャルな 世界に広がる 、立地や資 本・生産

円 上回 る三百 六十 四億 円となっ ており、戦 略部門の稼 ぎ頭として 本県の

目下 、あ らゆ る分野 で起こ っているＩ ｏＴやＡＩ の進展による 第四次

設 備の 規模、 従業 員数 や宣伝費 の大きさな どに全く影 響されない 、地球
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象 とす る畜 産振 興の 拠点がで きたこと。 二つ目は、 平成二十四 年に長崎

析を して おりま す。 一つ 目は、統 合家畜市場の オープンで 、全県域を 対

私 は、 本県の 畜産 が奮 闘している背 景には、 三つの出来 事があると 分

し て、 改めて 土砂 災害 の防止に 係る森林の役 割が大きい ことを再認 識を

と りわ け、 昨年 の豪 雨が県土 に甚大な被 害を与えた 状況を目の 当たりに

る森 林も 多く、 引き 続き 間伐をは じめとした整 備が必要と 思われます 。

は ない でしょ うか 。し かしなが ら、本県に は、まだま だ成長の過 程にあ

いる こと を踏ま えれ ば、林 業にも明る い兆しが 見えてきたと言 えるので

で開 催をされた 全国和牛能力 共進会で、 義平福が全 国第二位を 獲得をし、

いたしま した。

複合化を 牽引してい ると言っても よいのでは ないでしよ うか。

本県 の畜 産業界 がこ れまで にない盛り 上がりを みせてきた こと。そして
の生産 流通体系が 確立したこ とであります 。中でも、 秋田牛につ いては、

的な 整備・ 保全 に取 り組ん でいくべきも のと考えま すが、知事 の御所見

で次 世代 に引 き継い でい かなけれ ばならない ものであり 、今後とも積 極

森 林が 将来に わた って 地域の産 業や生活に密 着したもの で、健全な 形

知事 自らの トッ プセ ールス によって、首 都圏の量販 店グループ や関西の

をお 聞かせくだ さい。

三 つ目 は、平 成二 十六 年十月 の秋田牛のデ ビューによ り、オール 秋田で

老 舗百 貨店な どの 新た な販路を 開拓をした ほか、タイ や台湾におい て、

この よう に、 国内 外で秋 田牛を求める 声が高まっ ている中で 、さらな

検討 を進 め、県 議会 として も森林環境 税の早期の創 設について 、国へ要

達成 に向 けて 、森 林吸 収源対策に 関する安定 的な財源を 確保する制 度の

次に、 森林環境税を 活用した森 林整備の推 進について 伺います。

るブ ラン ド力向 上を 図るた めに、顧客 からのオーダ ーに確実に 応えてい

望 をし てきた とこ ろで あります 。このよう な中、昨年 十二月、森 林環境

和牛 ブー ムも追 い風 にな り、現地での 評価は上 々で、今後 ますます需 要

く こと が何よ りも 重要 であり、 この機を捉 えて一層の 生産拡大を 進める

税の 創設 が盛り 込ま れた 平成三十 年税制改正大 綱が閣議決 定をされ、 都

国 では 、二 〇二〇 年度 及び二〇 二〇年以降 の温室効果ガ ス削減目標 の

必要 があ ると考 えて おり ます。需 要の拡大に対 応できる供 給力を確保 す

市 ・地 方を 通じ て、国 民一人 一人が等し く負担を分 かち合うこ とによっ

拡 大が期待を されてい ると聞いており ます。

る ため 、生 産基 盤をど のよう に強化をし ていくのか 、具体的な 方策につ

れる こと になり まし た。豊 かな森林を 有する本 県において 、市町村が主

て ・温 室効果 ガス 吸収 源等とし ての重要な役 割を担う森 林整備が実 施さ

次に、森林 の整備・ 保全の推進 についてであ ります。

体 とな った間 伐等 の森 林整備 がさらに促進 されると大 いに期待を してい

いて お伺いをし ます。
本 県の 豊かな 森林 は、 日本三大 美林の一つと して知られ 、秋田杉を 中

に 寄与 してき まし た。 さらに、 県の木であ る秋田杉は、 昭和四十年 代に

水源か ん養 など の公 益的機 能を果たすこ とで、地域 の人々の安 心や生活

まで 以上 に森林 整備 につ いて積極的な 役割を果 たすことに なるため、 そ

は 平成 三十一 年度 から 実施する ことになっ ておりますが 、市町村が これ

森林環 境税 の徴 収は 平成三十 六年度からで すが、税の 対象となる 事業

るとこ ろでありま す。

は年間一 万ヘクター ルの造林運 動が展開を され、先人 のたゆまぬ努 力で、

の 実施 体制 など課 題も 多くあ るものと認 識しておりま す。森林環 境税を

心に 古く から 地域の 経済 活動や雇 用の場であ るとともに、 国土の保全 や

現 在、 全国 一の資 源量 を誇る までに成長 をし、今まさ に利用期を 迎えつ

負担 をす る国 民・ 県民の 期待に応 え、その目 的の達成に 向けて、県 と市

要が あると考え ますが、知 事の御所見 をお伺いをし ます。

町村 が連 携をし 、求 められ ている取り 組みを着実か つ効果的に 進める必

つあり ます。
かつ て六十 四万 立方 メートル までに落ち 込んでいた素 材生産量も 、平
成 二十 八年に は百 二十 九万立方 メートルま でに達する など順調に 伸びて
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じ めと する 幅広 い分 野におい て、長きに わたり交流 を積み重ね てきてお

結以 来、 同省に おけ る遺 跡の合同 発掘、医療や 農業などの 技術交流を は

本 県と 中国甘 粛省 との 交流について は、昭和 五十七年の 友好提携の 締

次に、中国 甘粛省と の林業技術交流 について 伺います。

ま せん。

結び つい たのは 四十 件に 満たず、 取り組みの成 果がまだ十 分に出てお り

第 三位 で、昨 年十 月時 点で累計 一千件を超 えておりま すが、事業 承継に

ぎ支 援セ ンター に寄 せられ る年間の相 談件数は 、東京、大阪に 次ぎ全国

経 営者 の高齢 化が 顕著で ある本県に おいて、地域 の雇用の確 保や活性

次に、県北 地域の観光に ついて伺い ます。

ります。私は、昨年七月に「秋田県森林林業林産業活性化推進議員の

の山 地は、 まさ に不 毛の地 という状態で あります。 雨が集中す る六月ご

はじ めに、十和 田湖観光の 活性化につい てでありま す。

化のため にも、中小 企業の事業 承継は喫緊 の課題でもあ ります。知 事は、

ろ は、 洪水や 土砂 の流 出により 農業生産は 大きな打撃 を受け、住民 生活

平成 二十八 年七 月に 、十和 田八幡平国立 公園が環境 省の「国立 公園満

会」 の一 員とし て蘭 州市を 訪問し、緑 化植林事 業の取り組 みを視察をし

も脅 かさ れてお り、 都市 の発展を阻害 する大き な要因とも なっており 、

喫 プロ ジェ クト」 のモ デル地 域として選 定をされたこ とは、県北 地域に

中 小企 業の事 業承 継を どのよ うに進めてい くのか、そ のお考えを お聞か

甘 粛省 が進 めてい る緑 化植林 技術の取り 組みについて 、交流の一 環とし

生活 をす る私 たち にと って大きな 喜びでもあ り、なれ親 しんでいる 十和

て きま した。 甘粛 省は 雨が少 なく乾燥して いることに 加え、水資 源の浪

て、 本県 でも っと 技術 面での支援 ができない ものかと改 めて考えさ せら

田八 幡平 のポテ ンシ ャルを 改めて実感 することがで きたニュー スでもあ

せくだ さい。

れま した 。現在 、甘 粛省は 、本県との 林業に関する 技術交流に 関心があ

り まし た。世 界水 準の ナショナ ルパークと してのブラ ンド化を目 指した

費、 森林 の過 度の伐 採な どにより 砂漠化が進 んでおり、 特に蘭州市郊 外

ると 聞いており ますが、今 後の交流の 見通しに ついてお聞かせ ください 。
昨 年末 、秋 田市 に本社 を置き、 全国展開す る外食チェ ーン企業が 、鹿

なっている「十和田八幡平国立公園ステップアッププログラム二〇二

そ こで 、当 該プ ロジェ クトの具 体的な取り 組みとその ロードマッ プと

取り組 みには、大 きな期待をし ているとこ ろでもあり ます。

角 市に ある日 本酒 製造 会社を完 全子会社化し たとの発表 がありまし た。

〇」にお いて、県の 取り組み状 況をお伺いを します。

次に、 事業承継に ついて伺いま す。

この 酒造 会社は 、明 治五年 創業の蔵元 を前身と する地域の 有力企業でも
持った 経営者が「 秋田県事業 引継ぎ支援セ ンター」に 相談をした ところ、

光案内 施設 の整 備」 が盛り 込まれており ますし、現 在、小坂町 では基本

いて 、湖 畔近 くにあ った ホテル跡 地を活用し た「道の駅機 能を有した 観

ま た、 当該プ ログ ラム には、秋 田県側の玄関 口である和 井内地区に お

地元金 融機 関の 仲介 等を経 て、ついにＭ ＆Ａにより 経営の継続 が可能と

計 画を 策定中 であ ると 伺ってお ります。こ のエリアには 、地域団体 商標

ありますが、後継者がおらず存続が危ぶまれておりました。危機感を

なっ たものであ ります。

済研 究所 が今 月公 表した 県内企業 アンケート 調査では、 経営者の約 半数

代 時期 が迫 ってお り、 事業承 継は大きな 問題となって おります。 秋田経

の誘 客に 向けた 十和 田湖観 光の活性化 策について、 知事の御所 見をお伺

丸ご と観 光資 源と して活 用できる と考えてお ります。こ うした本県 側へ

へ の水路をヒ メマスが 遡上する姿も見 られるな ど、ヒメマ スの食を含 め、

を取 得し た「十 和田 湖ひ めます」のふ 化場もあ り、秋には 湖からふ化 場

が「 後継 者が未 定」 、その うち半数以 上が「適当な 後継者が見 つからな

いを します。

我が 国の中 小企 業経 営者の 平均年齢は、 約六十歳と 高齢化し、 大量交

い 」と 回答を して おり ます。こ のような事 情を反映し 、秋田県事 業引継
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東 北自 動車 道に 直結 をします 。県北地域 の高速交通 ネットワー クが有機

る見 込み となっ てお り、 いよいよ 大館能代空港 が小坂ジャ ンクション で

こ の三 月二十 一日 には 「鷹巣ＩＣか ら大館能 代空港ＩＣ 」間が開通 す

次に、大館 能代空港 への国際チャー ター便の 誘致につい てでありま す。

く 学校 とする とと もに 、地域産 業を支える人 材を育成す る学校であ って

よ き伝 統を 引き 継ぎ 、今まで の特色を生 かした、さ らなる発展 をしてい

具体 的な 構想を 検討 して いく必要 があります。 ぜひ、統合 校では三校 の

ど のよ うな人 材を 育成 するのか という学校 のコンセプ トも重要で あり、

これ から の社会 の変 化や地 域の実情を 踏まえな がら、目指す学 校像や、

統 合の 具体的 な構 想の 策定に当 たっては、地 域の方々の 様々な御意 見

的 に結 ばれる こと によ り、物流 ・交流が増大 をし、地域 発展へとつ なが
玄 関口 になる 大館 能代 空港の すぐ目の前に インターチ ェンジがあ るとい

を伺 いな がら 検討を 進め てもらい たいと考え ていたとこ ろ、三校の同 窓

もらいた いと考えて おります。

う高 い利 便性 を武器 とし た、観光 客の拡大を 図るチャン スでもあると 考

会や ＰＴＡ の方 々か らなる 協議会が立ち 上がったと 聞いており ます。そ

る期 待が 大きく 膨ら んでい るところで もあり、 特に、首都 圏からの空の

えます。

らト ップ セー ルス で現 地に赴くな ど、相当に 力を入れて 取り組んで いた

る よう でも ありま す。 台湾に 対するイン バウンド誘致 活動では、 知事自

高の 百二 十便と なる との ことであり、 定期路線 化への期待 も高まって い

その 役割 も大変 重要 である と考えます が、統合高校 ではどのよ うな学科

てもら いたいと考 えておりま す。現在、 小坂高校に は環境技術科 があり、

の 将来 を見 据えた 特色 のある 学科として 、地元の意向 を十分に汲 み入れ

さら に、統 合校 の学 科やコ ースの設置に 当たっては 、地域産業 や生徒

こで 、この協議 会の進捗状 況と今後の進 め方につい てお聞かせ ください 。

だい てお ります が、 インま たアウトの 利用空港全て が秋田空港 となって

を 設置 するの か、 開校 に向けて どのように 進めていく のか、教育 長にお

今 年度 におけ る台 湾から の秋田空港 への国際 チャーター 便は、過去最

い ると ころで もあ り、 県北地域 として考え ますと、一 部の便のみ でも大

伺いを します。
いを します。

次 に、 「北 海道 ・北東 北の縄文 遺跡群」の 世界遺産登 録について お伺

館能 代空 港を活 用し てい ただけれ ば大変ありが たいと思っ ているとこ ろ
で もあ りま す。 相手が あるこ とですから すぐに実現 できるもの ではない
こ とは 承知し てお りま すが、十 和田湖を訪れ る台湾から の旅行者も 季節

次に、鹿角小 坂地区の高 等学校の統 合につい て伺います 。

然 と人 間が共 生を し、 狩猟、採 集、漁労を 生業の基盤と して、一万 年以

堂岱遺 跡の 視察 も実 施する ことができま した。その 際、縄文文 化は、自

昨年 は、二 月に 県議 会の皆様 の参加を得 て世界遺産 登録推進議 員連携

少 子化 による 生徒 数の減 少を見込み 、平成二 十八年三月に策 定された

上も の長 きにわ たり 営ま れた、世界史 上、例を 見ない先史 文化である こ

を問 わず 増加を して おり、 外国人の誘 客を強化 するナショ ナルパークと

第七 次秋 田県高 等学 校総 合整備計画で は、鹿角 ・小坂地区 の全体の教 育

と や、 農耕 に依存 する ことに 伴う自然の 改変がなかっ たという点 で、世

を 設立 するこ とが でき ました 。また、七月 には鹿角市 ・北秋田市 の市議

力 を高 める ため、 花輪 高校、 十和田高校 、小坂高校の 三校を統合 をし、

界の 他の 先史 文化 と違う 大きな特 徴があるこ とから、改 めて現在に 生き

し ての 整備も 行わ れて いるこ とから、長期 的な視点に 立った取り 組みの

新た な学 校を 設置 する方 針が打ち 出されまし た。学校に ついては、 将来

る私 たち に縄文 遺跡 群を未 来に引き継 ぐ責任がある ことを感じ たところ

会議 員連 盟の 方々と とも に、本県 の構成資産 である大湯環 状列石、伊 勢

の子 供た ちのた めに 充実し た教育環境 を整えていく ことが最も 大切であ

で もあ ります 。そ の点 でも、五 度目の挑戦 となった昨 年七月末の 文化審

方向性 をお示しし ていただき たいと思いま す。

り 、統 合の早 期実 現を 目指して もらいたい と考えてお ります。そ の際、
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議会にお ける推薦見 送りという結 果は、大変 残念なこと でもありま した。
し かし ながら 、四 道県 では、結果発 表翌日に は今後の進 め方につい て
文化 庁と 協議を し、 新た なプロジ ェクトチーム を設置して 対応を検討 す
る こと とし たと 聞い ておりま す。その後 、九月には 、北秋田市 の市民有

県当局 の答弁を求 めます。

以上 で私の 一般 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）

【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】

ラン ティ アが 活動を し、 報告をし た「伊勢堂 岱ジュニア シンポジウム 」

なった機運の醸成が図られておりますし、十一月には小・中学校のボ

ある ものの 、現 在進 行系と しては就職・ 進学などに よる若者の 首都圏等

本県 の人 口減 少につ いては 、高齢化に よる自然減 という歴史 的側面は

ま ず、私の政 治姿勢につい てでありま す。

おはよう ございます。 川口議員の 一般質問に お答

も開 催され てお りま す。ま た、鹿角市で は、地元有 志による実 行委員会

へ の流 出が大 きな 要因 であり、 将来の自然 動態にも影 響を与える若 者の

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

で の主 催で、 十和 田中 学校の生 徒の協力を 得ながら「 ストーンサー クル

社会 減に 歯どめ をか ける ことが、まず 第一に取 り組むべき 課題である と

志 から なる実 行委 員会 が「縄文 まつり」を開 催をしてお りますが、 その

縄文祭 」が八月に開 催をされた ほか、十一 月には文化 庁の調査官を 招き、

考 えて おり ます。 この ため、 第三期ふる さと秋田元気 創造プラン におい

えを申し 上げます。

縄 文シ ンポ ジウム 「大 湯環状 列石を語る 」会が開催を され、遺跡 の内容

ても 、六 つの 重点 戦略 のトップに 「秋田の未 来につなが るふるさと 定着

中で 、市 の合唱 グル ープの コンサート が行われ るなど、市 民全体一体と

や価値 を再確認を しました。

文化 遺産 に登録 をさ れた大 日堂舞楽や 花輪祭の 屋台行事が あります。縄

す 活動 が着実 に続 けら れており ます。また、 鹿角市には 、ユネスコ 無形

さ れて 県北 部の 学校に 広く案 内するなど 、地元では 世界遺産登 録を目指

戦 力人 材の育 成が 着実 に進ん できておりま す。また、 製造業では 、ＥＶ

営の 取り 組みが 軌道 に乗り つつあるこ とに加え 、秋田林業 大学校での即

す が、 例えば 、農 林水 産業では 、意欲ある若 者の就農を 呼び込む複 合経

現 在の 人口 構成 から、 当面の人 口減少は避 けられない 状況ではあ りま

回帰 戦略 」を位 置づ けると ともに、そ の施策の最初 に「社会減 の抑制に

文 遺跡 群の世 界文 化遺 産への 登録は、その 価値が認め られること の喜び

など 次世 代自 動車の 生産 拡大を見 据え、電子 関連産業に大 きな可能性 が

大湯 環状列 石で は、 毎年春に は鹿角市植 樹祭が行われ 、ブナやト チ、

はも ちろ んで すが、 無形 文化遺産 とともに、 交流人口の拡 大や地域の 活

生じて きて いる とと もに、 輸送機関連の 有力企業を 誘致したほ か、観光

向 けた 雇用の 場の 創出 、人材育 成・確保」 を掲げ、社 会減対策に 積極的

性化に つな がる もの と考え ますので、地 元として早 期の実現を 期待をし

分 野で は、新 たな 誘客 コンテン ツによる交 流人口が拡大 するなど、 明る

ク リな どを植 え、 育て ることで 縄文の森を 整備をして おりますし 、環状

て おり ます。 年の 改ま った正月 の新聞では 、今年の推薦 で競合する とみ

い兆 しも 見えて きて おり ます。このよ うな積極 的な産業振 興策により 、

に取り 組むことに しております 。

られ る「 金を中 心と した 佐渡鉱山の遺 産群」よ りも、我が 縄文遺跡群 を

質 の高 い雇 用環境 を創 出する とともに、 若者の定着・ 回帰と移住 の促進

列石 のク リーン アッ プイ ベントや 実物資料を用 いた体験学 習講座が準 備

有 力視 する 意見が ある との報 道に触れ、 いよいよ今年 こそはとの 思いを

を図 る社 会減 対策 を一層 推進し、 ふるさと秋 田をしっか りと次世代 に引

県 内の 各地域 にお ける社 会減の具体 的な対策 については 、まずは各 市

き継いで いけるよう 、強い気持ち で臨む決意 であります 。

強くし たところで もあります 。
そこ で、再 度、 遺跡 群の世界 遺産登録に 向けた教育長 の意気込み をお
伺い をします。
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置を 講じ 、計画 的か つ確実 に規模が拡 大される サポートをして まいりま

県と しま しては 、肉 用牛の さらなる振 興を複合型生 産構造への 転換の

町村が定 めた地域版 総合戦略等に 基づき行わ れるべきも のでありま すが、
各地 域の 状況を 把握 し、 持続可能 な地域づくり を進めると いう視点が 重

牽 引役 と位 置づ け、 農家の生 産意欲を喚 起しながら 、大規模な 肉用牛団

す。

要 であ りま す。 この ため、今 年度から新 たに、アン ケート調査 結果等を

地 の全 県展開 を柱 に、 増大する 秋田牛の需要 にしっかり と対応でき る供

県 外転出超過と いう実態は 、県及び市 町村の共 通の課題である ことから 、

も とに 、地域 課題 や住 民ニーズ を踏まえ、そ の解決に向 けた方策の 検討

次 に、森林の 整備・保全の 推進でござ います。

給体制を 構築してま いります。

住 民と の意見 交換 を行 いなが ら、持続可能 な地域づく り計画を地 域振興

森林 の有 する 水源の かん養 や県土の保 全、地球温 暖物防止な どの様々

を行 って いると ころ であり 、これらを ベースに 、来年度に おいて、地域
局単 位で 取り まとめ 、課 題解決に 向けた処方 せんを明ら かにすること に

秋田 牛ブラ ンド を確 かなも のにするため には、秋田 牛に対する 消費者

次 に、 農林業 の振 興につ いて、秋田 牛の生産 拡大方針で ございます。

要 であ るこ とから 、森 林施業 の集約化や 高性能林業機 械の導入、 路網の

こと にし ており ます 。と りわけ、本県 のスギ人 工林の約八 割で間伐が 必

に 保全 するこ とが 重要 であり、 三期プラン においても 重点的に取り 組む

な機 能を高 度に 発揮 するた めには、間伐 や治山対策 等により森 林を適切

や 実需 者の ニーズ を高 めると ともに、そ のニーズに確 実に応えて いくこ

整備を 積極的に進 め、効率的 かつ着実に 間伐を実施 してまいりま す。

いたして おります。

とが 重要 であ り、 認知 度向上と出 荷ロットの 拡大に向け た対策をセ ット
認 知度 向上に 向け ては 、私自ら、秋 田牛ブラ ンド推進協 議会の会長 と

甚大 な被 害をも たら すこ とが指摘 されており、 被災地の早 期復旧はも と

部 豪雨 に見ら れる よう に、山腹 崩壊に伴い 大量の流木 が発生し、 下流に

また 、近年 、豪 雨な どによる 被害が大規 模化する要因 として、九 州北

して 先頭 に立ち ＰＲ に努 めてきた ほか、量販店 でのフェア の開催や飲 食

よ り、 被害 の未 然防止 に向け 、治山ダム の設置や危 険木の除去 等の治山

で進めて いるところ であります。

店 にお ける メニ ュー化 の支援 等により、 首都圏を中 心に多くの 受注があ

さら に、県 内に おい てはナラ 枯れ被害が 拡大してい ることから 、県民

事業 に力を入れ てまいりたい と考えてお ります。

いる タイ に加え 、最 近では 台湾からも 、日本か らの肉類輸 入解禁後直ち

の 生活圏に隣 接する里山林 などを中心 に、防除 対策や被害 木の除去など 、

る だけ ではな く、 海外 において も、秋田牛専 門焼き肉店 などが開店 して
に オフ ァーが ある など 、秋田 牛ブランドは 着実に浸透 してきてい ると感

良好 な景 観の 維持に 向け た取り組 みを進めて まいります。 こうした森 林

整備の 取り 組み を積 極的に 推進し、全国 に誇る緑豊 かな森林資 源を、次

じてお ります。
また、 出荷 ロッ トの 拡大につ いては、引き 続き、夢プ ラン事業や 肥育

ます 。具 体的 には 、畜産 クラスタ ー事業等を 活用し施設 整備を支援 する

に 支援 し、 秋田牛 の生 産基盤 の強化につ なげてまいり たいと考え ており

今後 は、 旺盛な 拡大 意欲 を示している 若い担い 手等の取り 組みを積極 的

かね てか ら創設 を強 く要望 してきてお り、その実現 によって、 森林整備

久的 な財 源と なる ことか ら、全国 有数の林業 県である本 県において も、

森 林環 境税 は、森 林吸 収源対策 を着実に実 施するための 安定的かつ 恒

次に、森林 環境税を 活用した森 林整備の推 進でござい ます。

の世 代へ確実に 引き継いで まいります。

とと もに 、長引 く子 牛価格 の高騰が素 牛導入の阻害 要因になっ ているこ

の 一層 の推進 はも とよ り、県内 の雇用創出 にもつなが るものと期 待いた

牛 預託 制度の 無利 子化 等により 繁殖・肥育 双方の増頭を 図るととも に、

と から 、こう した 大規 模畜舎の 建設に伴う 素牛導入に 対し新たな 助成措
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特定 には 一定の 時間 を要す ることから 、平成三 十一年度の 制度の運用開

自 然条 件が厳 しく 経済 的に成り 立つかなど、 税事業の対 象となる森 林の

保 する 取り 組み 等に 活用でき るものとさ れておりま す。しかし ながら、

主体 とな り、森 林の 間伐 を適切に 行うとともに 、森林整備 の担い手を 確

こ の制 度は、 都市 ・地 方を通じて国 民が等し く税を負担 し、市町村 が

を 集中 支援実 施期 間と 位置づ け、来年度か ら、事業承 継税制の納 税猶予

域の 関係 機関に よる 連携体 制づくり等 を進めて きましたが 、今後十年間

と ころ であり ます 。国 において も、本県の取 り組みなど をモデルに 、地

「 事業 引継 ぎ支 援セ ンター」 と連携し、 円滑な事業 承継を支援 してきた

承継 相談 推進員 が企 業訪 問等によ り啓発や掘り 起こしを行 うとともに 、

る 支援 ネット ワー クを 構築し、 支援施策等 の情報共有 を図るほか 、事業

こう した ことか ら、 県では 、金融機関 や商工団 体などの関係機 関からな

始 に向 けた準 備期 間が 限られ ている状況に あります。 また、市町 村にお

制度 を抜 本的 に見直 し、 大幅に拡 充するとと もに、地域 での取り組み に

しており ます。

いて は、 森林 所有者 の意 向の確認 や、所有者 から委ねら れた森林の管 理

対する支 援事業を更に 強化するこ とにしてお ります。

県 とい たしま して は、こ れまでの取 り組みに 加え、事業 の譲り受けを

など 、その 役割 が多 岐にわ たるものの、 林業に精通 する職員が 不足し、
実施 体制の面で 課題を抱え ております。

国 の事 業も フルに 活用 するこ とにより、 雇用の維持に 貢献し、独 自の技

希望す る県外在住者 とのマッチ ングを支援 するほか、 商工団体と連 携し、

や 、技 術者 を雇用 する 場合の 人材情報の 提供を行うな ど、森林環 境税に

術・ サー ビス など を有 する貴重な 地域企業の 事業承継を 一層推進し てま

この ため、 県と いた しまし ては、市町村 職員を対象 とした研修 の実施
よる 事業 が円 滑か つ着 実に実行で きますよう 、市町村を しっかりと バッ

いります 。

次 に、 県北地 域の 観光 振興について 、十和田 湖観光の活 性化でござ い

クアップ してまいり ます。
次に 、中国甘粛 省との林業 技術交流で ございます 。

た 三十 五周年 記念 行事 を契機 に、協議再開 の意向が示 され、先月 には、

粛省 側の 事情に より 延期と なっており ました。 昨年七月に 開催されまし

い て要 望があ り、 その 実現に向 けて協議をい たしてまい りましたが 、甘

団 が訪 問し た際 、甘粛 省から 研修生の受 け入れや技 術者の派遣 などにつ

の再 整備 に加 え、自 然公 園をＰＲ するための 多言語マップ の作成を行 っ

県 では 、来訪 者の 快適 性を高 めるため、秋 田焼山避難 小屋の改築 や歩道

総合 的な インバ ウン ド誘客 対策に一体 となって 取り組んで おります。本

プ プロ グラム に基 づき 、ソフト ・ハードの両 面から十和 田八幡平地 区の

現 在、 環境 省、 北東北 三県及び 地元市町村 等において 、ステップ アッ

ます。

甘粛 省林 業庁 から協 議の 再開を打 診する文書 が届いたとこ ろであり、 近

たほか 、十 和田 湖周 辺にお いては、発荷 峠多言語案 内板の設置 や西湖畔

平成 二十 五年度 に、 甘粛省 との友好提 携三十周年記 念行事で本 県交流

日中に 再開 に応 じる 旨、回 答することに しておりま す。また、 今年中に

や、その周辺に点在する滝をめぐるコースなど、地域の特色ある観光

遊 歩道 の整備 、紫 明亭 展望台の 改修、休平 公衆トイレの 修繕などを 実施

次 に、事業承 継でござい ます。

コン テン ツを 体験 型プロ グラムと して整備を 進めており 、来年度も 、発

公 式訪 問団が 来県 する 予定と伺 っており、 その際に、技 術交流の内 容等

我が 国の 中小 企業 の多くが 世代交代期 を迎える中 で、特に本 県では、

荷峠 公衆 トイレ や西 湖畔遊 歩道の整備 などを行うほ か、二次ア クセスの

して まい ったと ころ であ ります。また 、ゴムボ ートで湖を 楽しむツア ー

経営 者の 高齢化 や後 継者不 足が顕在化 してきており 、事業継続 が可能な

利便 性の向上や 、旅行商品 の造成促進 等に取り組ん でまいりま す。

を定めた 覚書の調印 を行いたい と考えてお ります。

優 良企 業が廃 業や 経営 不安に陥 いる事態は 、大きな損 失でもあり ます。
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県 にと って重 要な 観光 地である 十和田湖全 体の魅力向 上に寄与す るもの

校を 統合 し、新 たな 魅力 ある学校 を設置する予 定でありま す。統合校 の

鹿 角小 坂地区 にお きま しては、花輪 高校、十 和田高校、 小坂高校の 三

いと考え ております 。

であ り、 引き続 きス テッ プアップ プログラムを 推進し、自 然や食など 、

設 置に 当た って は、 教育環境 の整備や学 科構成、校 舎の設置場 所など統

今後 、和井 内地 区が ヒメマス のふ化場を 含めて整備 されることは 、本

地 域な らで はの 魅力 ある資源 の付加価値 を高めなが ら、観光客 の視点に

合 校の あり方 につ いて 協議や検 討を進めるた め、昨年十 二月に協議 会を

立ち 上げ ており ます 。協議 会の委員は 、三校の 同窓会やＰ ＴＡなどの学

立ち 、受け入れ 態勢の整備促 進を図って まいります 。
次に、大館 能代空港 への国際チ ャーター便 の誘致につい てでありま す。

校 関係 者をは じめ 、教 育行政 、産業団体な どの代表者 二十名で構 成して

こ れま での二 回の 協議会 では、それ ぞれの立 場から地域 の発展を願っ

大 館能 代空港 につ いて は、来月 、大館能代空 港インター チェンジが 供

き てお ります 。ま た、 昨年には 、国内外か らさらなる 観光誘客を図 るた

た建 設的 な御意 見を 多数 いただいてお ります。 この後、さ らに二回の 協

おり 、地 域の 方々の 御意 見を広く 伺いながら 協議を進め ているところ で

め、 函館 ・津軽 ・秋 田広 域観光推進協 議会が設 立されたほ か、弘前市 が

議 会を 開催 し、今 年度 中には 報告書を提 出していただ くこととし ており

用さ れる こと になり 、岩 手県北部 や青森県弘 前市を中心 とする南津軽 エ

大 館能 代空 港利用 促進 協議会 に参加の意 向を示すなど 、同空港を 中心と

ます 。ま た、 学科 やコ ースにつき ましては、 産業系も含 め、地域の 中学

あります 。

した 広域 的な 誘客 の態 勢づくりが 進んできて おります。 こうしたこ とか

生の 志望 動向、 地域 産業、 卒業後の進 路の見通し等 を十分に踏 まえた上

リア が、約 一時 間の アクセ ス圏内に入る など、交通 の利便性が 向上して

ら、 同空 港は、 本県 や青森 、岩手はも とより、外国 人旅行者に 人気の高

で、 総合的に検 討してまい ります。

今後 は、 協議会 の報 告書や これまでの 市・町からの 要望など、 地域の

い 函館 にも及 ぶ広 域観 光の拠点 空港として 、大きな発 展の可能性 を有し
ている と考えてお ります。

思 いに 配慮 した 基本構 想の策 定に入りた いと考えて おります。 未来の高

校生 のために充 実した教育環 境を整え、 魅力ある学 校づくりを 目指して、

大 館能 代空 港発 着の国 際チャー ター便は、 平成二十三 年の台湾か らの
便 を最 後に運 航さ れて おりませ んが、将来的 な誘致に向 け、海外の 航空

統合の早 期実現に向 けた取り組 みを推進して まいります 。

を重 ねて おり、 今年 の三 月末の提出期 限に向け て、素案の 見直しや修 正

書 素案 の再検 討を 進め ていると ころであり ます。現在ま でに四回の 検討

を加え たプ ロジ ェク トチー ムを立ち上げ 、国内推薦 決定の鍵と なる推薦

りま すが 、昨 年七月 の推 薦見送り の決定を受 け、四道県で は、関係市 町

次 に、 「北海 道・ 北東 北の縄文 遺跡群」の世 界遺産登録 についてで あ

会社 や旅 行会社 に対 し、地 元市町村や 他県との 連携を図り ながら、魅力
あ る観 光資源 や交 通ア クセス の利便性等を 、これまで 以上に積極 的にＰ
Ｒして まいります 。
私からは以上 でございま す。
川口 議員から ご質問のあ りました、 鹿

【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）

県教 育委 員会 では 、少子化 が進む中に あっても、 高校生の多 様で豊か

のも と、 第五回 縄文 遺跡群 世界遺産登 録推進本部会 議を開催し 、各自治

また 、昨 年の 十一 月には、 四道県の知 事をはじめ とした関係 者の出席

を 進めていく こととし ております。

な学 びを 支えな がら 教育環 境の維持向 上を図り、地 域の活性化 に貢献で

体 が一 丸とな り、 早期 の登録実 現に向けた 取り組みを 推進してい くこと

角 小坂地区高 等学校の 統合についてお 答えいた します。

き る人 材の育 成を 一層 進めるた め、統合等 再編整備を 推進してま いりた
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薦決定 に向けてよ り踏み込ん だものとなっ ているとこ ろでありま す。

モ スの 調査を 意識 した 具体的 な指導をいた だくなど、 指導の内容 も、推

向け た文 化庁と の協 議も平 行して進め ており、 推薦後に予 定されるイコ

圏 にお ける機 運の 醸成 も図られ てきておりま す。この間 、推薦の獲 得に

し たフ ォー ラム には 、約四百 五十名の方 々に御参加 いただくな ど、首都

多く の方 々に御 参加 いた だいたほ か、今年の一 月に東京都 において開 催

秋 田市 で「世 界遺 産登 録推進秋 田フォーラ ム」を開催 し、県内各 地から

といたし ました。さ らに、十二月 には、登録 に向けた機 運を高める ため、
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地 方自治法第 百二十一条 による出席者

休憩前に 引き続き会 議を開きます 。
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休 憩前に同じ

ます。

悦

敏

一

会派み らいの土谷 です。一般 質問のチャン ス

言え ませ ん。 二年続 けて 目撃件数 が過去最多 を更新し、ま た、痛まし い

百 六十 九件、 そし て今 年度の一 千三百一件 は、まさに 異常である としか

目撃 件数 が二百 九十 五件と なっており 、それと 比較すると、昨 年度の八

く 上回っ たこ とに なり ます。二〇 〇五年度か ら二〇一五 年度までの 平均

は 一千 三百 一件 におよ び、過 去最多だっ た昨年度の 八百六十九件 を大き

今年 度、こ れま で県 警に寄 せられた県 内でのツキノ ワグマの目 撃件数

はじ めに、ツキ ノワグマの 被害防止対 策について質 問いたしま す。

をいただ きましたので 、質問をし たいと思い ます。

●三 十番 （土谷 勝悦 議員 ）

【 三十番（土 谷勝悦員） 登壇】（拍手 ）

日 程第 一、一 般質 問を継 続いたしま す。三十 番土谷議員の発 言を許し

●議長（鶴田有 司議員）

聡

今後 も、県 議会 の皆 様をはじ めとした関係 者の方々か らの後押し を大

四 十二番

二

番

本
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き な力 としな がら 、今 年の夏こ そは必ずや 推薦を獲得 できるよう、 鋭意

三十 九番川口議 員の質問は 終わりました 。

準備に 努めてまいり ます。
以 上でござい ます。
●議長（ 鶴田有司議 員）

暫時休憩い たします 。再開は十一時 十分とい たします。
午前十 時五十三分 休憩
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ます 。私 が狩猟 を始 めるき っかけとな ったのは 、転作田に 作付したスイ

十 四年 間、猟 友会 の一 員として 、狩猟、有害 駆除、標的 射撃をして おり

私 は、 昭和 四十 九年 に猟銃所持 許可免許試 験を受けて 合格してか ら四

は 、昨 年十月 に熊 の管 理計画 の見直し案を まとめてい ますが、二 〇〇九

方で あり 、熊の 推定 生息域 を従来の一 ・五倍に 広げていま す。また、県

れ ほど に熊が 駆除 され ても、実 際の生息数は 推定を大き く上回ると の見

滅 の危 機を 迎え るこ とになり ます。しか し、県の担 当者や専門 家は、そ

を策 定し ており まし た。昨 年春の時点 でも、一 千十三頭の熊の 生息数を

カ がカ ラスの 被害 を受 けたこ とでありまし た。収穫間 際のスイカ がカラ

年度 以降 継続 してき た熊 の狩猟を 自粛する保 護政策をや めて、五十八 頭

死亡 事故 も二年 連続 で発生 しておりま すが、有 効な解決策をま だ見出せ

スに 食べ られ 、収量 や収 益が減少 し、泣くに 泣けないあ りさまでした 。

を上 限とし て九 年ぶ りに熊 猟を解禁して おります。 これまでの 経緯を見

推 定し ていた はず です 。しかし 、今年度の 捕獲頭数は 八百二十四 頭で、

相手 には翼 があ り、 そのと きの私には手 も足も出な い状況で、 大変悔し

る と、 推定頭 数と 実数 の差が余 りにもあり 過ぎます。 また、しっか りと

て いな いもの と思 い、 私の経験 を踏まえて 、熊に関す ることにつ いて質

い思 いをいたし ました。そ の思いから、 農作物を守 るため、そ のことは 、

した 実数 に近い 生息 数を 把握せずに、 狩猟解禁 に踏み切る ことが妥当 な

推定 数か らする と約 八割 近くの熊 が県内にいな くなったこ とになり、 絶

自分 のス イカだ けで なく 、仲間のスイ カ、スイ カ部会全体 のスイカを カ

の かも疑問を 感じます 。

問いた します。

ラ スの被害か ら守るこ とにつながると 思い、猟 友会の一員 となりまし た。
カラ スな どの有 害駆 除、そ して事故違 反防止のため の標的射撃 などで腕

な がら 、被害 対策 を効 果的に推 進するため の総合的な 施策を定め るもの

策定 して おりま す。 管理計 画は、ツキ ノワグマの安 定的な維持 に配慮し

県で は、 二〇 〇二 年度以 降、五年区切 りでツキノ ワグマの管 理計画を

を 磨き ました 。そ して 現在に至 っておりま す。秋田県 猟友会の一 員とし

であ りま すが、 ここ 数年 の人身被 害の発生や県 民が感じる 恐怖心を思 え

それ以 来、野山へ 出かけて、 カモ、キジ 、ヤマドリ 、ウサギなど の狩猟、

て、ま た議員とい う立場で、難 解である熊 対策につい て私の思い を述べ、

は 解消 できま せん 。県 では、ツ キノワグマの 生息数につ いて、どの よう

ば 、正 確性 に疑 問の残 る生息 数調査に基 づく管理計 画では、県 民の不安

はじ めに、ツキ ノワグマの生 息数につい て伺います 。

な調 査を 行い、 その 信頼性 をどのよう に評価し て計画を策 定しているの

そ して県の対 策につい て伺いたい と思います。
ツキ ノワグ マに 関し ては、新 聞、テレビ 、ラジオな どで、冬眠 の前に

あ った とした らど うす べきかと よく考えま す。昨年の暮 れより、秋 田魁

ます。私も山菜採りが趣味で、よく山へ行きますが、突然の出会いが

大の 野獣 であ り、死 亡例 も含め、 人的被害が 一番多い動物 であると言 え

がで きな いので はな いで しょうか。そ して、そ の調査が形 骸化するこ と

で あり ます。 今ま での 調査では 、県内の熊 の生息数全て を確認する こと

けでな く、 出羽 丘陵 など比 較的起伏の少 ない山にも 熊が見える とのこと

私の 先輩 でベ テラン の猟友 会の方から お話を伺う と、奥羽山脈 沿いだ

か 伺います。

新報 社が ツキノ ワグ マ関 連の特集記事 を掲載し ております 。熊の現状 や

が 一番心配さ れます。

は 毎日 のよう に報 道さ れてお りました。秋 田県内の野 生動物の中 では最

危 険な ど、 様々な 方向 から見 た、大変内 容のある記事 であると感 じてお

三年かけ て県内各地 に順に設置し 、目視によ る頭数確認 も並行して 行い、

県で は、 新た な調 査として 、県と県立 大が共同で 百台余りの カメラを

県で は、ツ キノ ワグ マの県内 の生息頭数 について、約 一千頭前後 で推

双方 のデータを 統合して、 新たな推定 値を算出する ことにして おります 。

ります 。
移 して いると 推定 して おり、ま た、そのよ うな水準を 維持する管 理計画
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す が、 有害駆 除な どで これだけ の熊が殺処 分され、ま た、熊に襲 われる

確か に、 科学的 な手 法に基 づく近代的 な生息数 の調査も必要と は考えま

か 、ま た、ど のよ うな 行動範囲 を取ってい たのかなど 、様々な観 点から

必要 であ ると考 える ならば 、有害など で駆除し た熊が何を食べ ていたの

次に、猟友 会員の狩 猟技術訓練 について伺 います。

調査 の必 要性を 感じ ます 。現場を 大切にするな らば、猟友 会とのかか わ

だけ でな く、春 から 秋にか けて山菜採 りなどで 山中に分け 入る人が多数

猟 友会 の会員 数は 、ピ ーク時の 一九七五年度 に約八千人 でしたが、 現

人が 発生 する状 況を 見た ときに、 県として余り にもスピー ド感がない よ

お りま す。熊 の縄 張り の主張 である木の爪 跡や、山菜 を食べた跡 など、

在は 一千 五百 人まで 減っ ています 。また、六 十歳以上の 会員の割合は 七

り の深 い振 興局 農林 部で、こ の難解な熊 対策に取り 組むべきと 考えます

熊の 生息 の痕 跡を見 つけ るには、 ベテランの 方からの情 報収集が必要 と

割と なり、 有害 駆除 などへ の出動も大変 になってき ております 。ただ、

う に感 じま す。 近代 的な生息 調査と同時 に、実際に 山を駆けめ ぐってい

思い ます。 私は 、猟 友会の 皆さんは、秋 田県の自然 を守る「守 り人」で

県 の猟 友会員 確保 に向 けた様々 な対策のお かげで、今 年度百八十八 名が

が、 知事の見解 を伺います。

あ ると 思って おり ます 。誰しも 、むやみに 無理な殺傷 を望んではい ない

新規 に免 許を取 得し てお ります。新規 の猟友会 員が増える ことで、将 来

る 猟友 会全体 に調 査を 依頼すべ きと考えます 。猟友会の 皆さんは、 狩猟

と思い ます。

次に、 熊被害に対 する県の組織 体制につい て伺います 。

一 番大 事な 安全 狩猟に 徹する ことや、そ のためには 、銃の取り 扱いや矢

様々 なこ とを学 びま した 。その師 匠と野山を駆 けめぐりな がら、狩猟 で

に 向け て猟 友会と して の狩猟 や有害駆除 などが継続で き、秋田県 の自然

熊 に関 する 施策 は、生 活環境部 の自然保護 課で所管し ております 。熊

先 の確 認、必 要な とき 以外は弾 を込めない、 銃の運搬の あり方など 、そ

い ずれ にし ても、 県内 のツキノ ワグマの生 息数を把握し なくては、 取

の 生息 頭数の 推計 や有 害駆除で の捕獲頭数な ど、個体数 の維持に関 する

の他 につ いても いろ いろ指 導を受けま した。そ して、動物 や鳥の足跡を

を守 るこ とに も一 役買 うことにな ると思いま す。ただ、 実際には、 狩猟

こと は自 然保護 課の 重要な 役割だと思 います。 自然保護課 のあり方とし

見 て、 どこに 潜ん でい るのか 、何を考えて いるのかな ど、五感以 上の第

り返 しの つか ない こと になると考 えられます 。全県の猟 友会の皆さ んの

て 、動 植物を 保護 して 秋田県 の自然界を守 ることにつ いては理解 をしま

六感 まで 働か せて狩 猟を するので す。当然、 腕前も上達し なければな り

や有 害駆 除を行 うに は、様 々なことを 学ばなければ なりません 。私の場

す。 しか しな がら、 名目 上は有害 駆除ではあ りますが、ツ キノワグマ が

ません。銃の 肩づけ千 回を毎日や れと、よく 言われまし た。銃の腕前 は、

力を 借り て、正 確な 実態調 査をすべき と思いますが 、知事の御 見解を伺

昨年度 には 四百 七十 六頭、 今年度には八 百二十四頭 捕獲され、 殺処分さ

実 際に 撃つこ とで しか 上達しま せん。そし て、そのため の施設は射 撃場

合は、近くにベテランの猟友会の人がおり、その方に弟子入りをして

れ てお ります 。こ の仕 事が自然 保護課とい うのは、イメ ージ的に大 変受

しかあり ません。

いま す。

け入 れが たいも のが あり ます。そして このこと は、自然保 護課がやる べ
有害 駆除 など 猟友 会関係の 実務的仕事 は、各振興 局の農林部 が対応し

用に 向け た予算 が提 案され ております 。新たな猟友 会員を一人 前に育て

たが 、県 立総 合射 撃場の 再開につ いて、今回 、狩猟技術 訓練施設へ の転

こ れま で、 議会の 一般 質問や総 括審査など でもたびたび 質問が出ま し

てお りま す。有 害駆 除以外 にも、狩猟 免許や事故防 止対策など も農林部

な けれ ばと考 える と、 現在閉鎖 中のクレー 射撃場の一 日も早い開 放を望

き 仕事ではな いように 思われます。

が 行っ ており ます 。秋 田県の自 然の中で人 間と熊との 共存を図る ことが
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開につ いて、県の お考えを伺い ます。

故 防止 対策の 一環 とし ても絶対 に必要と考 えます。県 立総合射撃 場の再

むも ので ありま す。 新規の 猟友会員の みならず 、猟友会全体の 訓練や事

あり ませ ん。い まだ かつ て、秋田 県の自然界の 歴史の中で 、このよう な

せ ん。 まして 、子 連れ の熊がこ れほど人間 社会へ近づ くのは、尋 常では

病と 思え るほど の慎 重で、 自ら危険を 冒すよう なことは余り考 えられま

跡を 見て 、意外 なと ころ に潜んでいる ことに驚 きを覚える こともあり ま

の 目か ら隠れ よう とし ます。新 雪が降って 、真新しい 雪の上に動物 の足

狩猟 に行っ たと きも 、山菜 採りに行った ときも、基 本的に野生 動物は人

れ、 野生 のこ とがわ かる ようにな ります。野 生動物との 遭遇では、私 が

り ませ ん。た だ、 狩猟 を通し て自然や動植 物に対する 感覚が研ぎ 澄まさ

や野 山が 猟場で あり 、ツキ ノワグマを ターゲッ トにした狩 猟はやってお

私 は猟 友会に 入っ て四十 年以上にな りますが、ど ちらかと言 えば平場

た よう に思 います 。ま た、集 落は、歯が 抜けたように 人が住んで いる家

在は 家の 戸締ま りも しっ かりしており 、外の人 影はめっき り少なくな っ

家 の構 造や生 活習 慣か ら開けっ ぴろげで人 の出入りも 多かったのが 、現

ストーブ 」や「囲炉裏 」であり、 今考えると 大変趣があ りました。昔 は、

ヤぶ きの 家も 多く、 玄関 先の土間 は土のこぶ ができてお り、暖房は「 薪

私 の猟 歴の中 で考 えら れるこ とは、狩猟を 始めたころ の昔の集落 は、カ

恐れ ず姿 を見せ てい る、そ のことに私 は不思議 な思いをし ております。

な ぜ熊 が集落 近く まで現 れるように なったのか、 それも子連 れの熊が

こ とが起こっ たことが あったでし ょうか。

す 。ツ キノ ワグマ につ いても 、本来であ れば人の目に つかないよ うに生

も少な くなり、過 疎化の寂し さを感じま す。

次 に、熊と人 間社会との すみ分けに ついて質 問いたします。

活す る動 物で ある と思 います。通 常であれば 、人里や里 山周辺で生 活す

五万 一千 八百七 十八 頭でし たが、平成 二十八年 度では四万 二千八百九十

確か に里山 が昔 と違 って荒れ たことも原 因と思われま すが、昔と 現在

そこ で、私 なり に考 えてみま した。一つ は、熊の目 撃情報や有 害駆除

六 頭と 、八千 九百 八十 二頭の 減少となって おります。 また、日本 ペット

るの では なく、 奥山 での生 活が普通で 、はぐれ熊や 発情したオ ス熊など

が 増え る前の 年に 、ブ ナなど の山奥の木の 実が豊作で 、それによ って子

フー ド協 会の 資料で 、犬 種から集 計される体 格別の割合を 見ると、平 成

と を比 べて見 たと きに 、私は、 集落に番犬 として飼わ れていた犬 の存在

熊の 出産 が順 調だっ たも のの、山 の木の実が 不作になり、 餌を求めて 里

二十三 年は 、大 型犬 五％、 中型犬四％、 小型犬六三 ・九％、不 明二六・

が 例外 的に人 里近 くに 来ること もある、そ ういう程度 だと考えて いまし

山へお りて きた と考 えられ ること。また 、里山周辺 が昔と違っ て荒れて

九％でしたが、平成二十八年のデータでは、大型犬三・二％、中型犬

が大 きく 関与し てい るの ではない かと思います 。気がつけ ば、集落や 人

お り、 それと 同時 に耕 作放棄地 が増え、熊 も姿をくらま しやすくな った

三・ 一％ 、小型 犬七 二・ 五％、不明二 一・三％ となってお り、ペット と

た。 しか し、こ こ二 年間 の人里で のツキノワグ マの目撃情 報や有害駆 除

こと 。さ らに、 熊の 食性 は雑食であり 、様々な ものを食べ ていると思 わ

し ての 小型 犬は増 加を してお り、大型犬 ・中型犬は減 少しており ます。

の 周り に犬 が少 なくな ったよ うに感じま す。県の生 活衛生課で 調べてい

れ ます が、 人間の 食す るもの が熊にとっ て最高のごち そうと感じ ている

このデータは全国のデータであり、実際のところ、もっと古い時代の

の 件数 は異 常で ありま す。根 本的な原因 を突きとめ なくては、 効果的な

のか もし れま せん 。熊と の突発的 な遭遇とし て、タケノ コなどの山 菜採

デー タや 熊の出 没地 区の大 型犬・中型 犬の飼育状況 はどうなっ ているの

た だき ました が、 県内 の犬の登 録頭数の推移 を見ると、 平成十三年 度は

りで 夢中 になり 過ぎ たり、 前がよく見 えないところ で出会い頭 に襲われ

か 、ま た、熊 と犬 との 関係など 詳しい調査 の必要性を 感じており ます。

対策 がとれない ことになりま す。

る こと があり ます 。た だ、さき にも述べま したが、元 来、野生の 熊は臆
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いた ので はな いかと 思い ます。現 在は、室内 で飼う小型 の愛玩犬が多 く

ど 、様 々な犬 が集 落に いまし た。その犬た ちが熊への バリアを形 成して

ら集 落を 守り、 人を 守って きたものと 思います 。昔は、日 本犬の雑種な

一 億倍 の匂い を感 じる と言われ ております。 私は、その 犬たちが、 熊か

十 六倍 もあ ると 言わ れており ます。そし て、嗅覚は 、人間の数 千倍から

犬な ど種 類が多 くあ り、 犬の聴覚 は、人間の約 四倍から十 倍、あるい は

て 最も 古い家 畜と 言わ れ、人に よく懐く動 物です。ま た、日本犬 や外国

食べ 物に飛 んで くる ハエに 閉口した昔を よく思い出 します。た だ、農村

間を 通し て蚊 やハエ など をたまに 見かけるぐ らいで、払 っても払って も

て おり ます。 私の 住ん でいる ところは農村 部でありま すが、今で は、年

その 他様 々な施 策で 市街地 や農村部の 生活環境 は飛躍的に 改善されてき

公 共下 水道や 農業 集落 排水事業 、合併浄化槽 の設置、ご みの収集な ど、

思 います。国 道、県道 、市町村道 などの道路 整備、農村の 基盤整備事 業、

県内 の生 活環境 は、 十年か ら二十年前 と比べると格 段によくな ったと

最 後に、秋田県 の自然環境 について伺 います。

ますが、 熊と人間社 会とのすみ分 けについて 、知事のお 考えを伺い ます。

なり ました 。外 で飼 う中型 犬・大型犬は 、徐々に少 なくなって きており

全 体を 見渡す と、 生活 環境の改 善の影響だ けではない でしょうが、 様々

私も 、狩 猟犬の セッ ターを 、これまで 数匹飼い ました。犬は、 人にとっ

ま す。 私の考 えで は、 熊が苦手 とする犬が いなくなる ことにより、 熊の

なこ とで 自然界 の変 化を 感じます。春 になると 、子育ての ために飛ん で

が極 端に 見え なく なっ たこと、電 線に並んで とまってい るツバメを ここ

テリ トリ ーが広 がり 、ま た、餌もある ことによ り集落や人 の生活圏に 近
近年 の目 撃例 を見 ると、 臆病で慎重な 子連れの熊 が集落にこ れほど近

何年 も見 ており ませ ん。カ ラスは増え たけど、スズ メが随分減 ったとい

き てい たツ バメが 異常 に少な くなったこ と、水田の上 をすいすい 飛ぶ姿

づい てく るには 、何 らかの 垣根が取り 除かれた状態 であると考 えられま

う話 もよく聞き ます。畑や 田んぼにア マガエル は比較的多くお りますが 、

づ いてきたも のと思わ れます。

す 。日 本犬の 祖先 はオ オカミと も言われて います。今 では人間の 友達の

トノ サマ ガエル を私 はこ こ何年も 見ておりませ ん。少なく なったのか 、

本県 では、 平成 九年 に「秋田 県環境基本 条例」を制 定しており 、その

よう な形 でいま すが 、時 には野性 を感じるよう なことが多 々あります 。

とき など 、ポイ ント 先に本 体がいない 場合でも 、恐らく熊 かカモシカが

前 文に は、「 環境 を守 ること が幸福につな がることを 深く認識し 、県民

あるいはいなくなったのか、病気という説もあります。生息環境が変

直 前ま でいた 匂い を感 じ取っ たのではない かと思いま す。また、 犬が夜

すべ ての 参加 の下に 人と 自然が共 存する豊か でうるおいの ある環境を 保

狩 猟で 野山 を歩 いてい ると、 突然、獲物 の場所を示 すポイント をして、

半に オオ カミ のよう な遠 ぼえをし て、隣近所 や遠くの犬が 大合唱する こ

全する 」と 記さ れて おりま す。また、条 例に基づく 「第二次秋 田県環境

わっ た、あるい は他の要因が あるのかも しれません 。

とがあ り、 「や めろ 」と言 っても真剣に ほえる姿は 、夜の闇の 中で、何

基 本計 画」で は、 「豊 かな水と 緑」を将来 に伝え残すこ とを目指し 、自

相 手の 強さを 感じ 、尾 を股の下 に隠し、威嚇 のためにう なり声を上 げた

ら かの 敵に対 して の行 動ではな いかとも思 います。人身 被害や農作 物、

然と人と の共存可能 な社会の構 築などの基 本方針が定 められており ます。

りま せん が、 いず れにし ても、鳥 やカエルな ど多くの動 植物ととも にあ

その 他の 被害防 止の ため にも、熊と犬 との関連 などの調査 を県として 検
今ま で、 熊が 余り にも人間 社会に近づ き過ぎたた めに、有害 駆除など

る豊 かな 秋田県 の農 村風景 、その自然 が変化を起こ しているの ではない

先 ほど 述べ たよう な環 境の変 化が、想定 内なのか、想 定外なのか はわか

で対 応し てきた もの と思い ます。ただ 、今後は、英 知を結集し て熊を人

かと 思われ、調 査の必要を 感じます。

討 できないも のか伺い ます。

間 社会 から遠 ざけ て、 従来の奥 山での生息 となるよう 努力すべき と考え
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かね ないと 思い ます 。先人 が残してくれ た秋田県の すばらしい 豊かな自

そし て攻 める 、そう いう 姿勢でな ければ、大 事なものを 失うことにな り

「 第三期プラ ン」として、 攻めの姿勢 も大切と 思いますが 、守りを固め 、

秋 田 県 こ そ が 一 つ の 財 産 で あ り 、 魅 力 あ る 田 舎 だ と 思 っ て お り ま す。

か 。私 は、ま だま だ開 発されて いない自然豊 かな大きな 自然の残る この

指 して 」と あり ます 。全国と 比べて、秋 田県の魅力 とは一体何 でしょう

れて おり ます。 その 中で 、将来の 秋田の姿につ いて、「高 質な田舎を 目

少 対策 など様 々な 課題 も多く、 その克服の ための指針 や重点戦略 が示さ

「第 三期ふ るさ と秋 田元気創 造プラン」 の案が示さ れました。人 口減

まえ ながら、来 月には公表 したいと考え ております 。

調査 の結果 を踏 まえ た一定 の推定生息数 については 、専門家の 意見を踏

全県 域を 単年 度で実 施す ることは できないも のの、今年 度の調査や目 視

メ ラの 設置・ 回収 や調 査結果 の専門的な解 析に時間を 要すること から、

ると ころ であり ます 。カメ ラトラップ 法による 調査は、県 立大学でのカ

度 から カメラ を設 置し て撮影す るカメラトラ ップ法も併 せて導入し てい

が 人間 の気 配に 敏感 なため、 この方法に よる精度に は限界があ り、今年

ふん など を目視 によ り確 認して推 計する方法で 実施してお りますが、 熊

五 月 に か け て 地 元 猟 友 会 の 会 員 が 奥 山 に 入 っ て 、 熊 の 個 体 数 や 足 跡、

こう した保 護管 理に 必要な生 息数の調査 については 、毎年、四月 から

熊の 大き さや性 別、 推定 年齢など の個体情報も 参考にしな がら、引き 続

認 は難 しいも のの 、そ の生態に 精通した猟 友会の協力 のもと、捕 獲した

熊は 、一般 的に 行動 範囲が十 キロメート ル四方と広い ため、頭数 の確

報が多 くなってい る里山周辺 まで拡大す ることにし ております。

す るた め、 猟友会 等の 意見も 伺いながら 、対象エリア を見直し、 目撃情

また 、来年 度の 目視 調査に ついては、生 息域の実態 に合わせた ものに

然 を守 ってい くこ と、 そしてそ れを後世の 人に残すこ とが大切であ ると
考えます。知事は、近年の本県の自然環境についてどのような思いを
持 っておられ るか、お 聞かせください 。

県 当局の答弁 を求めま す。

これ で私 の一 般質 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）
【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

次に 、県の組織 体制でござい ます。

き 生息数の把 握に努め てまいりま す。

まず 、ツキノワ グマの被害対 策について であります 。

国で は、熊 を含 む野 生鳥獣行 政について 、環境省が 鳥獣保護管 理法に

土谷議員の 一般質問にお 答えを申し 上げます。

その 生息数 でご ざい ますが、 ツキノワグ マは、西日 本などにお いて絶

基 づき 、狩猟 や個 体数 調整、 生息環境管理 、被害防除 等の保護管 理対策

●知 事（佐竹敬 久君）

滅 のお それの ある 地域 個体群 に選定されて いることな どから、各 地域の

を総 合的 に行 ってお りま す。また 、農林水産 業に係る野生 鳥獣被害対 策

県は 、こう した 国の 所管に 合わせて、野 生鳥獣の保 護管理行政 全般に

生息数 を把握して 、適切な保 護管理を行う 必要がある とされてお ります。

す。 一方 、今年 度、 九年 振りに行った 狩猟自粛 の解除につ いては、最 近

つ いて は生 活環境 部が 、農林 被害防止対 策については 農杯水産部 がそれ

につい ては 、農 林水 産省が 鳥獣被害防止 特措法に基 づき、環境 省と連携

の 人身 被害 や人里 への 大量出 没を踏まえ 、環境省が示 している地 域個体

ぞれ 主体 とな り、 役割分 担しなが ら各種施策 や市町村等 への情報提 供な

本県に おい ては 、絶 滅危惧 種に選定され てはいない ものの、種 の保存の

群の 維持 水準 であ る八百 頭を下回 らないよう 頭数管理を 行った上で 、里

どを 行っ ており ます 。また 、両部の施 策を踏まえ、 地域振興局 農林部で

を図 りながら効 果的に推進 しております 。

山を 主体 に捕獲 圧を 加える ため、専門 家からの意見 を伺い実施 したもの

は 、有 害鳥獣 の捕 獲許 可や狩猟 者登録のほ か、市町村 や猟友会等 による

観 点か ら、推 定生 息数 に基づき 個体数管理 を行っている ところであ りま

であ ります。
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と とも に、 被害 の拡 大防止を 図るため、 パトロール の強化や検 問などを

いて は、 関係機 関が 直ち に警察と 連携して、住 民に対し注 意を喚起す る

う した 役割分 担を 基本 としなが らも、人身 被害が発生 した場合な どにお

緊急 対策 会議の 開催 など、 現場におけ る取り組 みを担っており ます。こ

お いて 、地域 を熊 の生 息域と人 間の生活圏に 分けて、住 民等が被害 防止

と が重 要で あり ます 。このた め、来年度 から、熊の 出没の多い 集落等に

未然 に防 止する ため には 、人間が 住んでいる領 域に熊を侵 入させない こ

近 年、 集落周 辺等 にお いても熊の目 撃や被害 の発生があ り、これら を

次に、熊と 人間社会 とのすみ分けで ございま す。

対策 に取 り組む ゾー ニング 管理を導入 すること にしており ます。導入に

行っ ております 。
今後 も、関 係機 関が 連携を密 にして、出 没情報や捕 獲した熊の 個体情

割分 担し なが ら防除 対策 等を進め ることにし ており、県 としましても 、

当 たり まして は、 市町 村と集 落等の住民が 実施計画を 策定し、地 域で役

次に、 猟友会員の 狩猟技術訓 練についてで あります。

住民 の意識 の啓 発を 図ると ともに、鳥獣 被害対策の 専門家を派 遣し、よ

報 を共有しな がら、被害防 止対策に取 り組んで まいります 。
近年 の熊に よる 人身 被害や農 林業被害に加 え、目撃が 急増してい るイ
喫緊 の課 題とな って おり ます。とりわ け、野生 動物の捕獲 を担う狩猟 者

や 運動 の必 要な大 型犬 の飼養 が現実的に 困難になって きておりま す。こ

また 、犬の 活用 につ いては 、人口減少、 少子高齢化 が進む中で 、訓練

り効 果のある被 害防止活動 となるよう支 援してまい ります。

の 確保 は重 要であ り、 狩猟の 魅力を伝え るフォーラム や狩猟免許 取得支

のよ うな 中で 、他 県に おいて、歴 史的な別荘 地域を守る ため、高度 に訓

ノ シシ 、ニホ ンジ カに よる被害 を未然に防 止すること は、本県にと って

援の ほか 、初 心者 を対 象に行う共 同捕獲に関 する現地で の実習など の取

練し た犬 による 追い 払い事 例があると 伺っておりま すので、専 門家の助

熊は 、本 来奥山 を中 心に生 息している 野生動物であ り、人間の 生活圏

り組 みを 進めて まい りまし た。また、 猟銃所持者に は、目の前 で動く物
新規 狩猟 者等の 捕獲 技術 の維持向 上を図るため 、標的が前 方から放出 さ

へ の出 没を 抑制 するこ とが被 害防止につ ながること から、住民 等による

言等 を受けなが ら研究をい たしてまい ります。

れ るト ラッ プと 、側面 から放 出されるス キーとの射 場における 射撃訓練

地 域を 挙げた 熊と 人間 のすみ分 け等の取り組 みを促進し てまいりま す。

体 が標 的であ るか 否か を瞬時に 判別し捕獲 する能力が 求められて おり、

も必 要不可欠で あると考えて おります。

につ いて 、地 元と調 整を 図りなが ら検討して きたところで あります。 こ

の クレ ー射撃 場を 、ス ポーツ 施設から狩猟 技術訓練の 場に転用す ること

て、魅 力あ る文 化や 風土が 形づくられて まいりまし た。こうし た豊かな

古来 より 豊か な水と 緑に 包まれた 悠久の自然 と人々の生活 が一体とな っ

世 界遺 産の白 神山 地を はじめ、 雄大で美しい 自然を擁す る本県では 、

最後に、秋 田県の自 然環境でご ざいます。

れにつ いて は、 先般 、地元 の皆様から一 定の御理解 をいただい たところ

自 然は 、県民 生活 の基 盤となっ ているとと もに、そこに 住む人や訪 れる

この ため、 県で は、 猟友会か ら再開を要 望されてい る県立総合 射撃場

で あり ますが 、今 後と も協議を 十分に重ね ながら、平成 三十二年度 の開

人の 心を 癒し、 農林 水産 業や観光、人 づくりな どの様々な 分野におい て

考え てお りま す。 しかし ながら、 社会・経済 システムの 進展に伴い 、よ

場に 向け て、地 質調 査や 鉛処理対策を 含めた実 施設計等を 進めてまい り
新た な狩 猟者 の育 成には一 定の期間を 要すること から、引き 続き、ソ

り利 便性 の高い 暮ら しを望 む中で、住 民からの開発 要望に応え る必要も

も 本県 の発 展を支 える 貴重な 財産であり 、全国に誇り 得るもので あると

フト ・ハ ード両 面の 施策の 充実を図り ながら、野生 鳥獣捕獲の 担い手の

あ り、 自然環 境の 保全 と開発と のバランス をとること が重要とな ってお

た いと考えて おります 。

確保 に積極的に 取り組んで まいります 。
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りま す。 地球全 体で 見れば 、砂漠化や 温暖化な どの影響も顕著 になって
き てい ること から 、私 も、持続 可能な自然 環境を維持 する必要性 を強く
感じて いるところ であります。

以上です。

実は私も、 熊の生息、あ るいはそち らの方は全 く

【 知事（佐竹敬 久君）】
●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

地 域に 根づい た多 様な 文化など 、秋田の原 点を守りな がらも、県民 の誰

組み も推進 して いる ところ であります。 豊かな自然 に育まれた 農村や、

教育 の充 実に 加え、 環境 への負荷 の少ない循 環型社会の 構築などの取 り

な 生物 が生息 でき る自 然環境 の保全や、次 代を担う青 少年に対す る環境

たち の責 務であ るこ とから 、第二次秋 田県環境 基本計画に 基づき、多様

か けが えのな い自 然環 境を守り 、未来に引き 継ぐことは 、今を生き る私

あり ます けれど も、 そう いうもので実 際に、こ れからはい ろんなこと を

の いろ んな御 意見 を聞 きながら 、いろんな 費用対効果 、こういうも のが

なと いう、 いろ んな ことを 想像をめぐら せておりま す。いずれ 専門の方

反応 をす る、 そうい うロ ボテクス 的なそうい うものもあ ってもいいの か

例 えば いろん なと ころ にそう いう熊の嫌が る、熊が出 たときにい ろんな

ういう音 の出し方、 あるいはい ろんな、ま あ電気柵はあ りますけれ ども、

か です ね、い ろん な最 先端のい ろいろな機能 、ドローン も、あるい はそ

素 人で あり ます が、 機械系の 技術者とい う一面もご ざいます。 私も何と

もが 一人 一人素 養を 磨き 、豊かな心で お互いを 慈しみ合い ながら、新 た

考 えて もい いと思 うん ですよ 。そういう ことで、十分 幅広くいろ んな面

こ のような中 で、本県に おいては、 比較的良 好な環境が保た れており 、

な 産業 や文 化の創 造に チャレ ンジする姿 が、私の思い 描く秋田の 未来、

で検討 したいと思 います。

三十番土 谷議員の質 問は終わり ました。

今は ある かど うかは ちょ っとわか りませんけ れども、そう いう有線放 送

そ のほ かに有 線放 送と いうか 、集落全体に 放送した経 緯が昔あり ます。

五
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吉

藤
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人
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太

太

彦

司

十 四 番

十 二 番

十

八
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四

二

番

番

番

番

番

髙

今

小

佐

佐

杉

石

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

ひ とみ

武

雄

正

策

晃

正一郎

信

浩

俊比古

徹

千 鶴子

午後一 時三十分再 開

♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯

午前十一 時五十四分 休憩

暫時 休憩いたし ます。

●議長（鶴 田有司議員 ）

「高 質な 田舎 」で あり ます。こう した思いを 込めながら 策定する第 三期
ふる さと 秋田元 気創 造プラ ンにおいて は、「攻め」 と「守り」 の両面に

お 答えありが とうござい ました。熊 をやっぱ

わた り各般の施 策を推進し てまいりま す。
以上で ございます 。
● 三十 番（ 土谷勝 悦議 員）

り 集落 から切 り離 す方 策として 、犬も、私、 鉄砲撃ちで 的を外すこ とも

を使って熊の嫌がるようなやっぱり放送を流すとか、あるいは、ド

七

加

茂

純

十 六 番

石

三 十九名

でき るかできない かはちょっ とわ

番

浦

大

十 八 番

員

ロ ーン を使っ て、 ドロ ーンに何 か

九

三

谷
雄

彦

議

かりませ んけれども 、ドローン を使ってや っぱり熊を 集落から引き 離す。

十 一 番

沼

木

晴

席

熊 はも とも と音に 対し てはか なり敏感で ありますので 、やっぱり あんま

十 三 番

鈴

山

出

り音 のす ると ころ には熊 は近づか ないと思う ので、そこ ら辺、いろ いろ

十 五 番

平

あります けれども、 多分そんな には的外れで はないと思 いますけれ ども、

こう 方策 を練り なが ら県と して対応し てほしいなと いうふうに 思います

十 七 番

喜

ので 、ひとつお 考えいただ きたいと思 います。
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治

本県 にお ける下 水汚 泥につ いては、一 部処理区 において資源化 が行われ

渡

英

二 十 番

部

洋

て いる ものの 、大 半の 量をエネ ルギーをか けて焼却処 理し、大仙 市協和

東 海林
孝

十 九 番
雄

佐

藤

二 十二番

原

文

菅

博

二 十一番

にあ る秋 田県環 境保 全セ ンターへ 埋め立ててい るのが現状 であります 。

下

英

竹

博

二十 四番

林

正

北

丈

二十 三番
口

下 水汚 泥処 理に つい て、本県の 汚泥リサイ クル率は他 県に比べて どう

田

聡

二十七番

幸

子

原

なの か、また、 将来どのよう な計画を持 っているの かお伺いい たします。

二 十五 番
悦

一

勝

英

谷

浦

土

三
三十二番

三 十 番

二 十九番
範

また 、県北 地区 にお いては、 広域に汚泥 を集め、炭 化処理する 施設の

嘉
佐
正

健一郎

藤
三十四番
田

藤

工
一
柴

近

三十 一番
鉱
三十 七番

本 県は 、汚泥 のコ ンポス ト化率が八 ％程度と 出おくれて おりますが 、

されてい るとのこと であります。

は、 下水 汚泥 の五 〇％以 上、佐賀 県に至って は約九八％ がコンポス ト化

農 業者 の有 機質肥 料の 活用は ますます進 むものと思わ れます。山 形県で

伴い 、農 作物の 品質 ・生 産性の向上や 高付加価 値化が求め られており 、

て は、 高収益 経営 、複 合経営へ の転換が進 められており ますが、そ れに

きな成 果を 上げ 、農 家の需 要は大幅に伸 びておりま す。本県農 業につい

ラン ド食 品「 いぶり がっ こ」に使 う大根など に用い、品質 や収穫量で 大

機 質肥 料を生 産し てお ります 。用途として は、米やえ だまめ、秋 田のブ

ター や一 部市町 村か らの汚 泥を年間三 千二百ト ン処理し、 六百トンの有

あ りま す。大 仙市 に建 てられた コンポスト生 産施設では 、臨海処理 セン

交 通大 臣賞 を受 賞する までと なり、増産 を望む多く の声があっ たためで

コン ポス トにつ いて 、一 般農家や 農業法人の評 価が高く、 このたび国 土

たのは、「上野台堆肥生産協同組合」が製造販売する汚泥を活用した

さて 、今回 、下 水汚 泥の有効 利活用につ いて質問する きっかけと なっ

考えま す。

組 みを 踏ま え、汚 泥の 有効利 活用につい て十分に検討 する必要が あると

備が 計画 される 秋田 臨海 処理センター について は、近隣や 全国的な取 り

既 存施 設や現 在建 設が行 われている 施設につ いてはとも かく、今後整

整 備が 進んで おり ます が、様 々な資源化処 理がある中 で、設備投 資が膨

藤
明
口
一

賢 一郎

加
隆
川
木

藤

三 十三 番
松
三十九番
鈴

大で ラン ニン グコス トも 相当かか る炭化処理 がなぜ選ば れたのか、コ ス

小
衛
四 十二番

敏

三十 五番
関
美恵子

トが見合 うものなのか お伺いいた します。

大
田
康

一

三十 八番
小
林

洋

四 十 番
北

司

四十三番
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。

♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯
●副議 長（竹下博 英議員）

日程 第一、 一般 質問 を継続い たします。 三十五番小 松議員の発 言を許
し ます。
自民党会 派の小松でご ざいます。 今回、一

【三十五 番（小松隆 明議員）登 壇】（拍 手）
●三十 五番 （小松 隆明 議員）

般 質問 の機会 を与 えて いただい た同僚の皆 様、そして 寒い中を傍聴 に来
てい ただ いた皆 様、 関係 各位に御 礼を申し上げ ます。また 、昨年夏の 豪
雨 災害 に引 き続 き、今 冬の豪 雪に苦しん でおられる 皆様に心から お見舞
いを 申し上げ、質 問に入りま す。
まずはじめ に、下水 汚泥の有効 利活用につい てお伺いし ます。
下 水道 から発 生す る汚 泥については 、減量と ともに、循 環型社会の 形
成に 向け て、 有効利 用、 資源化が 求められて おります。し かしながら 、
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もっ と拡 大する よう 、県 の取り組 みを求めます が、知事の 御所見をお 伺

な 力に なると 思い ます 。他県で 進む下水汚 泥のコンポ スト利用を 本県で

優秀 なコ ンポス ト製 造の成 功は、農家 の期待も 大きく、本県農 業の大き

はまず い米を食べ るという、あ べこべな事 態を心配し ております 。

な ど、 いささ か皮 肉を 交えて表 現すれば、 家畜がうま い米を食べ 、庶民

れて いな い場合 、低 質なミ ニマムアク セス米を 混ぜているケー スがある

農政 の核 心は 、競争 力の ある農家 を育成し、 農家の所得 向上を図ると い

を 得ず 、大規 模集 約化 の中で 取り残されて いくのでは と心配です 。国の

私の 生活し てい る地 域は中山 間地帯であ り、効率の 悪い農業を せざる

次に 、農業振興 についてお伺 いします。

ラン スで決 まる とい うもの の、農業は数 年スパンの プランが必 要であり

するものとは違うのではないでしょうか。米の価格は市場での需給バ

り かね ないも ので 、こ のよう な事態は、食 料・農業・ 農村基本法 の意図

けで はな く、む しろ この価 格の上昇は 、さらな る消費量の 減少につなが

が りし ており 、そ して その値上 がり分は全て が農家に還 元されてい るわ

国 の農 政の 主眼 が経 営の効率化 、低コスト 化なのに、 米価は逆に 値上

うこ とであ り、 それ はとり もなおさず、 条件の悪い 農地から撤 退し、生

ま す。 今回の 生産 調整 の見直し の中で、農 家の生産を どう維持、安 定さ

い いたします 。

産 効率 の悪い 農家 を切 り捨てる ことで、た だでさえ担 い手不足など の問

次に、 林業振興に ついてお伺 いします。

せる か、 所得を 向上 させ ていくかが大 きな課題 であると考 えますが、 い

思わ れて なり ませ ん。 二〇一六年 度の食料自 給率は、カ ロリーベー スで

建材 、燃料 用と して 、特に戦 後から高度 経済成長期に かけて全国 的に

題を 抱え ている 中山 間の 農家は生き残 っていけ ません。し かし、その よ

三八 ％で 、小数 点以 下まで 示すと三七 ・六％であり 、前年度か ら一・九

大 規模 に植林 が行 われ ました。 それらが今 、伐期を迎 えており、 蓄積量

か に取り組ん でいくの か、知事の見解 をお示し ください。

ポ イン トも低 下し 、大 冷害によ り米が凶作 だった一九 九三年度の 三七％

全国一 位を誇る本 県の杉もまた 同様であり ます。政府 はこの状況 を受け、

う な事 態に 至れば 、食 料の安 全保障とい う観点から大 いに問題が あると

に次ぐ 低水準とな ったそうであ ります。

に は、 二十六 年実 績の 一・七倍 となる四千万 立米を供給 する目標を 掲げ

「 木づ かい 運動 」を呼 びかけ 、国産材の 使用比率を 高め、平成 三十七年

か つ環 境を保 全す る重 要かつ不 可欠な役割を 果たしてお ります。中 山間

ておりま す。

中 山間地域の 農業は、少 量でも特徴 ある、多種多 様な食料生 産を担い 、
地域 の農 業の方 向性 と振興 策について 、知事は どうお考え なのか伺いま

おり 、つ まりは 、供 給不 足による相場 の上昇だ ということ であります 。

米 への 生産シ フト によ って主食 用米が不足 したことが原 因に挙げら れて

ており ます 。天 候不 順で収 穫量が低下し た地域があ ったことと 、飼料用

また 、中 山間 地域の 農業が 危機を迎え ている一方 、米の価格が 上がっ

い と安 らぎ を与え てい るのか といったア ピールを、も っと消費者 に訴え

を育 て、 山を守 るた めの 労力、山村の 生活や、 木が人の生 活にいかに 潤

需 頼り ではな く、 一般 消費者に 秋田杉にこ だわってもら うためには 、木

金属や プラ ステ ィッ クなど 、木材にかわ る新たな素 材がある中 で、官公

られ ると おり 、本県 杉の 需要を喚 起するため の方策も必要 であります 。

佐 竹知 事が「 ウッ ドフ ァースト あきた」のさ らなる推進 を提唱して お

飼 料米 への 過度の シフ トの背 景としては 、十アール当 たり最大十 万五千

かけ るこ とな ども 大事な のではな いかと思い ますが、県 は、県産材 の需

す。

円の 高額 補助 によ り作付 を誘導し ているから と考えられ ます。しか し、

要拡大に どのように 取り組んでい くのかお伺 いします。

ま た、 需要拡 大が 進んで も、残念な がら肝心 の山林所有 者には、国 産

飼料 用米 と言っ ても 専用品 種でなく、 コシヒカリや あきたこま ちなどの
主 食用 品種が 半分 近く を占めて おり、一方 で、業務用 米で産地が 明示さ
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棄を 防ぎ 、再造 林を 着実に 進めるため 、どのよ うに取り組むの かお伺い

次に、 産業振興に ついてお伺い いたします 。

材フ ァー ストの メリ ットが 還元されて おりませ ん。いつの間に か日本の
が後世 のために苦 心して植林し たのに、切 り出すとき にはただ同 然とは、

私 が議 員に なっ た平 成十九年の 、県外との 移出入の関 係をあらわ す本

い たします。

余 りに も気 の毒 なこ とであり ます。川上 から川下ま でを見渡せ ば、そこ

県 の県 際収支 はマ イナ ス六千億 円弱で、その 後もおおむ ね六千億円 を超

杉 は、 国内外 の木 材の 中でも最 も安い価格 帯で取引さ れています 。先祖

に は同 じ木材 を取 り扱 っていな がら、景気の よい業種と そうではな い業

があ り、古 くか ら素 材を売 って生計を立 てられる恵 まれたとこ ろで、何

え、 七千 億円に 迫る 年もあ るなど大幅 な収支赤 字が続いて おり、本県産

さら に私が 主張 した いのは、 多面的機能を 有する山林 の価値をも っと

世 代に もわた り悠 揚と 営んでき たことから 、危機感の 薄い、競争に はな

種が あり 、非常 にア ンバラ ンスです。 原木生産 のコストを もっと下げる

評 価し 、所有 者の 所得 を増やさ なければ、 将来必ずそ のつけが回っ てく

じま ない 穏やか な県 民性 が培われてき たからで はないでし ょうか。し か

業 の脆弱性を 痛感いたしま す。その要 因は奈辺 にあるのか 。私が思うに 、

ると いう ことで す。 所有 者に所得がな ければ、 再生産の投 資もできず 、

し なが ら、 一次産 品の 産出が 豊かさをも たらした時代 は過ぎ、グ ローバ

と とも に、原 木価 格と 製材品 価格のギャッ プを縮小し 、原木価格 の向上

山 の大 規模 な荒廃 が一 斉に起 こることを 恐れます。残 念ながら、 我が秋

ル大 競争 のた だ中 にあ る今、のほ ほんで甘え ばかりの県 民性でいい のか

我が 県は 、全 国有数 の地 下資源、 そして米、 山には天下 に名高い秋田 杉

田県 の再 植林 率は 二〇 ％に過ぎず 、林業が盛 んな東北・ 南九州の六 県の

と考 えさ せられ ます 。これ からの本県 の成長を担う 、県際収支 の黒字に

を図る 必要がある と考えます が、そのため の策はいか がでしょう か。

うち で再 植林率 が最 低の状 況では、森 林資源が早晩 枯渇し、山 、森が荒

ついて 、知事の御 所見をお伺い いたします 。

向 かう 産業振 興と はど のような ものなのか 、今後の産 業振興策の 方向に

パン と肉 の文明 は滅 びの文 明に通じ、 米と魚の文明 は未来永劫 続くと

次 に、少子化 対策につい てでありま す。

れ、 災害にもつ ながるのは 火を見るよ りも明ら かと言えるでし ょう。
言 う説があり ます。肉 を得んとせ ば、家畜を放 牧するため 森を伐採す る。

人 口減 少は静 かな る有事 と言われ、 特に本県は、 生産年齢人 口の確保

本県 は、 若い 時分に 結婚す る人が比較 的多いもの の、その後の 晩婚化

小 麦を 得んと せば 、畑 を作るた め森を伐採す る。パンを 食ベミルク を飲

くか かわ る。 このよ うに 、米と魚 の文明とは 、森を通じて 再生産の連 鎖

が大き いこ とが 特徴 です。 しかも、ある 年齢を過ぎ ると婚姻数 が急激に

が焦 眉の 急であ り、 若者の 雇用の場の 提供など 社会減対策 が急務であり

を守る とい うこ とで あり、 森を守ること がいかに大 切かがわか ります。

減 って 、生涯 の未 婚に つながっ ていきます 。一方、県の 調査による と、

み、 肉を 食らう 文明 は永続 しないゆえ んであり ます。一方 、米を作るに

「 国の 宝は山 なり 、尽 きざる以 前に備えを 立つべし、山 の衰えは即 ち国

男女 とも おおむ ね結 婚し たいと考えて いること から、晩婚 化・未婚化 は

ま すが、私は ここで、若者 の結婚につ いて考え たいと思い ます。

の衰 えな り」と は、 佐竹 家家老渋江内 膳による 為政者への 警句であり 、

社 会的な要因 も大きい ことがわかりま す。また 、調査では 、結婚しな い、

水 を蓄 え、水 を得 るた めに森 を守る。森は 川を通じて 海の幸の生 産に深

ま た、 農聖 石川理 紀之 助翁の 言葉「樹木 は祖先から借 りて、子孫 に返す

いま す。 確かに 秋田 県の所 得は東京の 半分程度です が、自然が 豊かで生

でき ない 理由 とし て、経 済的負担 が大きいこ とを挙げる 人が少なか らず

林業 県秋田 の将 来の ため、今 の状況を放 置してはなり ません。私 は、

活 がし やすく 、子 育て 環境も全 国トップク ラスで、ふ るさと秋田 での結

ものと 知れ」は、 林業を営む 者への教え となります。
再 植林 の必要 性を 声高 く訴える ものですが 、知事は、 本県の再造 林の放
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け るメッセージ が必要と思 いますが、 いかがで しょうか。

婚・ 子育 ては魅 力に あふれ メリットが 大きいと いうことを若者 に訴えか

て 、サ ッカー 以外 の子 供から高 齢者までの 多様な活用 も図るべき とのほ

進め 、運 営主体 は民 間が望 ましく、地 域のにぎ わい創出や活性 化に向け

か、雪 を防ぐ屋根 つきが望まし いなどとい った意見も 付されてお ります。

こ うし た報 告を 受け て、県は 、当初予算 案に、今後 の建設に向 けた具体

また 、か つて多 かっ たお見 合いや会社 での付き合い が少なくな り、婚
活 どこ ろか 恋愛 すら ままなら ないことも 婚姻数が少 ない原因と 考えられ

持 管理 費に係 る財 源見 通しを 示すことはも ちろん、ま ず、県にと って、

的 な議 論を進 める 、新 たな協議 会を立ち上げ るための経 費を計上し てお

も ちろ ん、行 政が 結婚 の奨励に ついてどこま で踏み込め るのか議論 が

サッ カー スタ ジアム を新 設するこ との意義、 誰のために 、どんな成果 を

る こと から、 出会 いの 機会の提 供やマッチン グを強化す ることも重 要な

あるこ とは承知し ております が、県民を悩 ます社会的 な障害を取 り除き、

狙っ てつく るの かと いうこ とを県民に理 解していた だくことが 必要では

りま す。 行政主 導で 建設を 進めていく のだとし たら、建設 費や今後の維

環境 を整え るこ とは 、行政 の役割ではな いかと思い ます。少子 化対策に

ない でしょうか 。

手である と考えます が、いかが でしょうか 。

お いて 、若者 の婚 姻率 を上げる 強力な政策 を充実でき ないものか、 知事
次 に、新たな サッカース タジアムの建 設について であります 。

の地 元で は、 市街 地で の建設とな れば、駐車 場がなけれ ば困るとい った

先 走り し過 ぎなの では ないか と危惧する ところであり ます。そも そも私

しか しなが ら、 これ までの 知事の発言等 からすると 、いささか 知事が

スタ ジア ムの 建設 は、さ きの知事選で 、佐竹知事 が建設に向 けて協議

意見 もあ ります 。そ うした 声も踏まえ ての私の提案 であります が、厳し

にお伺 いいたします 。

を進 める ことを 公約 に掲げ 、秋田市長 選においても 穂積市長が 同じく公

い 財政 状況と 車社 会の 交通事情 等に鑑み、 秋田市外旭 川地区での 建設構

の 特徴 、集客 力を 合わ せた新た な県民のにぎ わう場を創 出でき、市 外か

約に掲げたもので、お二人とも見事当選されました。また、ブラウブ

な お、 ブラウ ブリ ッツ秋 田がＪ２に 昇格するため には、一万 人収用可

らの 利用 者に対 応し た駐車 場を確保す ることも 容易になる と考えます。

想が ある イオン タウ ンと 共同設置 をしてはどう でしょうか 。これによ っ

能な スタ ジアム があ ること 、暫定的に 使用する スタジアム も一定のＪ２

ち なみ に福井 県で は、 第二恐 竜博物館の建 設について 、議会が「 今後の

リッ ツ秋 田のＪ ３優 勝に より、サ ッカーファン や県民の間 でますます 建

基 準を 満たす こと 、ク ラブの 安定経営はも とより、次 のシーズン でも成

財政 運営 や県 民生活 に影 響を及ぼ す」と懸念 を示し、今年 度の関連予 算

て 、民 間企 業か らの資 金提供 はもちろん のこと、商 業施設とス タジアム

績上 位で ある ことな どの 条件をク リアしなけ ればなりませ ん。優秀な 成

の執行 を凍 結し まし たが、 今年一月、福 井商工会議 所会頭が、 福井経済

設 への機運が 高まって きていると 感じます。

績や観 客動 員な どは クラブ に引き続き頑 張っていた だくとして も、スタ

いず れ、今 後、 財源 論を含 めた具体的な 議論を進め ていく上で 、秋田

界で 五十億円規 模の支援を 検討している と表明いた しました。

かる とも 言われ てお りま す。本県行政 の厳しい 財政状況を 踏まえれば 、

市 のみ なら ず、そ の他 二十四 市町村民の 利用も考慮し 、あらゆる 角度か

ジ アム の整備 につ いて は、新た に建設する とすれば概算 で百億円以 上か
県 民、 民間 企業な ども 巻き込 んでいかな ければ実現は 相当難しい のでは

ら慎 重に 議論 を進 めて、 結論を出 していただ きたいと存 じますが、 スタ
伺い いたします 。

ジア ム建 設の必 要性 や建設 に向けた具 体的な見通し について、 知事にお

ないか と推察をい たします。
県内 外の有 識者 によ るスタジ アム整備の あり方検討委 員会が出し た最
終 報告 では、 設置 場所 を秋田市 の市街地と し、行政主 導のもとに 建設を
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次に 、二〇 二〇 年東 京オリン ピック・パ ラリンピッ クの文化行事 につ

平成 とはど のよ うな 時代か一 言では表せ ませんが、 高度経済成長 を達

成 し、 世界経 済の トッ プクラス にあった昭 和世代から 見ると、バ ブル崩

壊以 降、 経済の 低迷 が続 いている 時代であり、 今もＧＤＰ こそ世界の 三

い てお伺いいた します。
オリ ンピ ック憲 章に は、当 該国はその 国を代表する 文化行事も 併せて

果 がよ うやく 見ら れ、 全国的 に景気は回復 傾向にある という評価 がなさ

位 にと どま って おり ますが、 その割に国 民に豊かさ の実感が乏 しいと感

と ころ で、私 の地 元に は、五百 余年の伝統を 誇り、国の 重要無形民 俗

れて おり 、経 済の面 では 、国民に とって希望 の持てるよ うな状況にな っ

開 催し なけ れば なら ないとあ り、二〇二 〇年に向け て、芸術文 化を基盤

文化 財で ある 「刈和 野の 大綱引き 」があり、 「秋田ワー ルドゲームズ 二

てき ている と思 いま す。今 国会での首相 の施政方針 演説におい ても、中

じ てお ります 。幸 い、 安倍政権 が誕生し、日 本を取り戻 すというキ ャッ

〇〇一」や「第二十九回国民文化祭・あきた二〇一四」のアトラク

小 ・小 規模事 業者 の生 産性革命 や、攻めの 農業、観光 立国等による 地方

と する 大きな うね りを つくり、 将来に引き継 いでいくた めの文化プ ログ

シ ョン で引き 合い を行 い、国内 外から大き な賞賛を受 けております 。近

創生 を掲 げ、新 しい 時代 を切り開こう と呼びか けています 。知事は、 秋

チフ レー ズのも と、 安定政 権における 思い切っ た政策を断 行し、その成

年は 、秋 田の代 表的 な参 加型伝統行事 の一つと して、とり わけ県外客 及

田 をどのよう な将来に しようと県民に 呼びかけ ていくので しょうか。

ラムが行 われること になってお ります。

び 外国 人に 好評を 博し ており 、これから の本県の観光 になくては ならな

の にで きれ ば、 日々奮 闘して いる若い担 い手たちに とって何よ りの励み

大綱 引き を挙行 する こと はできな いものでしょ うか。この チャンスを も

ら 注目 される 「東 京二 〇二〇Ｎ ｉｐｐｏｎ フェステイ バル」に参 加し、

そこ で提案 した いの ですが、 オリンピッ クにおいて、 世界中の観 客か

向 を踏 まえて 決定 され なければ ならないのは 当然であり ますが、一 番大

お りま す。 イー ジス・ アショ アの配備候 補地につい ては、県民 世論の動

島で いつ 戦端が 開か れて もおかし くない状況に あることを 憂慮いたし て

あ りま した。 東ア ジア 情勢も目 下のところ 非常に緊迫 しており、 朝鮮半

ると とも に、そ れ以 降はか えって地域 間の武力紛争 が多発した 時代でも

思い 返せ ば、 平成 は、元 年にベルリン の壁が崩壊 し、東西冷 戦が終わ

に なる でしょ うし 、国 内最大級 の大綱で引き 合う勇壮か つ明解なイ ベン

事な のは 、国民 の命 と暮ら しを守ると いう視点 で判断され るべきである

い大切 な財産とな っています 。

トは 、ス ポーツ の祭 典にふ さわしく、 世界中の 方々に参加 いただくこと

佐竹 知事 は、 平成二 十一年 に着任され 、ふるさと 秋田元気創造 プラン

と いうことで あります。

上に も資 する ものと 確信 しており ます。県、 地元が力を合 わせれば、 実

を県政 運営 の指 針と し、今 日まで頑張っ てこられま した。率直 に言わせ

に より 、東京 オリ ンピ ックの 後々の語り草 となり、秋 田県の知名 度の向
現は夢 では ない と思 います 。ぜひ県とし て取り組ん でいただき たいので

て いた だきま すが 、健 康面での 不安もある 中での激務は つらいもの があ

るの では と推察 をい たし ています。し かしなが ら、知事も 人の子。た ま

すが 、知事のお 考えをお聞 かせください 。
最後に、知 事の政治 姿勢につい てでありま す。

に チョンボを やらかす のは残念なこと でありま す。知事、 公人にとっ て、

世論 とい うも のは 怖いも のであり ます。ゆめ ゆめ油断召 さるなと申 し上

今 年は 、明 治維新 から 百五十年 の節目を迎 えます。平成 も三十一年 四
月い っぱ いと のこ とで、 後世が平 成の三十年 間をどのよ うに総括す るの

げたいと 思います。

そ こで お聞き いた します 。第三期プ ランの策 定に当たり 、内外の諸 情

か、 また 、これ から の日本 、秋田が新 しい輝ける時 代を迎える ためにど
うす るべきか、 考えさせら れる局面だ と思います。
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勢を 俯瞰 し、本 県の 現状に 鑑みた上で 、秋田の 将来像をどのよ うに描い

農 作物 の栽培 にお いて 、下水汚泥を コンポス ト化した肥 料を用いる こ

次に、コン ポスト利 用についてであ ります。

らない などの課題 があります 。

る ため には、 下水 汚泥 の成分 分析を行い、 原料管理を 徹底しなけ ればな

が含 まれ ている こと から、 安定した品 質のコン ポストを継 続的に供給す

て おり ます。 一方 で、 下水汚泥 には、地域差 はあります が微量の重 金属

の コン ポス トへ の活 用を拡大 してほしい との声があ ることは承 知いたし

とに より 、食味 の向 上や 収量の増 加につながる との理由か ら、下水汚 泥

て いるのか、知 事の思いを お聞かせく ださい。

県 当局の答弁 を求めます 。

以上 で私 の一般 質問 を終わ ります。御 清聴まことに ありがとう ござい
ま した。（拍 手）
●副議 長（竹下博 英議員）
小松 議員の一般 質問にお 答え申し上 げます。

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
●知 事（佐竹敬 久君）
まず 、下 水汚 泥の有 効利活 用について 、本県の資 源化処理に ついてで

コン ポスト 化は 、下 水汚泥の 利活用を推進 する上で有 用な方策の 一つ

で あり 、県と しま して は、今後 、関係者と 連携を図り ながら、コン ポス

あります 。
県 内の 下水処 理施 設で発 生する汚泥 は、濃縮 や脱水、焼 却等により減

トの 将来 的な需 要見 込み や原料となる 汚泥の適 合性の調査 を進め、利 用

次に、 農業振興に ついてであ ります。

量化 した 上で、 その 一部 を肥料や建設 資材、土 壌改良材等 に利活用し て
成二 十七 年度 末で 三三 ％と、全国 平均の六八 ％を大きく 下回ってお りま

中山 間地域 の農 業振 興でござ いますが、 中山間地域は 、耕地面積 の約

拡 大の可能性 について 検討してまいり ます。

す。 この ため、 県で は、県 北地区の汚 泥資源化施設 を平成三十 二年度ま

四割 を占め、食 料生産はも とより、県 土の保全 や安らぎの空間 の提供等 、

い ると ころ であり ます が、本 県における 下水汚泥のリ サイクル率 は、平

で に整 備し、 リサ イク ル率を約 五〇％まで に向上させ るとともに 、来年

業生 産の 継続や 農地 の保全 等を支援し てきたほ か、元気な 中山間農業応

多面 的機 能を発 揮し 、農 業所得の 確保と県民生 活の向上に 大きな役割 を

また 、下水 汚泥 の資 源化を進 めるために は、環境へ の影響を十 分に配

援 事業 により 、様 々な 地域資 源を生かした 特色ある農 業や食ビジ ネスの

度策 定に 着手す る県 央及 び県南地 区の広域汚泥 処理構想に おいても、 汚

慮 する 必要が ある こと から、 県北地区にお ける資源化 施設の整備 に当た

展開 を推 進し てまい りま した。こ の結果、平 成二十七年度 から二十八 年

果 たしており 、将来に わたり維持 していく必要 があると考 えておりま す。

り、 処理 予定 の汚泥 の成 分分析を 行ったとこ ろ、製造され る肥料の重 金

度まで の二 年間 に、 約二十 六ヘクタール の水田が畑 地化され、 五城目町

泥 の有 効利 活用 につい て検討 を進め、リ サイクル率 の底上げに 取り組ん

属含有 量が 法令 上の 基準値 を超えるおそ れがあるこ とが判明し たため、

の キャ ベツや 大仙 市協 和の大根 、仙北市の リンドウなど 、冷涼な気 候を

こ のた め、県 では 、こ れまで中 山間地域直接 支払交付金 等を活用し 、農

肥 料化 は困難 なも のと 判断した ところであ ります。その 上で、コン ポス

生かした作物の生産が拡大したほか、東成瀬村のトマトを活用したケ

でま いります。

トな ど下 水汚泥 を肥 料化 する場合より も、コス ト面では劣 るものの、 事

チ ャッ プや ピュー レ、 鹿角市 における短 角牛の加工品 開発など、 それぞ

に 、平 地に比 べて 農地 集積が進 んでいない ことから、 県独自の制 度を創

一方 、中山 間地 域で は、条件 不利農地が 多いことや担 い手不足を 背景

れの特 色を生かし た取り組み が広がって きております 。

業 継続性に優 れた炭化 処理方式を選定 したもの であります 。
今後 予定 して いる 臨海処理 センターの 汚泥処理施 設の更新に 当たって
は、 環境 面に配 慮の 上、肥 料化やエネ ルギー化など 様々な方策 について
幅広 く検討を行 い、下水汚 泥の利活用 を推進してま いります。
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後 は、 土地改 良法 の改 正により 創設されま した、農家 の費用負担 なしで

設し 、農 地を借 り受 けて営 農に取り組 む経営体 を支援している ほか、今

の 競争力強化と 農家所得の 向上を図っ てまいり ます。

た水 管理 の自動 化な ど、稲 作における イノベー ションを推進し 、秋田米

基づき、「ウッドファーストあきた」を合言葉に、公共建築物の木造

次に、 林業振興で ございます。

県 とし まして は、 規模は 小さくても 一定の所得が 確保できる よう、地

化・ 木質 化はも とよ り、ポ イント制度 による住 宅への木材 利用に対し助

実施 でき る基盤 整備 事業 に積極的 に取り組み、 耕作放棄地 の防止と農 地

域の 特色 を生か した 農業の 展開を推進 するとと もに、農地 の維持管理に

成 策を 講じて いる ほか 、県外 や海外におけ る県産材の プロモーシ ョン活

ま ず、 県産 材の 需要 拡大でござ いますが、 県では木材 利用促進条 例に

向 けた 取り組 みを 支援 するな ど、引き続き 、中山間地 域の農業・ 農村を

動の 展開 、さ らには 秋田 杉家具等 の新製品開 発への支援 など、県産材 の

の 適切な維持 管理を図 ってまいり ます。

サポー トしてまい ります。

況は 、主 食用米 の生 産を必 要量にとど めつつ、水田 をフル活用 し、食料

り、 最近 にな って よう やく需給が 均衡してま いりました 。このよう な状

た こと から 、平成 二十 六年以 降、飼料用 米等の生産を 強力に推進 してお

いり まし たが、 生産 過剰 傾向の中で米 価の下落 に歯どめが かからなか っ

国 では 、米の 需給 と価格 の安定を図 るため、 長く生産調 整を行ってま

す ばら しさを 伝え るこ とのでき る人材の育 成など、「 木育」の充 実強化

直接 触れ 合える 室内 スペー スの整備に 対する支援や 、木との触 れ合いの

や木 工教 室な どの イベ ントの開催 等に加え、 来年度から は、親子が 木に

で ある と考 えてお りま す。こ のため、こ れまで取り組 んできた林 業体験

消費 者に 、木の 良さ やそ の利用の意義 を広く理 解してもら うことが重 要

議 員御 指摘の とお り、今 後さらなる 需要拡大 を図るため には、県民や

需要 拡大の ため の施 策を各 般にわたり推 進している ところであ ります。

自 給率 の向上 を図 ると いう基本 法の理念に は合致して おりますが 、一方

を図 るほ か、県 民参 加の 森づくり 活動への支援 や情報発信 の強化等に よ

次に、米農 家の生産安定 と所得向上 でござい ます。

で、低価格帯の業務用米が不足するなど、用途によっては需給にミス

り 、木 を育 て山 を守る ことの 大切さにつ いて、広く 啓発してま いりたい
と考 えておりま す。

マ ッチを生ん でいるこ とも事実で あります。
こ うし た中、 三十 年産か らは、産地 の主体的な判 断で需要に 応じた米

応 でき る「お 米の オー ルラウン ダー」を目 指しており、 農業団体等 と連

戦略で は、 高級 ブラ ンド米 から業務用米 まで、様々 なニーズに 的確に対

販売 を起 点と した米 の生 産販売戦 略を策定し たところであ ります。こ の

の もとでの需 給調整にかじ が切られた ところで あり、これ を好機と捉え 、

発・ 普及 や、新 たな 用途 として土木分 野への利 用促進など により需要 を

築物での活用が期待される木鉄ハイブリッド等の新たな木質部材の開

材の強 度確 保の 手法 等につ いて周知して まいります 。さらに、 中高層建

に向 け、 建築 士等と の情 報交換を 積極的に行 いながら、コ スト低減や 杉

え てい ること から 、今 後は、 需要拡大の鍵 を握る民間 施設での利 用促進

また 、近年 、秋 田杉 を多用し た住宅建築 を手がける 若手の建築 士が増

携し なが ら、米 の需 要が 減少する中に あっても 、秋田米の 生産量を維 持

喚 起し 、全 国一の 資源 量を誇 る秋田杉人 工林を生かし た木材産業 の振興

生産 が展 開でき るよ う、生 産数量の一 律的な配 分が廃止さ れ、経済原理

し 、農 家が 安定的 に米 を生産 できる体制 を構築してま いりたいと 考えて

次に、原木 価格の向 上でございます 。

に努め てまいりま す。

所得 が得 られる よう 、多収 性品種の導 入や、育苗と 田植作業を 大幅に省

輸 入材 との価 格競 争等を 背景として 、杉の原 木価格が長 期にわたり 低

おり ます 。ま た、 品質向 上を図り つつ、低価 格帯の米に おいても一 定の
力 化で きる「 高密 度播 種育苗」 の普及、さ らには水位 センサーを 活用し
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ろで あり ます。 また 、原木 価格の向上 を図るた めには、品 質や規格など

網 の整 備など 、原 木生 産の効率 化を図る取り 組みに力を 入れている とこ

の 集約 化に よる 事業 規模の拡 大のほか、 高性能林業 機械の導入 や林内路

費 を拡 大させ るこ とも 不可欠 でありますが 、特に、県 外を主な販 売先と

増や すと ともに 、県 外から の交流人口 の増加を 通じて観光 業等の県内消

県 際収 支を改 善す るため には、県産 農産物や加工 品の県外へ の出荷を

次 に、産業振 興について であります 。

に努 めて まいり ます 。こう した対策を 総合的に 講ずることで、 再造林を

実 需者 が求め る原 木を 確実に 供給すること が重要であ ることから 、この

する 製造 業の 稼ぐ力 が重 要であり ます。しか しながら、 本県の製造品 出

迷し てい ること から 、森林 所有者は原 木販売に より十分な利益 を得るこ

たび 、Ｉ ＣＴ 等の先 端技 術の活用 により、木 材加工企業 と素材生産企 業

荷額 におけ る電 子部 品・デ バイス産業の 占める割合 が大きく、 その動向

着 実に 推進し 、森 林資 源の循環 利用と森林 が有する公 益的機能の 維持を

が木 材取引 に関 する 情報を 共有し、需給 のマッチン グを図る新 たな流通

が 産業 全体に 大き な影 響を与え るほか、製 造業の多く が下請型・加 工組

と が難 しい状 況と なっ ており、 このことが 林業経営の 存続自体に も影響

シ ステ ムを構 築す るこ とにして おります。 こうした取 り組みにより 、原

立型 であ ること から 、付 加価値生産性 が全国で も低位とな っており、 県

図って まいります 。

木生 産の コスト 低減 と販 売力の強化を 図り、持 続的な林業 経営の確立 を

際 収支の赤字 を招いて おります。

を及 ぼし ている もの と認 識してお ります。この ため、県で は、森林施 業

目 指してまい ります。
本県 の豊か な森 林資 源を維持 し、将来に わたる循環利 用のサイク ルを

で は、 成長分 野で ある 航空機や 自動車、新 エネルギー 、医療福祉 、情報

を行 って きたと ころ であり ますが、第 三期ふるさと 秋田元気創 造プラン

この ため 、県 では 、技術 力や生産性の 向上、取引 拡大等に向 けた支援

構 築す るため 、再 造林 について は、伐採面 積の五〇％ を目標に取 り組み

関連 産業 への参 入を 引き 続き促進 し、競争力強 化を図ると ともに、県 内

次に、 再造林への 取り組みで ございます 。

を進 めて おりま すが 、現 在のとこ ろ二〇％程度 にとどまっ ている状況 に

企 業が 連携 した サプラ イチェ ーンの形成 やコネクタ ーハブ機能 を担う中

ま た、 第四次 産業 革命 の進展に よって、より 高品質な製 品の製造や 新

あ りま す。 この ため、 県独自 の取り組み として、平 成二十七年 度から、

取 り組 み意識 も徐 々に 高まっ てきておりま す。こうし た中で、国 では、

しい ビジ ネス の創出 も期 待されて おりますが 、本県産業は 、これまで 時

核 企業 の創出 によ り、 外部環境 の変化に柔軟 に対応でき る重層的な 産業

来年 度、 本県 の取り 組み をモデル に新たな事 業制度を創設 することに し

代の変 化に 十分 に対 応して きたとは言い がたい側面 もあること から、県

素 材生 産企業 が伐 採と 再造林を 一貫して行う 実証事業を 県内四十九 カ所

ており 、従 来の 造林 補助事 業に加え、こ の事業を活 用して、一 貫作業シ

が リー ダーシ ップ を発 揮し、Ｉ ｏＴやＡＩ 等先進技術の 導入を積極 的に

構造への 転換を進め てまいりま す。

ス テム による 再造 林の 普及・拡 大に本格的 に取り組んで まいりたい と考

促進 する ととも に、 ＩＣ Ｔ人材の確保 ・育成を 図ってまい りたいと考 え

で実 施し 、作業 の効 率化と 経費削減効 果を確認 したことに より、企業の

えており ます。
り、そのためには所得の向上を図ることが不可欠であることから、保

の県 外へ の売り 込み や県外 からの受注 拡大に加え、 幅広い分野 における

県際 収支 の改 善は 一朝一夕 に成し遂げ られるもの ではなく、 県内製品

て おります。

育・ 育林 のコス ト縮 減技術 を確立する とともに、丸 太の有利販 売に向け

生産 性や付加価 値の向上を 目指し、粘 り強く取り組 んでまいり ます。

も とよ り、 再造林 を進 めるに当 たっては森 林所有者の理 解が必要で あ

た 流通 体制の 整備 や、 今後、生 産増加が見 込まれる大 径材の需要 創出等
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とな どか ら、婚 姻数 が年 々減少し ておりますが 、県の調査 によると、 独

本 県に おいて は、 未婚 化や晩婚化、 若い世代 の減少が進 行している こ

次に、少子 化対策で ございます。

なさ れま したが 、一 方で 、スタジ アムを整備す る場合には 、その必要 性

大 にも つなが るこ とか ら、新し いスタジア ムを建設す べきという 報告が

ポー ツチ ームの 活躍 により 県民の一体 感の醸成 が図られ、交流 人口の拡

新 しい スタジ アム の建設 は、ブラウ ブリッツ秋田 がＪ２で活 躍するた

を 明確にすべ きである といった慎 重な意見も 出されており ます。

て は、 結婚し たい と思 う異性と めぐり合わな いことや、 経済的な要 因等

めの 環境 整備と して 行われ るものでは あります が、世界的 にメジャーな

身 者の 多く は結 婚を 希望して いるにもか かわらず、 独身でいる 理由とし
を挙げております。こうしたことを踏まえ、県では、あきた結婚支援

ス ポー ツで、 本県 でも 普及し てきているサ ッカーの本 格的なスタ ジアム

や、 健康 増進を 図る ため の機能なども 併せ持ち 、より多く の県民が利 用

セ ンタ ーを中 心と して 結婚支 援を推進して おり、来年 度は、新た にサテ

また 、本県 は、 豊か な自然 や文化に恵ま れ、手厚い 子育て支援 、全国

で きる 施設 である こと が望ま しいと考え ております。 このため、 来年度

が、 県内 に整 備され てい ないとい う現状にも 対応するも のであります 。

ト ップ クラ スの学 力を 誇る教 育など、充 実した結婚生 活を営むこ とがで

は、 県や 秋田 市な ど県 内五つのホ ームタウン と秋田商工 会議所で「 新ス

ライトセンターを開設し、利便性の向上を図るとともに、結婚サポー

きる すば らし い環 境が 整っており ます。次の 親となる若 い世代に、 この

タジアム 整備構想策 定協議会」を 立ち上げ、 建設場所や 建設主体に 加え、

しか しなが ら、 建設 には多 額の費用がか かることか ら、技術力 の向上は

よう な本 県の良 さを 実感し 、本県での 生活設計を積 極的に考え ていただ

施 設の 規模・ 機能 、民 間資金の 活用も含め た財源調達 の手法など につい

ター の活動 や多 様な 出会い イベントの開 催を支援す るなど、出 会いの機

く ため 、高校 の家 庭科 で活用す る副読本を 作成してい るほか、動 画やＳ

て、 外部 の専門 家か ら御 意見もい ただきながら 、様々な観 点から議論 す

も とよ り、ス ポー ツを 中心とし たイベント 等による地 域のにぎわい 創出

ＮＳ を活 用した 情報 発信 などによ り、若者の結 婚に対する 意識醸成や 県

る ことにして おり、そ の内容を適 宜、議会にも 報告してま いります。

会の 拡大を進め ることにし ております。

内 定着の促進 に取り組 んでいると ころでありま す。

ま すが 、最近 では 、個 人的に も社会的にも 生涯独身で いることに よるマ

であ る例 が見受 けら れるな ど、一元的 に語るこ とができな い要素もあり

りと 答え を出 しなが ら、 広範な理 解と建設後 のスムーズな 運営を見通 す

あ りま すが、 将来 的に 建設を 目指しつつも 、多くの課 題について しっか

県民 世論 の形成 や財 源調達 の面からも チームの 活躍が欠か せないもので

スタ ジアム建設 の実現のため には、クラ ブの安定し た経営はも とより、

イナ ス面 も指 摘され てお り、結婚 が豊かな人 生を送る上で プラスにな る

ことが 前提 とな るも のであ り、今後、こ れらの点に ついて幅広 く十分な

結 婚に 関する 課題 につい ては、比較 的収入の多い 若者であっ ても未婚

という 煮識 を醸 成し ていく ことも必要な 時代になっ ているもの と考えて

議 論を 行い、 方向 性を 決めてい かなければ ならないと考 えておりま す。
て であります 。

次に 、二〇 二〇 東京 オリン ピック・パラ リンピック の文化行事 につい

おり ます。
次に、新た なサッカ ースタジア ムの建設で ございます 。
ブ ラウ ブリ ッツ秋 田が Ｊ３四シ ーズン目の 最終戦で劇的 な初優勝を な

地域 に伝 わる民 俗芸 能が数 多くあるこ とから、県で は、これま でも県内

県内に は、圏内最 多となる十 七の国指定 重要無形民俗 文化財をは じめ、

中で 高ま ってき てい ること を、私も感 じているとこ ろでありま す。今年

伝 統芸 能の祭 典「 新・ 秋田の行 事」を開催 するなど、 交流人口の 拡大に

し遂 げた こと によ り、Ｊ ２への昇 格を実現さ せたいとい う機運が県 民の
度開催した「スタジアム整備のあり方検討委員会」では、地元プロス
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向けた取 り組みを進 めてまいりま した。
こ うし た中、 二〇 二〇 東京オリンピ ック・パ ラリンピッ クは、本県 の

む国 際社 会で経 済的 な地位 が低下しつ つあり、 経済運営に難し いかじ取
り を余儀なくさ れておりま す。

を進 める ほか 、開催 地で ある東京 都と連携し 、秋田の文 化を現代的に ア

の 県内 行事の 登録 拡大 に向け 、県の積極的 な関与や実 施団体等へ の支援

ジャ パン で世界 にア ピール する「ｂｅ ｙｏｎｄ 二〇二〇プ ログラム」へ

て おり ます。 具体 的に は、来年 度以降、国等 が日本文化 の魅力をオ ール

大 会に 向け た文 化プ ログラム の推進を重 点的な取り 組みとして 位置づけ

る姿 勢とと もに 、仮 に第一 印象がよくな いものであ っても、逆 に、これ

秋田 にと って プラス にな るもので あれば積極 的に取り込 んでいこうと す

し ては、閉鎖 的な傾向を打 破し、初め て目にし 、触れるも のであっても 、

う視 点を 基本に 据え ること が重要であ ります。 また、本県 の県民性に関

が 有す る様々 な有 形無 形の資源 を、いかに効 果的に活用 していくか とい

あ る人 口減 少の 克服 を図りつ つ、持続的 に発展して いくために は、秋田

こう した 中で、 本県 が内外 の変化を的 確に捉えなが ら、最重要 課題で

レン ジして 披露 する 大型イ ベント「東京 キャラバン 」を本県で 開催する

を うま く活用 して いこ うという 、前向きで 寛容な考え 方を持つこと も大

芸術文 化を国内外 に発信する絶 好の機会と なることか ら、三期プ ランに、

こ とに してお りま す。 また、東 京オリンピ ック・パラ リンピックに 合わ

切であ ると考えてお ります。

私 が思 い描 く「高 質な 田舎」は 、まさに、 豊かな自然や 多様な伝統 文

せ、 全国 の地域 の祭 りや 伝統芸能を集 めた催し 物をできる 限り多く首 都
圏 で開 催す るよう 、全 国知事 会の文教環 境委員長とし て、私自ら 国に働

テ ィバ ル等に おい て見 られるこ とを願って おりますが 、組織委員 会が開

私も 、勇壮 な「 刈和 野の大綱 引き」を東 京オリンピッ ク関連のフ ェス

今後 とも 、こう した 姿勢 を貫きな がら、県民の 皆様ととも に誰もが生 き

これ を生かして いくという 理念のもと に成り立 っているもので あります 。

本県の可 能性を最大 限に引き出す とともに、 世界の潮流 を自ら先取 りし、

化な ど、 秋田 のよ さを しっかりと 受け継ぎな がら、自信 と誇りを持 って

催を 検討 してい る「 東京 二〇二〇 Ｎｉｐｐｏｎ フェスティ バル」につ い

生 きと 暮ら すこ とがで きる豊 かなふるさ と秋田をつ くり上げて まいりま

きかけ ております 。

て は、 現在 のと ころ詳 細が明 らかになっ ていない状 況にあり、 引き続き

す。
以上でござ います。

情報収集に努めるとともに、地元大仙市とも連携し、実現の可能性を
探ってま いります。

る北 朝鮮 の脅威 に直 面し ている状況に あります 。また、冷 戦構造は終 結

戦 や紛 争、テ ロ行 為等 が多発し ており、我 が国において も、挑発を 続け

りまし たが 、そ れに 反し、 世界各地で宗 教や民族的 対立などを 背景に内

平成 の半 ばに 迎えた 二十一 世紀は、「 平和の時代 」と期待をさ れてお

は 絶大 なも のがあ るら しくて 、その中の 一人は、食味 値が

さん と意 見交換 する 機会 がありました 。このコ ンポストの 効果という の

加 藤麻 里先生 二人 でし たけれど も、コンポ ストを使用し ている団体 の皆

まず下 水汚 泥に つき まして 、実は、今か ら一カ月く らい前です か、私と

た。 一つ だけ 再質問 をさ せていた だきたいと 思いますが、 その前段の 、

大変御丁寧な 答弁をあり がとうござ いまし

し たも のの 、アジ ア・ 太平洋 地域に安全 保障をめぐる 新たな懸念 が生ま

がつ くっ てい るの はコシ ヒカリで すけれども 、食味値が 八十五以上 であ

● 三十 五番（ 小松 隆明 議員）

れる など 、今 世紀 はむし ろ「激動 の時代」で あります。 経済面にお いて

りま して 、一俵 三万 円で売 っているそ うです。それ 以外にも、 そばをつ

最 後に、私の 政治姿勢でご ざいます。

も、 中国 をはじ めと する新 興国の急成 長により、世 界一の経済 大国であ

く って いた人 、あ るい は大根を やっている 人たちが、 とにかく化 学肥料

こ れは彼

る アメ リカの 地位 が相 対的に低 下し、また 、我が国も グローバル 化が進
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け れど も、と にも かく にも切っ た後には必 ず植えるよ うな世の中に しな

るい は工場 の設 備等 に五〇 ％の補助金が 出るのも大 変ありがた いことだ

せる こと だと 。どん な手 段を講じ ても、例え ば農業機械 、林業機械、 あ

代 表す る人た ちと もた まに懇 談しておりま すけれども 、とにかく 植えさ

ら、 山の 関係、 林業 につき ましては、 やはり何 といっても 、私も業界を

私 たち も農家 の皆 さん の希望に 沿えるのにな 、という話 でした。そ れか

い ということ で、でき れば下水汚 泥の量をも っと増やして いただけれ ば、

買い たく とも供 給元 の肥 料工場が もうマックス でございま して、でき な

も いいものがで きるので、 絶対これを 増やして もらいたいと。 現状では 、

では なく 、これ は微 生物が 土をつくる のだから 、そういうこと で質も量

と思 います。

京都 との関 係も ござ います ので、いろん な面で力を 尽くしてま いりたい

こと で、 国の 方にも 提言 をしてご ざいます。 また、この 後もいろんな 東

ウ ンド を幅広 く受 け入 れるた めにそういう ものに使っ たらどうか という

様々 なそ ういう 民俗 文化、 これを将来 の東京の みならず全 国的にインバ

昨 年の 七月に 盛岡 で、 全国知事 会の際に文教 環境委員会 として、全 国の

非 常に 興味 を示 して ございま す。そうい う意味で、 私も知事会 の方で、

だ有 名で ないけ れど も、 非常に特 色のあるもの 、こういう ものについ て

の 地方 で伝統 的に 引き 継がれた 、むしろ素 朴なもの、 あるいは非 常にま

いま すが 、最近 のイ ンバウ ンドの状況 を見ても 、逆に日本古来 から日本

まし て、 うちの 方の 刈和 野の大綱 引き保存会は 、二月の三 日か四日に 応

り まし た。も う既 に、 東京文化 プログラム の募集期間 はこの二月 であり

リン ピッ クにつ いて 、文化 プログラム について大変 積極的な御 答弁があ

質問になりますけれども、大変、知事から今、オリンピック・パラ

是 非その点に 力を入れ ていただきたい と思って いるところ でございま す。

て は、 どう せ提 案する んだっ たら、銀座 を一日止め て、日本の そういう

非常 に感 動しま した 。こ れは答弁 はいりません けれども、 私の思いと し

森の 立佞武多だ とか阿波踊 りと、それ 全国の代 表する文化行事 をやって 、

ら、 あそ こ日比 谷通 りとい うんですか 、あそこを全 部ストップ して、青

まし て、 十二 月の 寒い ときでした けれども、 皇居のとこ ろに行きま した

で に申 し上 げます と、 平成二 十年に今上 天皇の二十年 を祝う会が ござい

ありがと うござい ました。ち なみに参考 ま

募 いた して おり ます。 先ほど 知事の話に よると、知 事会のポジ ションか

文 化行 事を一 堂に 集め てできな いものかと思 っておりま すので、ぜ ひ佐

●三 十五番 （小 松隆 明議 員）

ら いっ てもそ うい う発 言ができ るという立場 にあるよう でございま すの

竹知 事に おかれ まし ては、 そこら辺の ところを 秘めながら 、何とかそう

いと 、秋 田の山 、日 本の 山ははげ山に なるとい うことであ りますので 、

で、 どう か刈和 野の 綱引き も制作して から引き 合い開始に なるまで一カ

い う思い切っ た提案をして いただけれ ば幸いで す。

番

薄

出

午後二時 四十五分再 開
一

席
井

員

加賀屋

三十 八名

番

千 鶴子

三十五 番小松議員 の質問は終 わりました。

議

司

二

♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯

午後二時三 十二分休憩

暫時 休憩いたし ます。再開 は二時四十五 分といたし ます。

●副議長（竹下 博英議員 ）

終わり たいと思い ます。あり がとうござい ました。

月 半も 、何十 人も かか ってや る大事業です ので、その 後継者不足 に悩ん
でお るわ けで ありま す。 ですから 、もしかし てオリンピッ ク・パラリ ン
ピック に出 せる もの であれ ばということ で夢を描い ているわけ でして、
い ま一 度、知 事か ら彼 らに前向 きなメッセ ージをいただ ければ大変 幸い
だと思い ますが、い かがなもの でしょうか 。
東京オリン ピック・パ ラリンピッ クには、海 外か

【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】
●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

らも 大勢 のお客 様が 大変多 く見えられ ます。海外か らのお客様 は、日本
の いろ んな文 化、 代表 的なその 文化につい てはこれは 触れる機会 がござ
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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

番

番

番

番

三

原

北

菅

鈴

沼

三

加

鈴

林

原

山

木

谷

浦

藤

木

佐々 木

吉

浦

東 海林

平

藤

嘉

英

幸

丈

博

晴

雄

茂

麻

健

雄

清

一

範

一

子

正

文

洋

彦

大

純

人

里

太

太

彦

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

番

番

番

番

佐

近

土

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

佐

杉

石

田

藤

藤

谷

口

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

正

賢 一郎

健一郎

勝

博

雄

英

雄

正

聡

英

孝

治

浩

策

晃

正一郎

信

悦

ひと み

武

敏

喜

俊 比古

徹

るも ので あり、 この 計画 に基づき 地方交付税の 財源保障が なされてい ま

状 況で ありま す。 地方 財政計画 は、地方公 共団体の財 政運営の指 針とな

減少 する など、 一般 財源総 額が前年並 みに確保され ているとは 言えない

地方 交付 税と 臨時 財政 対策債を合 わせた実質 的な交付税 が約五十三 億円

十 年度の地方 財政計画 で一般財源総額 を確保し たというも のの、本県 は、

りま した 。しか し、 一方 でその財源を 見ますと 、国におい ては、平成 三

さ せる ととも に、 災害 復旧対策 等を着実に 推進すると の力強い説明 があ

と秋 田元気 創造 プラ ン」が スタートする 年であり、 人口減少対 策を加速

三億 円、 一・ 四％の 減と なってい ます。県当 局からは、 「第三期ふる さ

額 で約 五千八 百三 億円 、平成 二十九年度六 月補正後と 比較して、 約八十

本議 会に提 案さ れて いる県の 平成三十年 度当初予算 案は、一般 会計総

は じめ に、地 方財 政計画 と地方交付 税の確保につ いてお伺い します。

ま す。

思い をは せなが ら、 社会 民主党会 派を代表し一 般質問を行 いたいと思 い

い ただ きまし て、 本当 に感謝を 申し上げた いと思いま す。ふるさ とへの

した 、能 代市の へそ 、鶴形 からこのよ うにたく さんの皆さんか らおいで

方

二十 九番
工
鉱

柴

三十 一番
藤

三十 七番

加
明

三 十三番
隆

す。

松

美恵子

小

田

三十 五番

小

関

四 十 番

大

衛

三 十八 番

る 審議 を経て 、「 働き 方改革実 行計画」を 決定しまし た。この中 で、日

昨年 三月、 政府 は、 総理大臣 を議長とす る働き方改革 実現会議に おけ

次に、 働き方改革 についてお 伺いします 。

す。

では ない と思い ます 。地 方財政計画の 今後の見 通しと併せ てお伺いし ま

共 施設 の建替 え・ 維持 修繕に対 応できるの か、不安を覚 えるのは私 だけ

投資事 業は もと より 、引き 続き増加が見 込まれる社 会保障関係 経費や公

か。 こう した 状況が 続け ば、サッ カーの新ス タジアム整備 等の大規模 な

る にも かかわ らず 、な ぜ実質 的な交付税が これほど減 少するので しょう

財源 総額 が確保 でき ないの でしょうか 。県税収 入が前年並 みとなってい

そ こで お伺い しま すが、 本県では、 なぜ地方財政 計画と同様 に、一般

康

司

林

洋

北

木

四 十三番

鈴

一

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。

♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯
●副 議長（竹下 博英議員 ）

日 程第一 、一 般質 問を継 続いたします 。一番薄井 議員の発言 を許しま
す。
本日は大変 お忙しい中 、傍聴におい でいただき ま

【 一番（薄井司 議員）登壇 】（拍手）
●一 番（ 薄井司 議員 ）
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本経 済再 生に向 けた チャレ ンジとして 働き方改 革を位置づけ、 働く人の

働 き手 の減少 がま すま す深刻化 することは 明らかであ り、若年者 の県内

から 四十 代の女 性の 増加が 顕著だった ことに言 及しております 。今後、

一方 、県で は、 本年 度「秋田 県公労使会 議」を設置 し、本県に おける

視 点に 立った 労働 制度 の抜本改 革により、 働く方一人 一人のより よい将

長時 間労 働の是 正な ど九項 目の検討テ ーマを設 定し、我が 国の将来を見

働 き方 改革推 進の ため の課題 や対応方策等 を検討して おり、私の 総括審

定着 ・還 流策と 合わ せて 、採用条 件の緩和や処 遇の向上等 を通じて、 高

据 えて 、法律 改正 をは じめと した具体的な 対応策につ いても言及 してい

査に おけ る質 問に対 して 、「県と して取り組 むべき事項 については、 施

来展 望を 可能に する ほか 、労働生 産性を改善し 、賃金の上 昇や需要拡 大

ます 。こ うし た動き を受 けて、各 都道府県に おいて関係 者による検討 会

策に 反映さ せて いき たい」 との答弁をい ただいてお ります。今 後、我が

齢 者や 女性 など を含 めて、就 労する者の 割合をさら に高める努 力が求め

議が 設置さ れ、 業界 団体や 個別の企業な どで抜本的 な労働制度 の見直し

国 全体 の労働 力人 口の 減少が見 込まれる中 、本県にお いても、人口 減少

を 通じ て、 経済 の成 長と分配 の好循環を 構築するこ とを目指す としてい

が 行わ れるな ど、 様々 な取り組 みが実践さ れておりま す。本県でも 、秋

対策 のた めの就 労環 境整 備のほか、労 働生産性 の向上によ る賃上げと 賃

られ ると記述さ れております 。

田労働局が県内の労使団体、行政機関、学識経験者等により構成する

金 の地域間格 差の是正 、働く人のワー ク・ライ フ・バラン スの推進な ど、

ま す。 また、 非正 規雇 用の処遇 改善や賃金引 き上げと労 働生産性向 上、

「 秋田 いき いきワ ーク 推進会 議」を設置 し、本県の働 き方に関す る論点

多く の視 点か ら県 内企 業における 働き方改革 を促進する 取り組みが 必要

と考 えて おりま す。 こうし た状況を踏 まえて、次の 三項目につ いて知事

や課題 等について 協議を続け ております 。
企業 現場に おい て働 き方改革 が推進され ることは、労 働時間短縮 を通

待 され てい ます 。また 、同一 労働同一賃 金の実現に より、自分 の能力が

齢者 の就 労を容 易に し、 ひいては 少子高齢化対 策にも結び つくものと 期

に つい て」、 第三 点は 「そうし た成果を踏ま え、今後、 どのような 方法

点 は「 今年 度設 置した 秋田県 公労使会議 における議 論の内容と その成果

第一 点は 「働き 方改 革を促 進すること の意義と課題 について」 、第二

の考 えをお伺い します。

正 当に 評価さ れる とい う自覚の もと、モチベ ーションの 向上、一人 一人

で実効性 のある働き 方改革を促 進していくの か」につい てお伺いし ます。

じ て、 働く人 の健 康確 保や仕事 と家庭の両 立の可能性 を高め、女 性や高

の職 業能 力向上 、さ らには 、企業の生 産性向上 による賃金 の引き上げ等

「秋 田い きいき ワー ク推 進会議」では 、「秋田 県内の『働 き方』に関 す

への 県外流出な どの社会減 緩和は、県政 の最重要課 題となって おります 。

本県に とっ て、 人口 減少、と りわけ若者の 就職や進学 に伴う首都 圏等

は 、小 学校 の先生 は授 業の持 ち時数が多 く、事務作業 を行う時間 が少な

間労 働の 原因に つい て幾 つか述べられ ておりま した。特徴 的だったこ と

そ の内 容が魁 新聞 紙上 に大きく 掲載されて おりました。 その中で、 長時

「教職 員の 長時 間労 働是正 を考えるシン ポジウム」 が開催され 、後日、

次 に、教育現 場における取 り組みにつ いてお伺い します。

る 課題 と方 向につ いて 」とい う報告書を 本年一月に取 りまとめて おりま

いこ とや 、中 学校 の先生 は部活動 で帰りが遅 い上、土曜 ・日曜日も 休め

に より 、企業 の魅 力が 高まり 、県内外の人 材獲得、人 手不足の解 消につ

す。 この 中で 、人 口減少 と高齢化 が全国で最 も早いペー スで進行す る本

ない とい うこと でし た。さ らに、全国 学力・学習状 況調査では 事前練習

昨年 十一 月に 、連合 秋田、 秋田県教職 員組合、秋 田魁新報社の 主催で

県に おい て、雇 用保 険に加 入する労働 者数が、平成 二十二年か らの五年

も 大変 ですが 、テ スト が終わっ た後に、答 案用紙を全 員分コピー して、

ながる ものと考え ております 。

間 で若 年層を 中心 に減 少する一 方で、六十 歳以上の高 齢層や三十 代後半
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国の 採点 とは別 に採 点作業 を行い、結 果をシス テムに入力しな ければな
ら ない ことな ど、 授業 以外にや らなければ ならない業 務に大変な 驚きを

伺いしま す。

中 学校 につい ては 、石 川議員が六月 議会にお いて「部活 動が長時間 労

員会として、部活動指導員の適切な任用のあり方について検討してい

働の 大き な原因 にな って いる」と 指摘したのに 対し、教育 長は「教育 委

教 職員 の長 時間 労働 が深刻な状 況にあるこ とは、これ までも、我 が会

く 」と 答弁し てい ます が、これ までの検討内 容について お伺いしま す。

感じま した。
派 の石 川議員 、加 藤議 員が指摘 し、改善を求 めてきたと ころであり ます

また 、全国 学力 ・学 習状況調 査について も、解答用 紙をコピー して、

国 の採 点前に 行っ てい る県の 採点作業が大 きな負担と なっている ようで

が、 年度 末を迎 え、 県教育 委員会とし ての具体 策を明確に 示していただ
き たいと思い ます。
る働 き方改 革に 取り 組んで いくことは、 喫緊の課題 であり、教 育庁内の

す るた めにか かる 作業 時間はど れくらいと 分析してい るのか、その 費用

何枚 になっ て費 用は 幾らか かっているの か。それを 採点システ ムに入力

す。県 内の小・中 学校の対象 児童・生徒の 答案用紙を 全てコピー すれば、

関 係課 による プロ ジェ クトチー ムを立ち上 げ、平成二 十二年の『二 〇一

対効果 についてお伺 いします。

九月 議会 にお いて、 教育長 は、加藤議 員の質問に 対し、「学 校におけ

〇教 職員 が実感 でき る多 忙化防止対策 』の見直 しを検討し ていく」と 答

早い 七月 に出 され ると 聞いており ます。四月 にテストを 実施し、七 月に

ま た、 来年 度から 全国 学力・学 習状況調査 の結果は、こ れまでより も

はじ めに 、教 育委 員会と して、平成二 十二年の多 忙化防止対 策の内容

結果 がわ かるの であ れば、 国の採点と は別に採点作 業を行う必 要はない

弁 しています 。これを 踏まえて、幾つ か教育長 にお伺いし ます。
と結 果を どう評 価し ている のか。私は 、その多忙化 防止対策を はるかに

と考 えますが、 教育長の見 解をお伺い します。

最後 に、 教職員 は小 学校教 諭の三割、 中学校教諭の 六割が「過 労死ラ

超 える ような 改善 策や 労働時間 の削減案を 打ち出すべ きと考えま すが、
見解を お伺いしま す。

イ ン」 を超 える 長時間 労働の 中で、病気 休暇・休職 が増加傾向 にありま

す。 知事部局と は異なり、教 職員が病気 等で長期に 休暇を取得 した場合、

ま た、 大胆 な業 務削減 や見直し を進めるに は、各課・ 各班がこれ まで
実 施し ている 事業 等に ついても 、削減目標を 定めて検討 を進めるべ きだ

で す。 ところ が、 実際 は講師 が不足し、教 頭や教務主 任等がその 穴埋め

臨時 講師 や臨時 職員 を採用 しなければ 学校運営 が成り立た ないのが実情

さ らに 、それ ぞれ の計 画がどの ようなメンバ ーで策定さ れ、そして 実

に入 り、 ます ます多 忙が 深刻化し ている学校 もあると聞い ています。 講

と考えま すが、設定 目標や検討 状況について お伺いしま す。
行さ れる こと によっ て、 どの程度 の労働時間 の削減につな がると考え て

師不足 は秋 田県 に限 ったこ とではなく、 文部科学省 の発表によ れば、教

員 採用 試験の 受験 者数 も年々減 少しており 、教員志望者 不足、講師 不足

いるのか、数 値目標や 試算等につ いてお伺い します。
次 に、 先ほど 述べ たシン ポジウムで 具体的に 報告があった点 について

す が、 近年 の教職 員の 質的に も量的にも 過酷な労働環 境が、やり がいが

は全 国的 な状況 と言 えま す。この背景 には、労 働者不足の 問題もあり ま

小 学校 にお ける多 忙化 の大きな 原因が、授 業の持ち時数 が多く、事 務

ある はず の教 職の 道から 、若者を 遠ざける大 きな要因に なっている と考

お伺いし ます。
作業 がで きる 時間 が少な い中でた くさんの業 務をこなさ なければな らな

えます。

秋 田県 が学力 日本 一をう たい、教育 立県を標 榜するので あれば、教 職

いこ とで あれば 、ま ずは、 持ち時数を 減らすか業務 量を減らす ことが重
要 だと 思いま すが 、こ れまでの 取り組み状 況及び今後 の対策につ いてお
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員の 長時 間労働 の是 正・働 き方改革を 県教育委 員会や市町村教 育委員学
の み任 せるの でな く、 県として 、人件費を 含めた教育 環境整備に 大胆に

く必要が あるのでは ないでしょう か。

本 県に おける 障害 者支 援施設等の整 備につい て、日本知 的障害者福 祉

成 十七 年度に 比べ て八 百三十 二人の増加と なっており ます。障害 程度別

とな って おりま す。 そのう ち、知的障 害児者は 八千三百八 十四人で、平

秋 田県 の障害 者の 総数は 、平成二十 五年度末現在 で九万七百 八十九人

次 に、障害福 祉政策につ いてお伺い します。

者一 人当 たり の居室 床面 積につい て、現行の 基準を満た していないと 回

う ち、 約二五 ％に 当た る二十 二施設・事業 所でありま した。また 、利用

の計 画が ある障 害者 支援施 設等は、回 答のあっ た八十七施 設・事業所の

て おり ます。 その 結果 を見ます と、平成三十 一年度以降 に増築及び 創設

二 月上 旬に かけ て、 会員施設 ・事業所に 対してアン ケート調査 を実施し

協会 の下 部組織 であ る秋 田県知的 障害者福祉協 会が、今年 一月下旬か ら

では、 重度、最重 度、重症心 身の方々が四 千五百五人 、年齢階層 別では、

答し た施設 も十 九施 設あり ました。この ように多く の障害者支 援施設等

財政出 動すべきと 考えますが、 知事の考え を伺います 。

六十 歳以上 の方 々が 千七百 七十二人おり 、重度・高 齢化した障 害者の増

にお いて、増改 築及び創設 を計画してお ります。

一方 、これ らの 施設 整備に 活用される社 会福祉施設 等整備費補 助金の

加 が見 られま す。 この 方々の中 には、施設 に入所して いない在宅の 方も
三千 七百 人おり 、今 後施 設入所のニー ズが増大 してくるの ではないか と

つ つ、 障害児 ・者 の地 域生活支 援をさらに 推進する観 点から、ケ アホー

院附 帯決 議にお いて 、「障 害者の重度 ・高齢化や『 親亡き後』 も見据え

平成 二十 五年 四月 一日に 施行された障 害者総合支 援法の衆議 院・参議

な状 況で は、障 害者 の生 活を支え るセーフティ ネットであ る障害者支 援

て 提出 した十 二案 件に 対し、不 採択は七件 となってお ります。こ のよう

低い 率に なって おり ます。 また、案件 別に見ますと 、県が国に 協議とし

万円 に対 し、 内示 額は 五千二百三 十四万円、 率にして八 ・八％と極 めて

今 年度 の内 示状況 を見 ますと 、県が国に 要望した額五 億九千二百 五十六

ムと 統合 した後 のグ ルー プホーム 、小規模入所 施設等を含 め、地域に お

施 設の 老朽 化対 策、増 改築が 進まず、安 心・安全、 快適な生活 環境が担

危 惧されます 。

け る居 住の 支援 等のあ り方に ついて早急 に検討を行 うこと」と されてお

保さ れない状況 と言わざるを 得ません。

これらの状 況を踏ま え、今後の 障害者支援施 設等の整備 方針につい て、

り 、こ れを受 け、 厚生 労働省は 、「地域生活 支援拠点」 としてグル ープ
ホー ムの 機能強 化な ど地域 移行を進め る考えを 示しており ます。このよ

亡き 後」 も安 心し た生活 を送るた めには、地 域生活支援 拠点やグル ープ

害 者の ニー ズを満 たし 、重度 ・高齢化し ていく知的障 害者が地域 で「親

の間 でも 深刻に なっ てお ります。この ような施 設への入所 を希望する 障

施 設が 対応で きな い状 況が生じ ており、「 親亡き後」へ の不安は保 護者

害者支 援施 設へ の入 所を求 める在宅障害 者のニーズ に対し、障 害者支援

現状 では 、親 の高齢 化や 死亡に伴 い、重度・ 高齢の障害者 を中心に、 障

百二 十一 万人で した が、二 〇一三年に は一千万人を 超え、二〇 一六年に

ペー ンを 進め てお ります 。二〇〇 三年に日本 を訪れた外 国人旅行者 は五

年四月から、国土交通省が中心となってビジット・ジャパン・キャン

よる 誘客 など、 積極 的な 取り組みを行 っており ます。国で も、二〇〇 三

性 化の キーワ ード とし て、多様 な媒体を活 用した国内外 への情報発 信に

現在、 観光 振興 につ いては、 多くの自治体 で交流人口 の拡大や地 域活

次に、 観光振興に ついてお伺 いします。

知 事の考えを お伺いします 。

ホー ムな ど、障 害者 が地域 で生活する ための受け皿 を整備する だけでな

は 二千 四百四 万人 を記 録し、二 〇二〇年の 東京オリン ピック開催 年まで

う に障害者が 地域の中で生 活する環境 を整備し ていくべき と考えますが 、

く 、障 害者支 援施 設に ついても 、施設の老 朽化などの 課題を解決 してい
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客 の増減のみ に一喜一 憂している ように思わ れます。

消費 額の 増加で ある と認 識してお りますが、多 くの自治体 において観 光

自 治体 におけ る観 光振 興の目標 は、観光客 数や宿泊者 数、あるい は旅行

に「 四千 万人」 を目 標に掲 げ、インバ ウンド観 光を促進させて います。

す 。ま た、 白神 山地 からは、 発酵力が極 めて強い酵 母である新 しい酵母

の整 備が 全く行 われ てい なかった 中核地域が世 界遺産に登 録されてい ま

て いる ことが 世界 的に 評価され たためであ り、その中 でも特に林 道など

人の 影響 をほと んど 受けて いない、原 生的なブ ナ天然林が広大 に広がっ

も うと する機 運は 生ま れてこな いと思いま す。そのた めには、まず 地域

ち、 後世 に引き 継ぐ こと は当然であり ますが、 一方で、こ れまで関係 自

こ の自 然環境 と生 態系を 自然のまま に委ねて 未来永劫良 好な状態に保

菌 「白 神こだ ま酵 母」 が発見さ れ、パン製造 に幅広く活 用されてい るほ

が一 体化 するこ とが 重要 であり、自治 体、観光 協会、商工 会議所・商 工

治 体を 中心 に白神 の知 名度を 生かして様 々な誘客活動 を展開し、 交流人

し かし ながら 、観 光客数 は一つの指 標ではあるも のの、それ を増やす

会 、一 次産 業関連 団体 など、 観光によっ て地域振興を 図る、ある いは恩

口の 拡大 や地 域経 済の 活性化に取 り組んでき ました。し かし、この 世界

か、 乳酸 菌「作 々楽 （ささ ら）」が鶴 形そばに 使用され、 製品化されて

恵を 被る 主要 団体 ・組 織が一丸と なって、事 業の一本化 ・共同化、 連携

遺産 地域 への入 り込 み客数 は、他の遺 産地域と同様 に減少傾向 にありま

だけ では 不十分 であ ります 。地域の活 性化とは 地域の潤い であり、観光

を図 るこ とが必 要で あると 考えます。 このことから 、県におい ては、地

す 。今 年、二 十五 周年 の節目に 当たり、県 としても関 係自治体等 と連携

い ます。白神 山地が寒冷な 気候で、ほ とんど人 が入り込ま なかったため 、

域 振興 局が主 体と なっ て観光振 興の役割を 果たすこと が、様々な 地域資

し、 様々 な取り 組み を進 めること と思います。 東アジア最 大級のブナ 原

客 が増 加して も地 域に 利益を もたらさない 、消費があ っても利益 が上が

源の 活用 や地域 連携 とい う面から も必要である と考えます 。また、自 治

生 林と、そこ での生態 系の保護を 中心とした活 動も大事で はあります が、

独自 の生 態系 を保ち 、こ のような 菌が生存競 争を勝ち抜 き、生きてき た

体 職員 は定 期的 な人事 異動が あるため、 本来継続性 が必要とさ れる観光

も っと 観光コ ンテ ンツ として活 用し、誘客に 積極的に取 り組むべき では

らな いの では 、観光 が地 域活性化 を牽引する ことはでき ません。地域 が

行 政が 、担当 者に より 温度差が 生ずることも 懸念される ことなどか ら、

ない でし ょうか 。白 神地域 における観 光振興の 方向性と戦 略について、

と思われ ます。

各市 町村 で活躍 して いる地 域おこし協 力隊も活 用すべきだ と思います。

知 事の考えを お伺いします 。

もう からな けれ ば、 観光振 興が継続され 、まち全体 が観光振興 に取り組

私 は、観光振 興の目的は、 「地域の潤 い」であ ると考えて おります。

能代産 業廃 棄物 処理 センター の環境保全対 策の基本は 、汚染水の 汲み

次に、 能代産業廃 棄物処理セ ンターについ てお伺いし ます。

旅行業 を中 心と した 複合産 業となってお りますが、 秋田県独自 の指標で

上 げで はあり ます が、 同時に、 汚染原因の 徹底解明とそ の除去が必 要で

そこで 知事にお伺 いしますが 、観光産業は 、ホテル・ 旅館業、交 通業、
「 地域 の潤い 」を 表す ことがで きないでし ょうか。また 、もう一点 は、

す。 この ことは 、常 に念 頭に置くべき 大切なこ とでありま す。それは 、

有害 物質 の除 去は 、土壌 浄化の促 進につなが ることが明 白であるか らで

観光 戦略 課・観 光振 興課 と地域振興局 との役割 と予算を見 直し、地域 振
次に、 白神地域に おける観光 振興の方向 性についてお 伺いします 。

あり ます 。初期 の処 分場、 中でも第二 処分場及びそ の周辺は、 当初から

的 確な 情報 は的確 な対 策に直 結するから であり、また 、土壌を汚 染する

白神 山地は 、一 九九 三年十二 月十一日に 世界遺産登録 され、今年 で二

い わく つきの 場所 であ り、廃油 入りドラム 缶の徹底除 去は根本対 策の一

興 局の事業を 強化でき ないかお伺いし ます。

十 五周 年を迎 えま す。 世界遺産 の登録は、 観光地であ るからでは なく、
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見さ れま した。 コン サル タント業 者に委託した 事前調査で は三本、本 事

の 結果 、作業 を中 断す るまでの 間に四百本 を超えるド ラム缶が新 たに発

つで ある ことは 改め て申し 上げるまで もありま せん。今年度の 掘削作業

地方財 政を取り巻 く情勢は今後 一段と厳し くなるもの と考えてお ります。

基 金残 高増加 を背 景に 交付税削 減等の議論 の本格化が 予想される など、

しが 行わ れる見 込み であり 、国の財政 再建の議 論と併せ、地方 における

れは 、十 年前 と調査 技術 がそれほ ど変わって いないこと の証左かと思 い

缶 の有 無とそ の規 模を しっか りと把握する ことができ ませんでし た。こ

らに は、 今回の 平成 二十五 年、二十六 年のボー リングなど でも、ドラム

前 回の 平成十 七年 、十 八年のボ ーリング、電 気探査、地 震波の測定 、さ

もに 、人口 減少 等の 課題に 対し懸命に取 り組む多く の自治体と 、「地方

額の 確保 に向 け、地 方六 団体が一 体となって 国に対し強 く要望すると と

政 格差 が拡大 する 傾向 にあり ます。このた め、まずは 地方の一般 財源総

組み の成 果」へ と配 分が一 部シフトさ れるなど 、都市部と 地方の間で財

定 に当 たり、 例え ば人 口減少に 対する「取り 組みの必要 度」から「 取り

ま た、 税財 源の 首都 圏への偏在 が顕著とな っているほ か、交付税 の算

ます が、事 前調 査に 基づく 本事業計画と 現状の乖離 、このこと は認めざ

の 創生 なくし て国 の発 展なし」 との理念を 共有し、都 市部と地方間 の財

業 計画では十 本との想 定でありま した。汚染 原因調査とし て行ってき た、

る を得 ない事 実で す。 早々に当 初の事業計 画を修正し 、残したドラ ム缶

政格差 の是正に向け た働きかけ を強めてま いります。 併せて、社会 保障、

防 災・ 減災 など県 民生 活の安 定や、本県 の成長・発展 に向けた歩 みをと

の除去 作業を再開す ることが必 要と考えま す。
今 後の 徹底 除去に 向け 、その作 業日程と事 業計画修正の 検討状況、 除

める こと のな いよ う、 歳入歳出の 見直しによ る財源確保 などの行財 政改

企 業が 働き 方改 革に取 り組み、 魅力ある職 場づくりを 進めること は、

ざいま す。

次 に、 働き方 改革 につ いて、公労使 会議の成 果と今後の 取り組みで ご

革を徹底 しながら、 各般の施策を 強力に推進 してまいり ます。

去作 業に 係る 事業 費の 追加措置と 事業再開時 期について お伺いしま す。

県当 局の答弁を 求めます。

以上 で私の 一般 質問 を終わり ます。御清 聴ありがとう ございまし た。
（拍 手）
●副議長 （竹下博英 議員）
【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】

人 手不 足への 対応 や人 材の定着 はもとより、 若者や女性 、高齢者な ど多

様な 人材 の活躍 につ ながる ものであり ます。し かしながら 、県内にはい

薄井議 員の一般質 問にお答え 申し上げま す。

まずはじめ に、地方 財政計画と 地方交付税の 確保につい てでありま す。

ま だ取 り組み の必 要性 が浸透 しているとは いえず、実 践に当たっ ては、

●知事 （佐竹敬久 君）

平 成三 十年度 の地 方財 政計画で は、前年並み の一般財源 総額が確保 さ

具体 的な 手順 等が分 かり にくいた め、適切な 情報提供が必 要であると 考

秋 田県 公労使 会議 におい ては、働き 方改革の 意義・必要性等 の普及啓

れて おり ます が、そ の内 訳は、地 方税や地方 譲与税につい て伸びを見 込
す 。本 県の場 合、 交付 税の算定 基礎となる 基準財政需要 額が人口の 動向

発や 実践 手法の サポ ート 、収益力向上 による待 遇の改善、 就労環境整 備

えております 。

に連 動し て減少 する こと から、地方消 費税清算 金を含めた 税収は増加 す

等 によ る女 性の活 躍支 援など について、 幅広く議論が 交わされた ところ

む一方 、臨 時財 政対 策債を 含めた実質的 な地方交付 税は減少し ておりま

る もの の、 それ以 上に 実質的 な地方交付 税が減少し、 一般財源総 額が昨

するとともに、来年度から新たに、地域振興局等に「働き方改革推進

であ りま す。 こう したこ とを踏ま え、これま での取り組 みを着実に 推進

これ まで、 国の 「経 済・財政 再生計画」 に基づき、地 方の一般財 源総

員」を配置し、個別の企業訪問を通じた普及啓発等を行うほか、セミ

年を下 回るもので あります。
額 は一 定の水 準が 維持 されてき ましたが、 平成三十一 年度に向け て見直
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後 押し してま いり ます 。さらに 、仕事と家 庭の両立支 援や女性の 活躍に

ナー の開 催や専 門家 による 支援などに より、企 業の実践的な取 り組みを

進めて まいりたい と考えており ます。

機 能を 備えた 地域 生活 支援拠点 を、全ての 圏域に整備 するなどの 施策を

を整 備す るほか 、「 親亡き 後」を見据 え、緊急 時の受け入れや 相談等の

て 将来 的にも 十分 なも のと見込 まれておりま すが、一方 で、障害の 重度

障 害者 支援 施設 の入 所定員につ いては、サ ービス量の 需要推計に おい

取り 組む 企業を サポ ート するワン ストップ窓口 を設置する とともに、 ア
ド バイザー派 遣を行う など、働き 方改革を積 極的に促進し てまいりま す。
次 に、 教育現 場に おける 取り組みに ついて、教育 環境の整備 に対する
本 県で は、小 ・中 学校 における 少人数学習を 推進し、必 要な人員の 配

つい ては 、改 築や大 規模 修繕によ り、入所者 の生活環境 の改善が必要 で

き いこ とから 、老 朽化 した施 設や旧基準に より居室床 面積が狭い 施設に

化や 高齢 化に伴 う支 援にお いて、入所 施設の果 たす役割は 依存として大

置を 拡充 して おり、 平成 二十一年 四月に知事 に就任以降 、県単独で約 五

ござ います 。こ のた め、入 所施設を含め 障害福祉施 設の計画的 な整備に

財政措置 でございま す。

十億 円に上 る予 算を 措置し てきたところ であります 。これらの 取り組み

向 け、 引き続 き、 全国 知事会等 を通じて、 国に対し必 要な財源確保 を強

な お、 今年 度計画 され た事業に ついては、 国の当初予算 では一部し か

を 進め てきた こと が、 本県の児 童・生徒に おける全国 トップレベル の学
ど 、学 校現 場にお ける 業務改 善に一定の 効果をもたら したものと とらえ

採択 され ず、 大変 厳し い状況にあ りましたが 、他の補助 金等の活用 に加

力に働 きかけてまい ります。

てお りま す。 こう した 成果を踏ま え、来年度 からは、高 等学校にも 少人

え、 今般 の国の 補正 予算に より、おお むね整備が図 られる見通 しとなっ

力維 持に つなが ると とも に、教員一人 の受け持 つ業務量が 少なくなる な

数学 習を 導入し 、質 の高い 授業の展開 と学校におけ る業務改善 への支援

てお ります。

当た って は、 延べ宿 泊者 数、観光 地点等入り 込み客数、観 光消費額等 の

な 体験 等を通 じて もた らされ るものであり ます。この ため、その 評価に

土産 品の 購入な どの 消費活 動に加え、 そこに暮 らす方々と の交流や様々

観 光に よる地 域活 性化は 、その地域 を訪れた旅行 者の宿泊や 飲食、お

あ ります。

次に 、観 光振興 につ いて、 地域におけ る取り組みの 強化等につ いてで

を段 階的に拡充 してまいり ます。
また 、こ れまで 行っ てきた スクールカ ウンセラーな どの外部人 材の活
用 に加 え、 教員 の補助 的な業 務を行うス クール・サ ポート・ス タッフの
小 学校 への新 たな 配置 などを通 して、教員の 教科指導以 外の業務負 担を
軽減し、 長時間労働 の是正を図 ることにして おります。
今 後も 、第三 期ふ るさ と秋田元 気創造プラン に基づき、 教育環境の さ
らなる 整備に向け た予算の確 保に努めてま いります。

各種統 計デ ータ や地 元事業 者の景況感な どを勘案し 、いわば「 地域の元

御提 案の「 地域 の潤 い」に ついては、観 光による地 域活性化を イメー

次に、障害福 祉政策でご ざいます。
に向 けて 、障害 者が 施設 から地域へ移 行する施 策を進めて おり、県や 市

ジ する 言葉 として はふ さわし いと思われ ますが、様々 な受けとめ 方があ

気度 」を個別に 判断するこ とが一般的と なっており ます。

町 村に おい ても、 この 方針に 基づき障害 福祉計画を策 定し、必要 な障害

ること から、指標 としてどの ような形で 表すことがで きるのかに ついて、

国 では 、障害 の有 無にか かわらず地 域でとも に生活できる社 会の実現

福祉 サー ビス 量を 確保し ていくこ とにしてお ります。現 在策定中の 計画

今後研究 してまいり たいと考えて おります。

ま た、 観光分 野に おける 地域振興局 の役割は 、市町村は もとより、 地

では 、平 成三十 二年 度に県 内施設入所 者の約四％が 地域移行す ることを
目 標と し、障 害者 が地 域で生活 するための 受け皿とな るグループ ホーム
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域お こし 協力隊 を含 めた幅 広い分野の 関係者の 力を結集して、 地域に埋

上 げに 努め、 エリ ア全 体として の観光誘客 の拡大を図 ってまいり ます。

地元 市町 村や関 係団 体等と ともに、観 光コンテ ンツの掘り起こ しや磨き

次に、 能代産業廃 棄物処理セン ターについ てでありま す。

も れた 観光コ ンテ ンツ の掘り起 こしや磨き 上げなどに 取り組み、 広域的
な観 光誘 客を図 って いく ことにあ ります。山本 地域振興局 を例に挙げ ま

セ ンターの環 境保全対策 については 、産廃特 措法の実施計画 に基づき 、

敷 地全 体を遮 水壁 で囲 み、周辺 への汚染拡散 を防止する とともに、 汚染

す と、 能代 市、 藤里 町、三種 町及び八峰 町の四市町 が進める地 域連携Ｄ
Ｍ Ｏの 設立に 向け た動 きを支援 し、白神山地 の周辺地域 が一体とな った

水の 汲み 上げ処 理を 基本に 進めており 、これに より周辺環 境の浄化が図

ら れて きてお りま す。 今年度 、実施計画に は基づかな いものの、 地元の

観光地域 づくりを目 指している ところであ ります。
県 とし まして は、 地域 振興局が 地元市町村か ら求められ る役割を十 分

白 神山 地にお ける 生態系 保護の基本 的な考え 方は、原則 として人の手

次に、白神 地域における 取り組みの 方向性で ございます 。

等に つい ても、 平成 三十 年度から三十 一年度に かけて同様 に処分した い

部 へ搬 出し、 処分 する ことにし ており、そ れ以外の掘 削済みのドラ ム缶

を終 え、優 先的 に処 理が必 要な掘削済み のドラム缶 や土砂を年 度内に外

要望 を踏 まえ て行っ た支 障物掘削 撤去工事に ついては、 予定範囲の掘 削

を加 えず 、自然 の推 移に 委ねることで あり、特 定の生物や 人為的活動 等

と 考えており ます。

に発揮 できるよう 、引き続き 、体制の確保 に努めてま いります。

が 生態 系に 著しく 悪影 響を及 ぼす可能性 がある場合に は、これら の影響

対策 を着 実に実 施し ていく ことにして おりますが、 住民団体か らは、実

引き 続き 、こ れま で強化 してきた汲み 上げ処理を 基本とする 環境保全

こう した ことか ら、 白神山 地の観光誘 客を図る上で は、自然環 境の保全

施 計画 にはな い第 二処 分場全体 の掘削につ いて要望さ れており、 今後、

の緩和 や生物多様 性の保持等 に有効な対 策を講じる ことにしてお ります。
に 最大 限配慮 しな がら 観光資源 として利活 用していく という、保 全と利

これ にど のよう に応 えて いくかに ついては、過 去の調査結 果も踏まえ 、

●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

薄井議員か らのご質問に お答えいた し

【 教育委員会 教育長（米田 進君）登壇 】

以上でござ います。

意見 交換を図り ながら検討し てまいりま す。

効 率性 や効 果な どの観 点から 専門家の意 見を伺った 上で、地元 と十分な

活用の 調和の視点 が必要である と考えてお ります。
県 では 、白 神山 地の価 値や魅力 を一層分か りやすく伝 えるため、 講習
会等 の開催によ り白神ガイド の育成を進 めてまいり ましたが、 来年度は、
県独 自の 認定ガ イド 制度を 創設し、人 と自然と の仲介役と して幅広い知
識 や技術を有 する白神ガイ ドのレベル アップを 図ることに しております 。
この よう な中 、今年 は、白 神山地が世 界自然遺産 に登録されて から二

ます。

は じめ に、多 忙化 防止対 策の検討状 況につい てでありますが 、全国的

十五周 年の 節目 の年 となり ますので、そ の魅力と保 全の大切さ を伝える
エコツーリズムイベントや、首都圏において白神ガイドによるトレッ

な問 題と なって いる 教職 員の長時間労 働につい ては、本県 においても 昨

二〇 一〇 年に 策定 した「 教職員が 実感できる 多忙化防止 対策」の見 直し

キングツアー商品の販売プロモーションを行うなど、登山愛好家等を
白神 山地 は、 広大 な原生林 が世界共通 の遺産であ ると認めら れた貴重

を行 って おり、 市町 村教育 委員会、校 長会、ＰＴＡ など関係団 体からも

年 十月 に教 育庁内 関係 各課で 構成するプ ロジェクトチ ームを立ち 上げ、

な資 源で あり、 観光 利用に 一定の制約 があることは やむを得な いもので

意 見を いただ きな がら 、方針や 一層効果的 な改善策に ついて検討 を重ね

タ ーゲットと した観光 誘客にも取り組 むことに しておりま す。

あり ますが、今 後、世界自 然遺産に指 定されていな い周辺地域 において 、
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し、教員 の負担軽減 を図っていく ことにして おります。

今 後も 、人員 配置 の充 実と業務量の 削減の両 面から検討 を重ね、教 員

ていると ころであり ます。
こ れま で行っ てき た取 り組みでは、 会議、研 修の見直し や調査物の 簡

が児 童へ の指導 や教 材研 究などに 力を注ぐこと ができる体 制の整備に 努

次 に、 中学校 にお ける部 活動のあり 方についてで ありますが 、部活動

素化 など 、一定 の改 善が 図られた ものと考えて おりますが 、部活動休 養
設 定す ること を市 町村 教育委員 会へ提示し、 遵守される よう働きか けて

指導 員の 配置に つい ては、 国が策定予 定の「運 動部活動の あり方に関す

め てまいりま す。

まい りま す。ま た、 各課で 推進してい る事業や 業務の削減 に関しまして

る 総合 的なガ イド ライ ン」の 遵守が前提と なることか ら、その動 向も踏

日 につ いて は未 だ課 題が残さ れているも のと捉えて おり、週当 たり二日

は 、一 律に数 値目 標を 設定す ることが難し いため、個 別の事業ご とに削

まえ つつ 、引 き続き 検討 を深めて いく予定で あります。 併せて、適正 な

動 部活 動顧問 や外 部指 導者を対 象に、適切 な運営や効 果的な指導等 に関

減項 目や 削減 内容を 検討 している ところであ り、今後も 事業内容の見 直
な お、 新たな 取り 組みと して、学校 閉庁日の 設定を考え ており、県立

する研修会を開催するとともに、活動時間や休養日の設定などを盛り

部活 動の指 導体 制の 改善と して、国のガ イドライン の内容を踏 まえ、運

学校 にお いては 来年 度か ら実施し、小 ・中学校 についても 、市町村教 育

込 んだ 「運 動部活 動指 導の手 びき」を改 訂し、適切な 運営がなさ れるよ

しや改善 を図り、教職 員の負担軽 減に努めて まいります 。

委 員会へ提案 してまい りたいと考えて おります 。
きる こと を主体 的・ 積極的 に実行して いくことを呼 びかけると ともに、

が 、解 答用紙 は、 国が 調査実施 後に回収す ることにな っており、 児童・

次に 、全国 学力 ・学 習状況調 査に関する 業務改善につ いてであり ます

う取り 組んでまい ります。

関 係団 体との 情報 交換 や共通理 解を図りな がら、今後 も、教職員 の負担

生徒 の解 答状況 を詳 細に 把握する ため、本県の ほぼ全ての 学校で回収 前

県教 育委 員会 とい たしま しては、市町 村や学校に 対し、それ ぞれがで

軽減に つながる働 き方改革を推 進してまい ります。

に コピーを取 っている ものと認識 しております 。

本 県で は、全 国学 力・学 習状況調査 等の結果分析 に基づく各 学校の学

次 に、 小・ 中学 校にお ける長時 間労働の改 善について であります が、
御 指摘 のとお り、 学級 担任制が 基本となる小 学校におい ては、教員 の持

力向 上の 取り組 みを 支援す るため、ウ エブサイ トを利用し た学力調査集

答状 況を 入力 するこ とに より、自 校の学習状 況の把握や分 析を行い、 学

ち授 業時 数が多 く、 それが 長時間労働 の要因と なっている ことは認識し
本県 では 、個 々の児 童に応 じた教育活 動を行うた め、小学校の 全学年

習指導 の改 善と 充実 を図る ことができる ようにして おります。 各学校で

計 分析 システ ムを 構築 してい ます。このシ ステムでは 、児童・生 徒の解

で少人 数学 習推 進事 業を展 開してまいり ましたが、 学級規模が 小さくな

の 入力 は任意 とし てお りますが 、平成二十 九年度は小学 校で約九五 ％、

て おります。

る こと により 、成 績処 理などに 必要となる 時間が軽減さ れるという 効果

中学 校で 約八五 ％の 学校 が入力を行っ ており、 システムを 有効に活用 し

御指 摘の あり まし た費用や 作業時間に ついてであ りますが、 単価が学

もあ ると 考えて おり ます 。また、国の 加配を活 用し、学級 担任を持た な
する など の取 り組 みや、 スクール カウンセラ ーなどの専 門スタッフ の配

校ご とに 異なる ため 、費用 の総額は把 握しておりま せんが、解 答用紙の

て いただいて いると考 えております。

置の 充実 に努め てま いりま した。さら に、来年度か ら児童数の 多い小学

コ ピー 代は児 童・ 生徒 一人当た り三十円か ら四十円程 度になると 思われ

い 教員 を増 員した り、 事務職 員を増員し 、教員の事務 作業を軽減 したり

校 に、 教員の 補助 的な 業務を行 うスクール ・サポート ・スタッフ を配置
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ます 。ま た、採 点や 入力な どの作業時 間は、児 童・生徒一人当 たり十五
分 程度 と想定 され ます が、各学 校では、自 校の児童・ 生徒の学習 状況の

まず 、喫緊の 措置として、そ うですね 、

【教育委員 会教育長（ 米田進君）】
●教 育委員会教育 長（米田進 君）

思 いま すし、 併せ て、 小・中に 関することに 関しては、 市町村の教 育委

例え ば先 ほど申 し上 げま した学校 閉庁日等に関 しては、も う四月から 行

各 学校 が早期 に採 点を行 うことは、 自校の児童・ 生徒の解答 状況を把

員会 の方 にも働 きか け、実 施してもら う方向で お願いする というその方

共有 を図 る観点 など から 、作業や 職員で分担し て行ってい るものと捉 え

握し 、次 の指導 に生 かす上 で有効な手 立てであ り、学校が 行う教育の成

向 とか ですね 、そ れか ら、運 動部活動に関 しては、部 活動の休業 日、今

い たい とい うこ とで 、三月中 に県立学校 に対しては 通知等を出 したいと

果 や課 題を検 証す る前 提とな るものである ことから、 国の結果公 表の時

まで も指 導手 引き等 で示 している のですが、 なかなか実 行されないと い

て おります。

期に かか わら ず、各 学校 がシステ ムを有効に 活用するこ とは、県全体 の

うふ うなこ とで 、そ の辺に 関しましては 、この後ま たスポーツ 庁からも

三 月下 旬まで にガ イド ラインが 出ます。そ れをもとに 、また県の方 でも

教育の充 実につながる ものと考え ております 。
以上 でございま す。

つく り、 それを また 市町 村の方でもま たそれを 受けてつく り、また学 校

で もま たつ くると いう ふうな 、そういう ふうな流れに なっており ますの

今の教育 長の答弁に 対して質問 したいと思い ます。

こ のプ ロジ ェクト チー ムです が、昨年の 九月に設置さ れ、いろい ろ検討

で、 そう いう ふう なこ とを受けて 、我々の方 からいろい ろ示して、 学校

●一番（ 薄井司議員）

をし てき てい ると いう 御報告があ りましたが 、こういっ たプロジェ クト

の方 で実 行して いっ てもら うように、 それから併せ て各団体の 方も色々

わかりまし た。ただです ね、今、こ の働き方改 革、

いとい うふうに考 えております 。

か かわ ってき ます ので 、そちら とも話し合 いをしなが ら進めてま いりた

チームの メンバーに ついて、まず お聞きした いと思いま す。
庁内のプロジ ェクトチー ムというこ と

【教育 委員会教 育長（米田 進君）】
●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

●一 番（薄井司 議員）

全 国的 に注目 され てお ります。 国会の方でも いろいろな 議論がされ てお

で 、当 然、 義務 教育課 、高校 教育課、そ して特別支 援教育課、 そして保
健 体育 課、そ れか ら総 務課が元 締めのような 感じです。 そういう課 の関

とい うことで、そ の業務量等 を減らす

こ とと 併せて 、し っか り休む時 間を設ける というふう なこと、当 然両方

●教育 委員 会教育 長（ 米田進 君）

【教育委 員会教育長 （米田進君 ）】

す が、いかが でしょう か。

庁し ても 余りそ うい う成 果が出ないの ではない かなという ふうに思い ま

案 され た学校 の閉 庁日 を設ける ことによっ て、業務量が 減らなけれ ば閉

減らす とい うの が多 分大き な課題だと思 っておりま す。例えば 、今回提

認識 して おり ますけ れど も、究極 は、この学 校教職員の時 間数が減る 、

れ で今 いろい ろそ の課 題に対 して対応をし ているとこ ろだという ふうに

りま すけ れども 、県 の方の 秋田県公労 使会議の 中でも課題 があって、そ

この中 で、全庁とい うことです が、どこの 課でこ

係の指導 主事、管理 主事等が入 って検討して いるという ことです。
● 一番 （薄井 司議 員）

のリー ダーシップ をとってい ますか。
【教育委員会 教育長（米 田進君）】
総務課の 方でございま す。七階の 総務
わかり ました。そ うすれば、総 務課の方で いろい

●教 育委 員会 教育長 （米 田進君）
課です。
● 一番 （薄 井司議 員）

ろな 横断 的な やり とりを している ということ で認識しま した。今、 この
プロ ジェ クトチ ーム が、こ の後どうい ったことを検 討をして、 どういっ
た作 業手順で進 めていくの かお伺いし ます。
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慮 してもらう ようにお 願いしてま いりたいと 考えておりま す。

とい うこ とも事 実で すの で、その 辺は外部にも いろいろ呼 びかけて、 考

務 量そ のもの も減 らす 、あるい は我々以外 からのいろ んな調査物 もある

考え てい かなく ては いけな いことであ りますの で、当然我々と しては業

昧 なよ うな 感じ がし ます。何 か曖昧して いてて効果 があるとか というの

義務 化す るとか そう いう ことは考 えないのか。 何かこの業 務が非常に 曖

長 から 答弁が あり まし たけれど も、有効で あるのであ れば、例え ばこれ

の件 です が、こ れは 実際実 施されて有 効である というふうに先 ほど教育

は 、私 はちょ っと 、ま すますそ の業務に、教 職員の方に 負担がかか るの

かな とい うふう に思 ってお ります。で きるので あれば、こ ういった業務

私、能代山本管内三十二市町村の小・中学校を

ちょ っと 訪問し て、 色々校 長先生はじ め関係者 の皆さんか らお話をお伺

に 関し ては、 委託 する などす る方法が検討 するべきで はないのか なとい

●一番（薄井司議員）
いしました。この中で、ある校長先生は、やはり独自のやり方をして

うふう に思ってお ります。

【教育委員 会教育長（米 田進君）】

ちゃ んと 時間 外を減 らす ような取 り組みをし ております 。こういうこ と
は、大変 私はすばらし いことだな というふう に思って帰 ってきました が、

が教 えて いる児 童・ 生徒 の状況を自ら 把握する こと、直接 把握するこ と

学校の教 員の一番大 事な役割は、 自分

やり 方が できな いの かな というそうい う疑問を 持って帰っ てきたとこ ろ

が 大事 なこ とでは ない かなと いうふうに 思っています 。そういう 意味か

●教 育委 員会 教育長 （米 田進君）

で あり ます が、そ うい った吸 い上げとか そういうもの は、このプ ロジェ

ら、 でき るだ け早 く子 供たちの様 子を、学力 テストに関 してはその 状況

こ れが どうし て、 何か こういう やり方が全 県、県全域 にそういうよ うな

クト チー ムの 中で やっ ているのか どうか、そ れについて お答えいた だき

を把 握し て、そ して 、でき るだけ早く その後の指導 に生かして いくとい

う ふう なこと は、 やっ ぱり大事 でないかな というふう に我々は考 えてい

たいと思 います。
【教育 委員会教 育長（米田 進君）】

ば いけないと いうふう なことでは なくて、任意 にしている ということ は、

ると 。た だ、色 々な 声が あるとい うふうなこと で、はっき りやらなけ れ

な とこ ろで いろ んな判 断をし て、業務等 を減らす、 あるいは、 いわゆる

そ れは はっき り伝 えて 、そこは はっきり逆に 伝えている ということ であ

今お話があっ たように、 まず一番身 近

残 業を ゼロに する とい う判断を 、まず校長が やるべきで あると私は 思っ

ります。

●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

てい ます 。市町 村に よって 、それぞれ 学校によ ってまたそ の足並みがそ

県の市 町村 教育 長・ 教育委 員長会議で、 今度の会議 では教員の 多忙化、

我々 とし ては 、今度 の五 月になり ますけれど も、毎年行っ ております 全

す 。秋 田県の 公労 使会 議、いろ いろやって おります。こ の県として 一生

面でも 、五 十億 円を 超える そういう予算 が措置され ているとい うことで

お伺 いし たい のです が、 今、教育 長からいろ いろ答弁あり ました。財 政

まずわ かりました。 そうすれば 、知事にち ょっと

教 職員 の多忙 化を いか に軽減す るか、多忙 の状態を軽減 するかとい うふ

懸命 やっ ている 、そ の最 高責任者であ る

● 一番 （薄井 司議 員）

うなこと をテーマと して、また いろいろ話 し合いをす る予定であり ます。

あ る知 事と して、 教育 現場が 非常に労働 時間が増えて いる、ある いはそ

ろわないというふうな事実はあるということは認識しておりますが、

そ の中 で、 その市 町村 の教育 委員会を通 して、また各 小学校、中 学校の

うい う状 況に ある ことに 対して、 どのように 教育トップ 、全国日本 一の

働 き方改革の 最高責任者 で

方に しっ かり 指導 してい ただくと いうことを 、それをま ず基本に考 えて

たい と思います 。

トッ プの 教育県 とし てのあ り方につい てどのように 考えるか、 お伺いし
わかりま した。それ ともう一点 、全国学力 テスト

いきたい というふう に考えており ます。
●一 番（ 薄井 司議 員）
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【知事（佐 竹敬久君） 】

ショ ッキ ングな 記事 が地元 紙に掲載さ れており ました。四年間 で五人の

もは 、こ れはな かな か私 も実感的 にはよくわか りませんけ れども、私 の

田 県の 職場 の教 職員 職場が、 このような 状況になる とは思いま せんけれ

で三 名の 自治体 職員 が亡 くなって います。学力 日本一をう たっている 秋

職 員が 自殺し たと いう 記事です 。これ自治 体職員です 。そして昨 年一年

時 代で は、 議員 の時 代も同じ ようだと思 いますが、 まず余り学 校で細か

ど も、 大変同 じ仲 間と して悲し いと思ってお りますので 、こういう ふう

教育現場 が大変複雑 なこの社会 情勢の中で 、私ど

い こと は先生 に、 ゴミ みたいな ことは先生に 余りいかな かったです けれ

にな らな いよう に是 非して いただきた いと思い ます。教育 長の答弁をお

● 知事（ 佐竹 敬久 君）

ども 、今 は全て 先生 のとこ ろにいくと いうこと で、大変そ ういう社会的

願 いします。

うちの 方の職員の 健康が第一 でありま

【教育委 員会教育長 （米田進君 ）】

風 潮の中で忙 しいというこ とは十分承 知してご ざいます。 そういう中で 、
少な くて も個 別の事 務作 業の補助 のようなも のについて 、これは知事 会

ります 。

一番薄井議 員の質問 は終わりま した。

す ので 、それ はま ず健 康ファー ストという ことで万全 の策をとって まい

でも要望 して、今回文 科省の方で サポートス タッフ、こ れが予算化さ れ、 ●教育 委員 会教育 長（ 米田進 君）
これ は余り言う と

本 県に おいて も大 規模 校に一定 の配分、そ の人員が配 置されるとい うこ
とに なっ てござ いま す。 ただ、やはり 風潮とし て

●副 議長（竹下 博英議員 ）

以上で 本日の日程 は全部終了 いたしまし た。

ま た問 題発 言にな りま すので 、風潮とし て、やはり学 校の先生を 信頼し
つつ 、余 り学 校に は保 護者が口を 出さない。 で、自分の 子供のこと につ

本日は、こ れをもっ て散会いたしま す。
午後三 時五十三分 散会

いて は、 やはり 保護 者も自 分の方で一 定の責任を持 つという、 そういう
ふ うな 風潮が 昔は あっ たわけで ございます が、今はそ ういう時代 でない
かも しれ ません けれ ども 、かなり 細かいことに 口を出すと いう、そこ ら
辺 が根 本的 な問 題では ないか と。これに 全て応ずる ということ は学校で
も 無理 でござ いま すし 、財政的 に全てこれを やろうとし ても、なか なか
先生 も頑 張って もらう必要が ございます が、やはり 全体の

そん な簡 単には いき ません 。そういう 中で、全 体の風潮と して、先生の
方 の質 も

風潮 をで すね 、教育 とい うものの 原点、ここ ら辺を踏まえ ることが一 番
の要点 では ない のか なと。 よくわからな いような答 弁ですけれ ども、私
の とき に、昔 はで すね 、先生は 勉強を教え ればあと終わ りです。そ れで
あと これ以 上し ゃべり ませんけれ ども、どうも 何でもかん でも学

終わ りで す。あ とは 自分 の責任です。 ですから 、そこら辺 をですね、 最
近

最後にしたいと思いますけれども、今年、大変

校に持 っていくと いう、これ がどうかな というそうい う疑問があ ります。
以上です。
● 一 番 （ 薄 井司 議 員 ）
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