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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 十二 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 二番近

【「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。

おはようご ざいます。 私にとって 、副議

【三十二番 （近藤健一 郎議員）登壇 】（拍手）
●三 十二 番（ 近藤 健一 郎議員）

長の 職を 務めさ せて いた だいたこ ともあり、平 成二十六年 以来、実に 三

年 半ぶ りの 一般 質問 でござい ます。大変 緊張して足 もがくがく でござい

ます けれども、 本日は初心に 立ち返って 質問をさせ ていただき ます。

まず初めに、県政の運営指針となる第三期ふるさと秋田元気創造プ

ラ ンについて お伺いをいた します。

三期 プラ ンの 素案を 見ます と、長期的 に目指す将 来の姿を「 高質な田

舎」 と位置 づけ なが ら、そ のイメージと しては、「 豊かな自然 や多様な

文 化な どの「 秋田 の原 点」を守 りつつ、こ こに住む県民 の誰もが、 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、 新たな産業 や

新 たな 文化 の創造 にチ ャレン ジする姿」 としておりま す。さらに 、十年

後の 目指 す本 県の 姿と して、「時 代の変化を 捉え力強く 未来を切り 拓く

秋 田 」 を 将 来 像 と し て 掲 げ る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 分 野 の 姿 と し て、

「 人口 減少が 抑制 され 、地域で 安心して暮 らせる秋田 」、「産業 競争力

が強 化さ れ魅力 ある 雇用 が創出さ れる秋田」、 「交通ネッ トワークが 確

立 し交 流が 拡大 する秋 田」、 「県民が健 康に生き生 きと暮らし 、多様な
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い思 い、 イメー ジを 、イン パクトを持 って県民 により分か りやすい形で

印 象が 強く、 将来 に希 望が持て る秋田をつく るという点 では、知事 の熱

ナ ス指 標が 数多 くあ る中、そ の下げどま りに手いっ ぱいといっ た守りの

かな いと いうと ころ が本 音であり 、現実を見る とき、人口 減少などマ イ

言 葉だ けが、 やけ にき れいに躍 動している 感が強く、 なかなか実 感が湧

人材が育 つ秋田」、 「安全安心で 暮らしやす い秋田」を 掲げており ます。

ください 。

実 現に つなげ よう とす るのか、 その具体的な 取り組みに ついてお聞 かせ

な る平 成三 十年 度当 初予算に 掲げた新規 事業などに よって、ど のように

以上 の社 会減の 抑制 が必 要になる わけでありま すが、計画 のスタート と

転 出超 過とな って おり ます。計 画目標を達 成するため には、毎年 五百人

転出 超過 が七十 九人 抑制さ れたものの 、依然と して四千三百十 九人もの

変わっていくのか、また、そうした中、これまで知事が目指してきた

触れ る機会 が多 いと 感じて おりますが、 それによっ て本県がど のように

知事 は、 昨今 、第四 次産業 革命による イノベーシ ョンの導入 について

年か ら逆 転され 、現 在で は山形県の方 が約十万 人多くなっ ております 。

の 国勢 調査ま で秋 田県 の方が人 口の多い時 期が続きま したが、昭和 六十

ます 。隣県 との 比較 で恐縮 ですが、秋田 県と山形県 では、昭和 五十五年

所得 が得 られ なけれ ば、 社会減の 抑制にはな かなか結び つかないと思 い

一 方、 単に雇 用の 数だ けを増や しても、若者 や移住者が 求める水準 の

「高 質な 田舎」 がど のよ うな姿に変わ るものな のか、「高 質な田舎」 の

な ぜ本 県と これほ ど開 きが生 じたのか。 その要因とし ては、山形 県が多

伝 えていくこ とが大切であ ると思いま す。

よ り具 体的 なイメ ージ と、そ の実現に向 けた思いをお 聞かせ願い たいと

数の 企業 を誘 致し 、売 れる農産物 づくりや販 路拡大に努 めるなど、 本県

き た点 にある ので はな いでしょ うか。子育 て環境でも 、核家族化 が進む

以上 に産 業振興 に力 を入れ 、雇用の場 の確保や所得 水準の向上 に努めて

思いま す。
次に 、三期 プラ ンで 最重要課 題にされて いる人口減少 の克服につ いて
お伺 いします。

本県 と異 なり、 山形 県で は三世代 同居も多く、 そうなれば 家庭全体の 収

こう した比 較に つい て、山形 県に限らず 、東九州、 山陰、四国 など、

これ まで もさま ざま な人口 減少対策が 講じられてき ましたが、 私は、

境な どが 実現で きれ ば、県 内で家庭を 築き、子 供を産み育 てようとする

本 県よ り明ら かに アク セスや 立地条件が悪 くても、特 色ある産業 振興に

入 も多 い上 、託 児所も 不要で すし、独居 老人や高齢 世帯対策も 不要なわ

若 者も 増え、 移住 ・定 住の促 進にもつなが るものであ り、人口減 少対策

力を 入れ 、人 口減少 を最 小限に抑 えている地 域は多数ある と思います 。

人 口減 少対 策に 最も直 接的な 効果がある 取り組みは 、何より雇 用の場の

の「一 丁目一番地 」は、産業 振興による仕 事づくりで はないでし ょうか。

こうし た状 況を 踏ま え、県 としては、ど のように産 業活動の付 加価値を

けで 、いろいろ な面で参考に なるのでは ないでしょ うか。

こうし た点 を踏 まえ ますと 、三期プラン において、 人口減少対 策の冒頭

高 め、 県民の 所得 水準 を高めて いこうとし ているのか、 知事の御所 見を

確 保で あると 考え てお ります。 さらに、そこ に高い所得 、働きやす い環

に雇用の確保を掲げるとともに、県外転出が県内転入を上回る「社会

こ こま で私 は、「 人口 減少対策 のベースは 産業振興にあ り」と力説 し

お聞かせ ください。

込 んだ こと は大変 意欲 的であ り、大いに 期待するとこ ろでありま すが、

てき まし たが 、一 方で、 子供の多 い世帯への 支援、託児 所の整備な ど、

減」を、二〇二一年度までに約二千人に半減するとの数値目標を盛り
一方 では 、や や具 体策に 欠け、単 なるスロー ガンに過ぎ ないように も感

産み 育て る環境 の整 備も不 可欠である と考えており ます。三期 プランで

は 、結 婚や出 産、 子育 て支援を 全国トップ レベルとし 、新年度か ら保育

じられま す。
先 月発 表され た国 の人口 移動報告に よると、 二〇一七年 は前年に比 べ
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て いけ るだけ の収 入が あるの かが最大のポ イントにな る」との話 を伺い

にな るわ けでは ない 」、「 やはり子供 が社会に 出るまで、 きちんと育て

は 、も らう側 から する ととても ありがたいけ ど、それが 出産のきっ かけ

し ょう か。 ある 出産 を控えた 方からは、 「福祉医療 費助成や保 育料助成

事業 につ いて、 その 投資 効果をき ちんと分析す ることが重 要ではない で

療 費助 成制度 など 、毎 年度多額 の経費を要 し将来的な 財政負担が 大きい

料助 成対 象の拡 充等 を行う ことにして おります が、保育料助成 や福祉医

進 めるべきで はないでしょ うか。

得る 施設 につい ては 、まさ に「高質な 田舎」に ふさわしい 施設づくりを

い と思 います が、 多く の県民が 利用し、県の シンボル、 県の顔とも なり

れ ます 。確 かに 、職 員の皆様 が執務する 庁舎などは そういう考 え方でい

外観 や内 装は最 低限 のも ので十分 という考え方 が根底にあ るものと思 わ

そ の背 景には 予算 の制 約があり 、施設とし て必要な機 能が果たせ れば、

どうにも 中途半端と いうか、安普 請なものが 多いように 感じており ます。

ているに もかかわらず 、出生数や 出生率が低 位で推移し ている背景に は、

て おり ますが 、今 後、 整備を進 める県・市 連携文化施 設における県 産材

業県 であり ます 。県 内の空 港や主要な駅 の内装など にも県産材 が使われ

本県 は、 日本 三大美 林の一 つである「 秋田杉」を 有する全国 有数の林

こ うし た出産 ・育 児の 現場との 認識の乖離 があるよう にも感じてお りま

の積 極的 な活用 につ いて 、必要となる 経費の見 通しなども 併せて、知 事

まし た。 これ まで多 額の 投資を行 い、既に全 国屈指のサ ポートを提供 し

す。

次に 、今 回の 文化 施設整 備に関する県 産材活用の 議論で、ふ と疑問を

の 御所見をお 聞かせく ださい。

とで 、具 体的 にど のよ うな効果が 期待される のか、例え ば、財政負 担の

持ち まし たが、 施設 を整備 しようとす るとき、担当 部局は財政 負担やコ

県 財政 が厳 しさを 増す 中、こう した子育て 支援策をさら に拡充する こ
増加 分で どの程 度の 子供の 増加を期待 しているのか 、知事の御 所見をお

につ いて 、積極 的な 提案 がしづら いのではない でしょうか 。個別の施 設

ス ト縮 減に気 を使 わざ るを得ず 、経費がか かりましに なる県産材 の利用

次に、 県有施設へ の県産材の活 用について お伺いいた します。

ご とに 検討 する ことも 大切で すが、県と して、県産 材活用の理 念、基本

聞か せください 。
私 が所 属す る県 議会産 業観光委 員会では、 現在、新た な文化施設 の整

木材 利用 の促 進につ いては 、三期プラ ンでも、方 向性として「 ウッド

的 な考 え方、 取り 扱い 方針をし っかりと整理 しておくこ とによって 、事

その 範囲 や水 準によ るが 、実施の 場合、億単 位の経費増が 見込まれる 」

ファー スト 運動 を県 民運動 として展開し 、住宅や公 共建築物等 の木材利

備 に関 する審 議が 行わ れており ますが、昨年 十二月の委 員会におい て、

との説 明が あり まし た。こ れに対し私は 、「本県は 林業県であ り、事業

用 を促 進する 」と され ておりま すが、具体 的な取り組み としては、 わず

業担 当部 局の県 産材 の活用 がよりスム ーズに進 むように感 じますが、い

費 はか かり増 しに なる と思うが 、この施設 は県の誇りと なるような もの

かに 「イ ベント の開 催と ＰＲ」が掲げ られてい るのみで、 実際の効果 は

当局 から 「今後 、基 本設計 を固め、建 設工事費 の積算に入 るが、県民に

を目 指す べきで 、ふ んだ んに秋田杉な どの県産 材を使うべ きである」 と

余 り期 待で きない よう に感じ ております 。また、県庁 内には「県 産材利

か がでしょう か。

伝 え、 当局 に前向 きな 検討を 要請したと ころでありま すが、ほか の委員

用促 進会 議」 とい う庁内 横断的な 組織があり 、「あきた 県産材利用 推進

よ るワークシ ョップや業界 団体から要 望がある 県産材の活 用については 、

から も同 様の 意見 が出さ れるなど 、議会とし ては多くの 方が同じよ うな

方針 」と いう指 針に 基づき 、公共建築 物への県産材 利用を進め ているよ

う です が、構 造材 とし ての活用 指針がメイ ンであり、 内装などへ の活用

考えを持 っているよ うであります 。
こ れま での県 の施 設を見 ますと、全 部が全部 とまでは申 しませんが 、
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野庁 の「 林業成 長産 業化 地域創出 モデル事業」 の対象地域 に選定され 、

み なら ず、 ハイ ブリ ット車な ど燃費の良 い車が増え 、個々の車 の給油量

こう した 背景に は、 著しい 過疎化や高 齢化によるマ ーケットの 縮小の

お店 は自 分の代 で終 わりだ 」といった 悲痛な声 も聞こえており 、今後閉

今 後、 森林 資源 のモ デル的な 活用に取り 組んでまい りますが、 木材の生

が 減っ ている こと など もあると 聞いておりま す。しかし ながら、都 市部

につ いて は努力 規定 に過ぎ ず、こちら も余り効 果が上がってい るように

産 と需 要がか み合 って こそ、安 定的な増産、 さらには成 長産業化に つな

から 離れ た地域 ほど 、鉄道 やバスなど の公共交 通機関が未 整備で、移動

鎖 されるスタン ドはさらに 増えていく ことが懸 念されておりま す。

がる わけ で、県 とし ても、 公共施設へ の活用を 含むあらゆ る角度から需

に マイ カーが 必要 にな ります 。また、寒さ も厳しいた め、暖房機 器など

は 思え ません 。私 の地 元である 北秋田地域 は、昨年、 大館市とと もに林

要 の開拓を進 めていただき たいものと 思ってお ります。

県 産材 活用促 進の ため の基金を 設け、かか り増し分は ここから拠出 する

以上 を県産 材利 用に 充てる ことを義務づ けるルール を設ける、 あるいは

況が よく ない中 、給 油に 出かけざるを 得ない人 もいるなど 、住民の負 担

に 給油 所がな いと いう 不便な状 況が生じて おり、特に 冬期間は、道 路状

この ように 、農 山村 部ほど燃 料を必要とす るのにもか かわらず、 近く

が必要 な期間も長 くなります 。

など 、個 々の施 設や 事業 担当部局の単 位で考え るのではな く、県庁全 体

が 大き くな ってお りま すが、 県として、 県内の燃料供 給に関する 状況を

そこ で提 案で すが、 県の施 設整備に当 たっては、 総事業費の 一定割合

が 一丸 とな って取 り組 むルー ルや仕組み を構築すべき ではないで しょう

どのよ うに認識さ れているの か、知事の 御所見をお 聞かせくださ い。

こう した状 況に 対応 し、県内 には民間事 業者と行政が 連携し、既 に対

か。 基金 の創 設に つい ては、県財 政が厳しさ を増す中で 難しい面も あろ
うか と考 えます が、 県当局 にはこのぐ らいの意気込 みを持って 対応して

論 とな って おり ますが 、今後 整備が予定 される公共 施設などに 対し、県

今議 会に おいて も、 文化施 設に続き、 サッカースタ ジアムの整 備が議

が とれ る形で 過疎 地へ の給油サ ービスを築こ うとしてお ります。地 域の

貸 与し 、地 域の 給油日 を定め 、効率的な 給油体制を 構築するな ど、採算

を得 なが ら、市 とも 連携 し、高齢 者世帯などに 大型の灯油 タンクを無 償

策 を講 じ始め た地 域も あります 。仙北市の 燃料事業者 は、国の協 力など

と して 、より 強い 意気 込みで県 産材の活用を 進めていく 考えはない もの

現状 と企 業がで きる ことを 上手に組み 合わせた 大変先駆的 な取り組みと

いた だきたいと 思います。

か、知事 の御所見を お聞かせく ださい。

では、給 油所が三カ 所以下の自 治体を「Ｓ Ｓ過疎地」 と位置づけて おり、

ま で減 少して おり 、そ の多くが 過疎地に集 中しておりま す。経済産 業省

前は八 百カ 所近 くあ ったも のが、昨年度 末の時点で は四百七十 一カ所に

定 した 「中 小企業 者に 関する 国等の契約 の基本方針」 に基づき、 中小ス

に用 いる 大型機 械が 多数 あります。国 では、平 成二十九年 七月に閣議 決

県 には 職員が 出張 する 際に用い る公用車の みならず、道 路維持や除 雪等

策を検討し、 実行に移 す時期に来 ているので はないでし ょうか。例え ば、

思 いま すが、 民間 事業 者のみ の努力では実 現が難しく 、県内のど の地域

県 内で も幾 つかの 町村 がこれ に該当して おります。ま た、最寄り の給油

タン ドの 連合 体で ある地 域の官公 需適格組合 と包括契約 をすること を奨

次 に、ガソリ ンスタンドの 減少につい てお伺いし ます。

所ま での 距離 が相 当離れ ている集 落も増えて おります。 一部の事業 者か

励し てお ります が、 本県に おいても、 過疎地域に位 置し、圏域 住民の通

でも 成り 立つ わけで はな いことを 踏まえます と、県として 実施可能な 方

らは 、「 既に採 算ラ インを 下回ってい るが、廃業す るとなると 解体や地

常 利用 のみで は経 営が 成り立ち にくい事業 者の増加に 対応し、官 公需適

近年 、県 内各 地でガ ソリン スタンドの 廃業が進ん でおります。 二十年

下タ ンクの撤去 に膨大な費 用がかかる ため、仕方な く経営を続 けている 。
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をお聞 かせくださ い。

う した 手法 の導入 によ るスタ ンド支援の 可能性につい て、知事の 御所見

タン ドが 増える こと は業 務効率の向上 につなが るものと考 えますが、 こ

年度からでも実現可能と思われますし、職員にとっても給油可能なス

地方 機関へ の導 入が それほ ど難しいとは 思えません 。やる気が あれば新

官公 需適 格組 合との 契約は 、既に国や 本庁で採用 されている わけで、

と して、入札 による特定事 業者との燃 料供給契 約となって いるそうです 。

方、 多く の公用 車や 建設機 械が所属す る各地域 振興局にお いては、依然

契 約を 導入し てお り、 出張先の スタンドでも 給油が可能 となってい る一

県 の本 庁や 警察 本部 において は、国同様 、既に官公 需適格組合 との包括

になり 、存続に寄 与することが 可能である と考えます 。聞くとこ ろでは、

も 給油 可能と すれ ば、 農山村部 のスタンド でも新たな 需要が増え ること

格組 合と 包括的 な契 約を結 び、組合に 加盟する スタンドであれ ばどこで

取り組 むべきでは ないかと考 えておりま す。

部 の県 負担 を視野 に入 れるな ど、多様な 角度から対策 を検討し、 早期に

国な どに これま で以 上に 強く働きかけ ることは もちろん、 設置費用の 一

込 めな いとす れば 、ワ イヤーロ ープ式防護 柵の設置を 急ぐべきであ り、

に道 路条件 が厳 しい 県北部 の日沿道区間 においても 、当面四車 線化が見

な効 果を 発揮 してい ると 伺ってお ります。積 雪や凍結な ど、県内でも 特

で きる 」と好 評を 持っ て迎え られておりま す。事故防 止の観点か ら大き

車道 の一 部区間 に設 置され ており、ド ライバー からも「心 理的にも安心

生 して いない そう であ ります。 この防護柵は 、県内にお いても秋田 自動

に おい ては 、対 向車 線へのは み出しによ る正面衝突 などの事故 は一切発

離用 のワ イヤー ロー プ式 防護柵が 備え付けられ ましたが、 設置した箇 所

す 。こ うした 状況 に対 応し、国 内百キロメ ートル以上 の区間で、 中央分

る冬 期間 は、事 故の 不安を 背負いなが らの運転 を余儀なくされ ておりま

を 受け 、衝突 され た側 の乗員は 、特段落ち 度がないの に一瞬にし て命を

高速 道路上 での 正面 衝突は、 悲惨な結果 を招きます。 特に、はみ 出し

日 沿道 の二井 田真 中・ 鷹巣インター チェンジ 間が一昨年 十月に開通 し

奪わ れる ことも あり ます 。このよ うな痛ましい 事故が繰り 返されない よ

次に、日本 海沿岸東 北自動車道の整 備促進に ついてお伺 いします。
て以 来、 二回目 の冬 を迎 えており ますが、以前 は北秋田市 方面から大 館

最後に、北 欧の杜公 園の活用に ついてお伺い します。

う 、早 期導 入を 目指す べきだ と考えます が、知事の 御所見をお 聞かせく

確保 など 、利便 性が 飛躍的 に高まって おります 。さらに、 既存の国道に

北 欧の 杜公園 は、 秋田 市と十和 田湖のほぼ中 間になる北 秋田市の大 野

市 方面 へ行 くの に、渋 滞する 国道七号を 行くしかあ りませんで したが、

加 え、 日沿道 がで きた ことで 大館市方面へ の基幹道路 が二系統に なり、

台地 区に 位置 し、県 北地 域の余暇 活動等の場 、そして国際 交流の場と し

ださ い。

万一 災害 等が 発生し た際 も、緊急 輸送などの 面で安心感が 高まったこ と

て整備 が進 めら れて きまし た。二〇〇八 年には、「 手をつなご う

現 在で は快適 な高 速道 路を利用 できるように なり、時間 短縮、定時 性の

は、地 域住 民に とっ ても大 変喜ばしいこ とであり、 これまでの 関係各位

水 とわ たした ち」 をテ ーマに、 第五十九回 全国植樹祭が 天皇皇后両 陛下

チ ェン ジの 間一・ 七キ ロメー トルの延伸 が予定されて おりますが 、この

三月二十一日には、鷹巣インターチェンジと大館能代空港インター

り、 北欧 風の 牧歌 的雰囲 気を醸し 出す中に、 広大な芝生 広場やログ ハウ

い ます 。平 たんで 広大 な公園 内には、各 種の樹木や水 辺及び草地 が広が

御臨 席の もとで 開催 され ましたことは 、まだ記 憶に新しい ところでご ざ

森と

の御 労苦に改め て感謝申し 上げたいと存 じます。

先、 二ツ 井白 神イ ンター チェンジ までの整備 の見通しは どうなって いる

ス、 野鳥 観察舎 、パ ークセ ンター、オ ートキャンプ 場、わんぱ く広場、

三 十六 ホール のパ ーク ゴルフ場 などが配置 され、春か ら秋にかけ て大勢

のか、直 近の状況に ついてお聞か せください 。
ま た、 日沿道 の多 くは片 側一車線で 、特に凍 結やスリッ プの懸念が あ
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の老 若男 女でに ぎわ ってお ります。ま た、二〇 一〇年には近く に北秋田
市 民病 院も開 設さ れ、 公園施設 がリハビリ テーション などにも活 用され
ており ます。

県 当局の答弁 を求めま す。

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】

設と して 、大 館市に は大 館樹海ド ーム、能代 市には能代 山本スポーツ リ

じ てお ります 。県 北部 には、 県が主体とな って整備し た通年型の 運動施

が難 しく なり、 せっ かくの 公園なのに 十分に活 用されてい ないように感

かな 自然な ど、 秋田 の原点 を守りつつ、 県民一人一 人がそれぞ れの地域

二期 プラ ンに 掲げた もの でありま すが、「受 け継がれた 多様な文化や 豊

「 高質 な田舎 」に つい ては、私 が思い描く将 来の秋田の 理想像とし て

まず、第三 期ふるさ と秋田元気 創造プラン でございます 。

おはよ うございま す。近藤議 員の一般質 問にお答

ゾー トセン ター 「ア リナス 」があり、冬 場の健康づ くりやイベ ントなど

で 豊か な心を 持っ て、 新たな分 野にチャレ ンジしてい く姿」をイメ ージ

● 知事 （佐 竹敬久 君）

を 含め 、年間 を通 じて 利用され ております が、北秋田 地域はその空 白地

して おり ます。 また 、「 高質な田舎」 には、多 様な価値観 を互いに認 め

こ のよ うに 、北 欧の 杜公園は、 近隣の方か ら遠方の方 まで多くの 方に

帯と なっ ており 、こ うし た全天候型の 運動施設 がありませ ん。高齢化 が

合 いな がら 、豊か な日 々を過 ごすことが できる、都会 にはない、 本県に

えを 申し上げま す。

進 展す る中 、県で は「 めざせ 健康寿命日 本一」をスロ ーガンに、 心身の

ふさ わし い独 自の ライ フスタイル を提案した いとの思い を込めてお りま

親 しま れてい るわ けで すが、降 雪期になりま すと、こう した施設の 利用

健康 増進 に努 めて おら れますが、 家に閉じこ もりがちな 冬期間の健 康づ

す。

進上の横断的な視点の一つとして、各戦略に取り込みながら幅広く施

分野 に変 革をも たら すも のである ことから、そ の活用を三 期プランの 推

今 般の 第四次 産業 革命 によるイノベ ーション については 、さまざま な

くり 、さ らには 公園 の一年 を通じた利 用促進のため 、公園内に 県立中央
公 園の 「あき たス カイ ドーム」 のような通 年利用型施 設として、 土床式
の体育 館を整備で きないもので しょうか。
北 秋田 地区 は、 大相撲 の豪風関 に代表され る相撲の盛 んな地域で もあ

最新 のイノ ベー ショ ンの活用 は、人口減 少に直面す る本県にお いて、

策・ 事業を展開 することにし ております 。

れて おり ます。 スカ イドー ムや樹海ド ームほど の規模では なくとも、土

産 業に おける 生産 性の 向上に つながり、新 たな雇用の 場の創出や 最先端

り ます 。また 、北 欧の 杜公園で は、夏の間、 パークゴル フが盛んに 行わ
俵 やパ ークゴ ルフ 場も 仮設で きる土床式の 体育館がで きれば、活 用の幅

民 生活 の利便 性の 向上 が図られ 、「高質な 田舎」の実現 にも寄与す るも

産業 の集 積が 期待さ れる ほか、過 疎地域にお ける無人自動 走行による 移

ま た、 先ほど 申し 上げた ように、公 園周辺で は高速道路の延 伸も予定

のと考えております。こうした取り組みは、県民のみならず、県外の

が飛 躍的 に広 がるも のと 考えてお りますけれ ども、その整 備について 知

され てお り、今 後は 、県 内のみならず 、青森県 や岩手県か らの入り込 み

方 々に もイ ンパク トの あるメ ッセージと して本県の魅 力を伝える ことに

動手段 の確 保や 、医 療分野 におけるＩＣ Ｔを活用し た遠隔診療 など、県

を 増や すこ とも可 能に なると 思います。 こうした交通 環境の改善 を新た

なり 、イ メー ジの 向上に もつなが るものであ ります。さ らに、超先 端技

事の御所見を お聞かせ ください。

なチ ャン スと 捉え 、公園 の利用拡 大をどのよ うに進めよ うと考えて いる

術を 取り 入れた イノ ベーシ ョンの関連 拠点としては 、一般的に 都市部を

思 い浮 かべま すが 、欧 米では、 むしろ地方 に数多く立 地している 状況に

のか、知 事の御所見 をお聞かせく ださい。
以 上で 私の一 般質 問を終 わらせてい ただきま す。御清聴 まことにあ り
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あり 、こ のこと は、 我が国 においても 、地方こ そ大きな可能性 を有して

受け 皿と なるべ き雇 用の場 の確保が必 要であり 、時代の大きな 転換期に

導入 や成 長分野 の競 争力 強化に加 え、ベンチャ ー企業など 元気な小規 模

あ って 、起業 や事 業承 継等の環 境づくりの ほか、Ｉｏ Ｔ等の先進 技術の

県と しま しては 、最 新のイ ノベーショ ンを駆使しな がら三期プ ランを

事 業者 の活 性化 を図 っていく ことが重要 であると考 えておりま す。この

い るものと考え ております 。
推 進す るこ とに より 、真の豊 かさが実感 できる、ふ るさと秋田 を創造し

よ うに 、オー ル秋 田で 社会減の 半減という目 標に果敢に 挑戦し、実 現す

次に 、産 業活 動の付 加価値 と県民の所 得水準の向 上について でありま

す。

ると いう 強い気 持ち を持っ て、人口減 少の克服 に力を尽く してまいりま

てま いります。
次に 、人口 減少 の克 服につい て、社会減 の抑制に向 けた具体的 な取り
組 みでござい ます。
社会 減の 抑制 のため には、 まずは本県 からの転出 者の多くを 占める二

研 究室 を訪問 する 取り 組みなど を行ってま いります。 また、県内 の大学

なら ず保 護者や 教員 も理解 を深める取 り組みを進め るほか、県 内大学の

から 、高 校生 の県 内定 着を図るた め、企業の 見学会等を 通じ、生徒 のみ

の よう な企 業情報 が若 者に十 分に伝わっ ていないとい う懸念もあ ること

な分 野に 積極的 に進 出す る意欲的な県 内企業が 増えてきて いる一方、 そ

促 進す る施策 が考 えら れます。 近年、将来 性がある企 業の進出や、 新た

を活 用し 、一貫 して 工業 重視の施 策を講じてき ております 。このよう な

を 積極 的に工 業用 地に 転用する など、関東 圏との道路 交通体系の 近接性

せた ほか 、昭和 三十 年代か ら五十年代 にかけては、 主要国道沿 いの農地

た、 国策 によ り戦 時疎 開した大手 製造業の多 くを、戦後 も県内に定 着さ

な がら も金 属製品 の加 工産地 が形成され ていたと言わ れておりま す。ま

物の 型に 適した 川砂 等を 生かして鋳物 づくりが 始まり、当 時から小さ い

山 形県 の製造 業は 非常に 長い歴史を 有してお り、約一千 年前から、鋳

す。

生に 対し ても、 県内 就職 を意識づ けるよう、企 業と大学が 連携して行 う

歴 史的 ・地 勢的 背景か ら、山 形県の産業 構造におい ては、製造 業の占め

十歳 前後の 若者 が、 県内で 就職し、ある いは県内大 学へ進学す ることを

産 業人 材育 成に 特化し た教育 プログラム への支援な どを進めて まいりま

る 割合 が本県 より 大き く、製造 品出荷額が二 倍以上とな っているほ か、

一人 当た り付加 価値 額も上 回っており 、こうし た製造業の 規模や付加価

す。
次に 、本県 への 転入 や促進す る取り組み として、県 外の大学に 進学し

職者 の増 加を図 るた め、 情報提供とマ ッチング のシステム を再構築す る

内 回帰 に向け た施 策を 幅広く展 開してまい ります。さら に、Ａター ン就

の設置 ・運 営、 東京 圏等の 大学との協定 に基づく県 内就職支援 など、県

トフ ォン アプ リによ る就 職活動支 援のほか、 インターンシ ップセンタ ー

価 値の 向上 を後押 しし てまい ります。さ らに、県内経 済で比重の 大きい

技術 力の 強化や 製品 開発 等を支援し、 県内製造 業のさらな る成長と付 加

進の ほか、Ｉｏ Ｔ、ＡＩ等 の先進技術の 導入による 生産性向上 とともに 、

られる こと が重 要で あり、 三期プランに おいては、 成長分野へ の参入促

若者 の県 内へ の定着 や移住 の促進に当 たっては、 一定水準の所 得を得

値 生産性が、 県民所得に大 きく影響し ているも のと考えて おります。

ほ か、 市町 村や企 業と 連携し 、移住と就 職に関する情 報を一体的 に提供

サー ビス 分野 にお いても 、今後成 長が見込ま れる情報関 連産業等で 、自

た 若者 に対し 、就 活サ ポータ ーの配置によ る相談体制 の整備や、 スマー

する 新た なフ ェア を開催 するなど 、移住促進 策をさらに 強化するこ とに

社商 品の 開発や 県外 への販 路拡大を支 援することに より、付加 価値生産

性を 高め、県民 所得の向上 を図ってま いります。

しており ます。
こ うし た転入 ・転 出にか かわる施策 を推進す るためには 、県内定着 の
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本県の平成二十八年の合計特殊出生率は一・三九となり、前年より

多く の方 々から 利用 され る、まさ に「秋田の顔 」とも言う べきもので あ

じ 、地 域のに ぎわ い創 造や交流 の拠点とし て、県内の みならず国 内外の

新た な施設 は、 本県 の芸術文 化はもとよ り、コンベ ンションなど を通

〇・ 〇四 ポイン ト改 善す るなど、 少しずつ回復 の兆しも見 えてきてお り

り 、将 来に わた り「 秋田のレ ガシー」と なるような 施設づくり を進める

次に、子育 て支援策 の拡充による効 果でござ います。

ま す。 こう した 流れ をより確 かなものと し、平成三 十三年まで に合計特

必要 があるもの と考えており ます。

今年 度に入 り、 県民 ワークシ ョップや議 会、さらに は関連業界 からも

殊 出生 率一・ 五四 、出 生数六千 人という目標 を達成する ため、将来 にわ
たる 経済 的負担 等へ の不安 を持つ子育 て世代に 寄り添いな がら、子育て

にそ の保育 料を 全額 助成す るほか、従来 の助成に係 る所得制限 を一部緩

この ため 、保 育料助 成の拡 充策として 、新たに第 二子が生ま れた場合

て は、 今後の 実施 設計 で詰めて まいります が、総事業 費に関しては 、コ

する 方向性 を基 本設 計に盛 り込んでおり ます。具体 的な活用方 法につい

ラン スロ ビー の壁面 等に 、できる 限り多くの 県産材や伝 統工芸品を活 用

活用に向けた要望が寄せられたことを踏まえ、二つのホールやエント

和 する ことに して おり ます。ま た、福祉医 療費助成や 多子世帯向け 奨学

スト の縮 減に努 めつ つも 、県産材等を 積極的に 活用した場 合、約十億 円

支 援策を一層 拡充すること が必要であ ると考え ております 。

金と いっ た多様 な経 済的 支援だけでは なく、保 育サービス の充実や、 子

なお 、こ のほ かに も整備 計画策定時か らの労務費 の上昇や、 環境対策

近 い追加経費 が必要に なるものと見込 まれてお ります。

い支 援な ど、 子供 を産 み育てやす い環境づく りを進める ことにして おり

とし ての 自然エ ネル ギーの 活用などに ついて、一定 程度の増額 を見込む

育 て世 代包 括支援 セン ターに よる妊娠期 から子育て期 に至る切れ 目のな
ます 。さ らに、 出生 数を増 やすために は、若者や女 性の県内定 着や、県

必要 があるもの と考えてお ります。

こ れら を含む 総事 業費 の見通し をお示しし、 皆様の御理 解を得た上 で、

し てお りま すの で、で きる限 り早い機会 に県産材等 の活用のあ り方や、

現在 のス ケジュ ール では、 今年九月に 建設工事費等 の予算提案 を予定

内 産業 の競争 力強 化に よる県民 所得の向上 なども大き く影響する ことか
ら、 子育 て支援 のみ なら ず、県内 への定着促進 や働き方改 革など、総 合
的 に取り組み を強化し ていかなけ ればならない と考えてお ります。
子 育て 支援策 につ きまし ては、御指 摘のとおり多 額の費用に 加え、そ

事業を進 めてまいり ます。

次 に、今後整 備予定の公共 施設等への 活用でござ います。

の性 質上 、効果 が現 れるま でに一定の 期間を要 するため、 施策の効果を
丁 寧に 分析す るこ とが 重要で あり、今後、 保護者への アンケート 調査等

県で は、 木材 利用促 進条例 に掲げる理 念に基づき 、施策の基本 方向を

指針に おい て明 示す るとと もに、特に県 有施設につ いては、庁 内に設置

によ り継 続し て効果 検証 を行うほ か、国の支 援制度の動向 を注視して ま
いります。

し た「 県産材 利用 推進 会議」に おいて、建 築物の用途と 規模に応じ た具

体的な使用基準を定め、木造を原則としながら、案件ごとに厳しく

少子 化対策には 特効率がな く、息の長い 取り組みが 必要になり ますが、
引き 続き 、子育 て世 代の ニーズをしっ かりと把 握し、より 効果的な施 策

チ ェッ クし た上で 、必 要な財 源をしっか りと確保し、 整備に着手 してお

と は、 施設の 用途 や規 模により 求められる 構造が異な るため、各 種の施

御提 案のあ りま した 、県産材 の利用につ いて一定割合 を義務づけ るこ

ります 。

を 実施できる よう取り 組んでまいりま す。
次に、 県有施設へ の県産材の 活用でござ います。
初め に、県 ・市 連携 文化施設 における積 極的な活用に ついてであ りま
す。
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県 とし まして は、 今年 度実施し た公共建築 物における 木材利用量 の実績

設を 一律 に設定 する ことは 難しいもの がありま す。このような 視点で、

札等を 行っている ところであり ます。

組 合へ 加入し てい ない 地元事業 者も複数存 在すること から、指名 競争入

関は、本 庁とは異な り管轄が限定 され、庁舎 近接での給 油が基本で あり、

官 公需 適格 組合 につ いては、国 の方針に基 づき利用拡 大を図って いく

調査 結果 を踏ま え、 施設 の種類や 用途に応じて 、単位面積 当たりの利 用
量 の目 安を 提示 しな がら、県 有施設はも とより、市 町村等の公 共建築物

な調 達も 求めら れて いるこ とから、組 合との契 約が地元事 業者の受注機

こ とに してお りま すが 、一方で 、経済合理性 ・公正性等 に反しない 適正

さら に、県 産材 の加 速を加速 していくた めには、民 間施設での 利用促

会 の増 大につ なが るよ う、組 合においては 、さらなる 加入率の向 上に努

にお ける木材利 用を促進して まいりたい と考えてお ります。
進 が不 可欠で あり 、そ の際、 コストの一層 の縮減が鍵 となること から、

めてい ただきたい と考えてお ります。

次に、日本 海沿岸東北自 動車道の整 備促進で ございます 。

引き 続き 、民 間主体 の取 り組みに 対する支援 制度の活用 を促進すると と
もに 、中高 層の 建築 物であ っても低コス トで建築で きるよう、 木造建築

ま ずは 、二ツ 井白 神イン ターチェン ジまでの 整備の見通 しでございま

県 では 、高 速道路 の整 備促進を 重点施策に 掲げており、 大館能代空 港

す。

技 術の 普及を 図り 、官 民挙げて 木造化・木 質化の推進 に努めてまい りま
す。
次 に、 ガソ リンス タン ドの減少 について、 まずは県内の 燃料供給に 関

需 要の 減少や 、後 継者 不足など により漸減 を続けてお り、昨年度 末まで

県内 のガソ リン スタ ンドは、 ハイブリッ ド車等の普及 によるガソ リン

井今 泉道 路」に つい ては 、昨年十 一月に、小繋 地区のトン ネル工事の 発

て いる ところ であ りま す。この うち、国が 事業主体と なっている 「二ツ

リン クの 早期解 消を 図るた め、国と連 携し、現道を 活用した整 備を進め

から二ツ井白神インターチェンジまでの区間については、ミッシング

の五 年間 で約一 五％ 減少 しており ます。今後、 燃料需要は 引き続き減 少

注 手続 が開 始さ れたほ か、今 春には、二 ツ井白神イ ンターチェ ンジへの

する状 況でござい ます。

し 、ガ ソリ ンス タンド の経営 環境はます ます厳しく なるものと 見込まれ

接 続区 間であ る「 能代 地区線形 改良」につい ても、工事 に着手する 予定

鉄 道や 河川が 複雑 に交 差して いる小ケ田地 区において 、秋田内陸 線との

る ため 、自家 用車 等へ の給油や 冬場の灯油配 送に支障が 生じること が懸
こ の問 題への 対応 につ いては、 地域の生活基 盤の維持と いう視点が 重

アン ダー パス 工事が 完了 しており 、現在は本 線の盛土工事 を行うなど 、

と伺って おります。 また、県が 施工している 「鷹巣西道 路」につい ては、

要で あり 、県 では、 仙北 市と地元 ガソリンス タンドが実施 している灯 油

国が整 備す る前 後の 区間と 歩調を合わせ ながら、鋭 意整備を進 めている

念されて おります。

の配送 効率 化の 実証 実験や 、全国の先進 事例等を県 内の市町村 に適宜情

とこ ろでありま す。

高速 道路の 整備 促進 につい ては、これま でも私自ら 国に対し働 きかけ

報 提供 してお りま すが 、今後、 地域の実情 に応じて、ど のような支 援が
有効かに ついて鋭意 検討してま いります。
教育 庁、 警察 本部 及び本 庁各課に おいては、 管轄が県内 全域に及ぶ こと

期待 され る開通 時期 の早期 公表につい ても、強力に 働きかけて まいりま

がら 、必 要な 予算 の確保 とともに 、沿線地域 への企業進 出や観光振 興が

て きた とこ ろであ り、 引き続 き、関係市 町村や経済団 体と連携を 図りな

から 、公 用車の 燃料 調達に ついては、 全県で給油可 能な唯一の 事業者で

す。

官 公需適格組 合との包括 契約の地方機 関への導入 でございま す。

あ る官 公需適 格組 合と 単独随意 契約を締結 しておりま す。一方、 地方機
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次に、ワイ ヤーロー プ式防護柵の設 置でござ います。
高 速道 路にお ける 対面 通行区間は、 事故が発 生した場合 、重大事故 と

整備の可 能性につい て検討してま いります。

最 後に、公園の 利用拡大で ございます 。

北欧 の杜 公園の 最大 の魅力 は、シラカ バやモミなど の樹木、広 大な芝

場で は県 外客が 約四 割を占 めており、 利用者か らは「手入 れがよく、気

なる 可能 性が高 く、 被害 も大きく なるなど、安 全性に課題 があること か

こう した中 で、 国で は、昨年 より事故防 止対策とし て、試行的 にワイ

持 ちよ く過ご せた 」と の評価 もいただいて おります。 また、利用 促進を

生 や湖 沼、 そし て、 それらの 中に配置さ れたログハ ウスといっ た、北欧

ヤ ーロ ープ式 防護 柵を 導入し ており、秋田 道において も約十八キ ロメー

図る ため のイ ベント も年 間を通じ て企画され ており、私 も顔を出して お

ら 全国 的に も問 題と なってお り、その対 策が必要で あると考え ておりま

トル にわ たり 防護柵 が設 置された ところであ ります。そ の結果、試行 区

りますが、毎年八月に開催されます往年の名車を展示した「ノスタル

を 彷彿 とさせ る景 観で あります 。このため、 県内はもと より、キャ ンプ

間で は対向 車の はみ 出し事 故が大幅に減 少し、死傷 者も発生し ていない

ジ ック カーフ ェス タ」 では、一 日だけの開 催ながら一 万三千人の来 訪者

す。

など、大きな効果が現れていることから、国では、来年度以降、ワイ

こ のよ うな 取り組 みの 効果もあ り、近年の 公園利用者数 は右肩上が り

を迎え ております。

県 とし まし ては、 引き 続き、国 に対し暫定 二車線区間の 四車線化を 要

の状 況が 続い てお りま すが、この たびの高速 道路の延伸 を好機と捉 え、

ヤーロ ープ式防護柵 の設置を計 画的に進め ていくと伺 っております 。
望す ると とも に、 当面 の安全対策 についても 、早期に実 施するよう 強く

広域 公園 として の更 なる利 用拡大を図 るため、引き 続き、市町 村と連携
以上で ございます 。

し、 新たなイベ ントの掘り 起こしや観 光ＰＲに 努めてまいりま す。

働きかけ てまいりま す。
次に 、北欧の杜 公園の活用 でございま す。
通年 利用 型体育 館の 整備で ございます が、県立北欧 の杜公園は 、九十

こ とは、県民 の健康づ くりの観点から も意義深 いものと考 えておりま す。

で親 しま れてい るこ とか ら、このよう な施設が 年間を通じ て利用でき る

間 利用 者数が 約一 万人 であり、 近年、手軽 なスポーツと して幅広い 年代

るとこ ろで あり ます 。また 、人気が高い パークゴル フ場につい ては、年

さま ざま な工 夫を凝 らし ながら、 公園の利用 が促進される よう努めて い

り 遊び などを 中心 に約 二万二 千人が利用し ており、降 雪期におい ても、

万二 千人 となっ てお ります 。このうち 冬期間は 、クロスカ ントリーやそ

用 開始 以来、 多く の方 々に利用 されており、 昨年度の利 用者数は約 十五

てお りま す。 知事 もそう いった意 味では、春 夏秋の北欧 の杜公園の すば

乗 って 会場 にお越 しい ただい ているとい うことをスタ ッフからお 聞きし

れど も、 本当に 遠慮 深い 方で、臨時の 駐車場か ら移動のシ ャトルバス に

だ 」と 言えば 、恐 らく は本部の 横に駐車場 を用意してお るんでしょ うけ

タにお いで いた だい て、ス タッフからお 聞きしてお ります。「 私が知事

ざい ます 。先 ほど答 弁に ありまし た、知事も ノスタルジッ クカーフェ ス

よ くて 、私も しょ っち ゅう行 きながらリフ レッシュし ているとこ ろでご

すけ れど も、非 常に 、緑の シャワーと いうか、 非常に緑が 多くて気持ち

北 欧の 杜公園 の利 用拡大 、それから 通年型の施設 についてで ございま

一 点再質問をさ せていただ きます。

議員 御提 案の 土俵 やパーク ゴルフ場な ど、多目的 に利用でき る土床式

らし さは 御存じ かと 思いま すけれども 、どうしても 冬期間、御 存じのと

●三 十二番（近 藤健一郎 議員）

の体育館 については 、今後、関係 市町村とと もに地域の ニーズを把 握し、

お りク ロスカ ント リー 、そり遊 びにしても 、なかなか 利用されて いない

四 ヘク ター ルの 面積を 有する 県北地区の 広域公園と して、平成 六年の供

公 園施 設の維 持管 理に 要する経 費も考慮し た上で、通 年利用型体 育館の
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熱も 非常 に多 いとこ ろで ございま すので、そ ういった土 床式でも、仮 設

県 民栄 誉賞を いた だい た豪風 関も出身して いる地域で ございます 。相撲

質問いた しました我 が北秋田地 域は相撲も 盛んなところ でございま すし、

バッ ティング等 をできるよう な程度でい いのですけ れども、ど うしても、

パ ークゴルフ なり、グ ランドゴル フなり、野 球のキャッチ ボール、ト ス、

きた いと 、是非 とも 強く お願いを しておるとこ ろでござい ます。また 、

多 目的 な、そ うい った 土床式の 体育館、そ ういうこと を整備して いただ

とこ ろで ござい ます 。した がって、質 問をした とおり、どうか 通年型の

だく とい うそ ういう こと も想定で きるわけで すので、そ ういうことも 含

客 さん に安全 に遊 んで いただ きながら、そ ういうとこ ろも活用し ていた

に、 単な る森吉 山だ けでは なくて、あ あいうと ころでイン バウンドのお

を しな がら、 この 後の インバウ ンドのそうい うところも ああいうと ころ

地 元が 中心 です ので 、そうい うこともご ざいますの で、色々な 面で活用

業と いう そうい うこ とも 考えられ るわけです。 やっぱり冬 はどうして も

ご ざい ますの で、 地元 の北秋田 市とも、例 えば、例え ばですね、 合同事

町村 から 色々な 要望 がござ いますが、 県の施設 であるというそ の前提も

三 十二番近藤議 員の質問は 終わりまし た。

めて、地 元と色々な面 で話し合い をしてみた いと思いま す。
●議長 （鶴田有司 議員）

の土 俵がで きて 全国 大会も できるような そういった 屋根付きの 施設であ
れ ば、 まだい いわ けで ございま す。前向き に検討する という回答を いた

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 十時五十七 分休憩

だき まし たけれ ども 、是 非ともスピー ディーに 、早く検討 して、早期 に
こ の施 設の 完成、 事業 を実現 していただ ければと思っ ておるとこ ろでご
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豪 風関 の全国 大会開催で きる施設がで きるんだと いうふう
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に 届け れば、 また 幕内 まで行く ような頑張 りをするか もしれませ ん。そ

十二 市町 村で 、大小 合わ せて二十 五の施設が ございます。 いずれ、今 ま
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竹
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口
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土床式 の屋内運動場 は、現在、 全県で、市 町村で

るい はさ まざ まな 運営の 問題等々 、幾つか議 論が必要な こともござ いま

二十 四番

田

● 知事 （佐竹 敬久 君）

す。 そう いうこ とに ついて 、どういう ふうな整備を したらその 実現性が
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が 、ま だあの 公園 が県 の公園だ というそう いう位置づけ 、また、地 元の
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であ る社 会減は 四千 人以上 、死亡した 人も生ま れた人より 九千人以上多

を 増し ていま す。 実際 、平成二 十八年の人口 動態では、 転入と転出 の差

策 を進 めて きま した が、秋田 県における 人口減少問 題は、さら に深刻さ

とな って いまし た。 確か に今まで も、具体的な 戦略と目標 値を定めて 政

十 分で ある」 との 回答 は、わず か六・四％ しかなく、 極めて厳し い結果

社会 にお ける地 域力 創造戦 略」につい て、「十 分である」、「 おおむね

悦

四十 一番
北

五つ の施策、「 社会の変革 へ果敢に挑 む産業振興戦 略」では四 つの施策 、

それ らを 見ると 、「 秋田の 未来につな がるふるさと 定着回帰戦 略」では

六つ の重 点戦 略で は、それ ぞれに施策 及び数値目 標を示して います。

す。

次に 、元気 の創 造に 向けた 実効性ある重 点戦略の推 進について 伺いま

捉え ているのか 伺います。

ります が、 人口 減少 に係る 県の現状と課 題について 、知事はど のように

人口 減少 の克 服に向 け、こ れまで各種 施策を講じ ているところ ではあ

に 歯どめをか けることは並 大抵のこと ではあり ません。

題に 位置 づけて いま すが、 秋田県の年 齢別人口 構成を見る と、人口減少

三 点に あると 整理 し、 プランの 推進方針でも 人口減少の 克服を最重 要課

減 少」 、「 停滞 する本 県経済 」、「全国 的に激化す る人材獲得 競争」の

今回 の成 案概要 では 、秋 田県の現 状と課題を「 全国の趨勢 を上回る人 口

を 掲げ ていま した 。と ころが、 十二月に示 された第三 期プランの 素案と

協働 の促 進等に より 健康で 安全・安心 な地域社会を 形成する」 の四項目

い世 代の 結婚 ・出 産・ 子育てに関 する希望の 実現」、「 多様な主体 との

定 住対 策の 推進に より 首都圏 等から秋田 へ人の流れを 創出する」 、「若

仕事 づく りによ り首 都圏 等への人口流 出に歯ど めをかける 」、「移住 ・

や 出生 数の減 少に 歯ど めをかけ る重要な視 点として、 「産業振興に よる

昨年 の九月 議会 で示 された第 三期プランの 骨子案では 、人口の社 会減

毎年、 羽後町の人 々がいなく なっているに 等しい減少 です。

く 、毎 年一万 四千 人近 い人口 が減っている 状況が続い ています。 これは

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。

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

日 程第 一、一 般質 問を 継続いた します。十番 佐藤議員の 発言を許し ま
す。
会派 みらいの佐 藤正一郎です 。本日は一 般質

【十番（佐藤 正一郎員） 登壇】（拍 手）
●十 番（ 佐藤 正一郎 議員 ）

問の機会 をいただき 、先輩、同 僚議員の皆 様に感謝申し 上げます。
初 めに 、平 成三十 年度 から四カ 年の県政運 営の指針とな る「第三期 ふ
るさと 秋田元気創 造プラン」 について伺 います。
第三 期プラ ンで は、 佐竹知事 が平成二十 一年に知事に 当選された 翌年
に 策定 された 第一 期プ ラン、平 成二十五年 に再選を果 たした後の第 二期
プラ ンを 踏まえ 、こ れま での成果 や現在の社会 経済情勢を 反映して、 本
県の目指す十年後の姿を「時代の変化を捉え力強く未来を切り拓く秋
田 」とし 、具 体的 な方 策を盛り込 んでいます 。しかし、 昨年五月に 行っ
た県 民意 識調査 では 、知事 が二期プラ ンで目玉 とした人口減少 には先駆
的 な対 応が必 要だ とし て、「少 子化や子育 て支援対策 」、「働く 場の確
保」 、「 人口 減少社 会に 対応する システムの 構築」を掲げ た「人口減 少
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他の 分野に比べ て最も少な い四つであ ることも 気がかりです。

活力 を引 き出す ため の産業 の振興が重 要であるのに 、その分野 の戦略が

促進す るには、何 よりも受け 皿の整備が 必要であり 、地方の魅力 を高め、

進 で雇 用創 出数を さら に二割 以上拡大で きるのでしょ うか。地元 就職を

促進 やＩ ＣＴ人 材の 確保 と育成の推進 で、高校 生・大学生 の県内定着 促

数 や出 生数を 、現 在よ り一割以 上伸ばせる のでしょう か。働き方改 革の

ター の開設 や、 子育 て世代 への新たな負 担軽減策の 実施により 、婚姻件

でき るの でし ょうか 。ま た、あき た結婚支援 センターの サテライトセ ン

会 減を 現状の 四千 百人 から、 四年後には半 分の二千五 十人にする ことが

報の きめ 細やか な発 信に向 けた移住相 談窓口の 強化などで 、果たして社

は 、大 学新卒 者を ター ゲットに した県内就職 支援体制の 強化や、移 住情

未 来を 拓く 人づ くり 戦略」で は七つの施 策が並んで います。気 になるの

躍で きる 健康長 寿・ 地域 共生社会 戦略」では五 つの施策、 「ふるさと の

力 が際 立つ人 ・も の交 流拡大戦 略」では六 つの施策、 「誰もが元 気で活

「新 時代 を勝ち 抜く 攻めの 農林水産戦 略」では 七つの施策、「 秋田の魅

改 革と 合わせ て、 企業 活動への 支援が従業 員の所得の 向上に結び つくよ

術の 充実 により 、地 方でも 生産性の向 上が図られて いますから 、働き方

アッ プも 期待 でき るで しょう。高 速交通体系 や港湾の整 備、情報通 信技

ど の成 長分 野では 世界 の最先 端を行く生 産活動も行わ れており、 給与の

最近 の県内 企業 は、 医療機 器関連や電子 デバイス、 輸送用機械 器具な

実 際に は地方 への 定住 を伸ばす ための必須 条件なので はありません か。

業で は七六 ％で あり 、所得 の分野で首都 圏との格差 を縮小する ことが、

研究 、専 門技 術サー ビス 業では六 八％、金融 ・保険業で は七三％、建 設

分 野で 下回っ てい ます 。特に 、製造業の平 均賃金は全 国の五八％ 、学術

平均 を上 回り、 情報 通信業 が全国と同 水準とな っているほ かは、全ての

田 県は 二十六 万三 千円 で、約八 三％となって います。医 療・福祉が 全国

別 平均 賃金 で見 ても 、全国平 均が月当た り三十一万 五千円に対 して、秋

た下 位の 状況は 、今 もほ とんど変 わっていませ ん。平成二 十八年の産 業

度 で二 百四十 六万 三千 円であり 、全国の三 十八位であ りました。 こうし

悩ん でき たのが 実態 でしょ う。県民一 人当たり の所得は、平成 二十五年

どめ がか かって いま せん。 総務省によ ると、全 国の四十道 府県で人口が

口 は大 都市圏 の一 部で 増えてい るのが現実で あり、地方 からの流出 に歯

に 向け た「 まち ・ひと ・しご と創生総合 戦略」を展 開していま すが、人

要があります。特に、「秋田の未来につながるふるさと定着回帰」と

つの 重点 戦略は 、枕 言葉の イメージよ りも、実 効性のある ものにする必

上 に向 けて積 極的 に働 きかけて 欲しいと思い ます。元気 創造に向け た六

政 府が 経済 界に ベース アップを 求めている ように、県 も県民所得 の向

うな施 策を是非と も求めたいと 思います。

減 り、 中でも 本県 の減 少率は 一・三〇％で 最も高くな っています 。確か

「社 会の 変革 に果敢 に挑 む産業振 興」、「新 時代を勝ち抜 く攻めの農 林

国は 、二 〇一五 年度 から「 地方創生」 を掲げて、東 京一極集中 の是正

に、 成長 分野 での企 業活 動などが 活発になり 、有効求人倍 率が昨年十 二

水産」の各戦 略につい て、知事の 取り組む姿 勢を伺いま す。

ま ず、 「県 土の保 全と 防災力強 化」につい ては、災害に 備えた強靭 な

います。

次 に、 安全で 安心 な生活 を支える基 本政策の 課題と進め方に ついて伺

月で一 ・四 四と 過去 最高に なっている県 内において も、実際に は働ける
人 が減 少して いる こと で、建設 業などさま ざまな分野で 人材の確保 が困
難に なっ ており 、ミ スマ ッチが生じて います。 複合型生産 構造への転 換
が 進む 農林 業でも 、幅 広い年 齢層の雇用 を必要として いるにもか かわら

策、 災害 に対応 でき る交通 基盤の整備 等は喫緊の課 題です。さ らに「環

県土 づく りと 地域 防災力 の強化を 掲げており 、河川の改 修による減 災対

以前 は、地 方で の企 業立地に は安い労働 力が要件にな っており、 農工

境保全対策」では、循環型社会の形成や良好な環境の保全対策、「安

ず、労 働力不足に 悩んでいる ところが多 くなっていま す。
一体の政策で企業誘致が進んでも、県民所得は他の地域と比べて伸び
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膨 大な 財源 を必 要と するもの もあります が、積極的 に国に働き かけて予

につい ては、着実 に進めなけれ ばなりませ ん。これら の政策につ いては、

が 求め られて いま す。 県民の皆 さんや市町 村からも要 望の多い道 路整備

全・ 安心 な生活 環境 の確保 」では、安 全で利便 性の高い道路環 境の整備

か がで しょう か。 また 、ＩＣＴ 技術を生かし た庁内業務 の効率化と は、

本 当の 意味 で一 体と なった社 会資本の充 実を図るべ きと考えま すが、い

村と の役 割分担 を明 確に して、必 要性などにつ いて真剣に 議論を進め 、

に 、市 町村と の協 働を 進めるな どと都合よ く解釈する のではなく 、市町

ほし かっ た」と 思っ ている ことでしょ う。県の 財政負担を軽減 するため

次 に、簡素で 効率的な県政 運営につい てでありま す。

算 を確 保する ほか 、新 たな制度 の創設を求め ることも必 要でしょう 。各
て いて はおく れを とっ てしま います。財源 の確保など 、創意工夫 をして

コミ ュニ ケー ション の充実 による円滑 な業務執行 を拡充する こと、行

具体 的に どのよ うな ことが できるのか 、併せて 知事の見解 を伺います。

県民 の皆 さん の願い に応 えていく よう求めた いと思いま す。県民の暮 ら

政課 題に即 応し た効 率的な 組織体制の構 築を掲げて いますが、 さらなる

都道 府県 にとっ ても 、これ らの基本政 策は同じ 課題でしょ うから、黙っ

しを 支え、 県と して 継続的 に取り組むべ き課題とそ の進め方に ついて、

機構改革なども検討しているのでしょうか。今思えば、地方自治体に

とっ て究 極の行 財政 改革 は市町村合併 でした。 平成七年の 合併特例法 に

知事 の意気込み と考えを伺 います。
次に 、質問 の二 項目 目とし て、「新たな 行財政改革 大綱」につ いて伺

既に 秋田 市で は、県 ・市 連携によ る新しい文 化施設の整備 、下水道の 終

た なＩ ＣＴ技 術を 生か し、庁 内業務の効率 化に取り組 むとしてい ます。

いて 、新 しく市 町村 との施 設・設備の 共同整備 や民間資金 等の活用、新

行 政基 盤の構 築の ため 、人口減 少社会に対応 する社会資 本の整備等 につ

し まし た。 改革 の柱と 取り組 み項目につ いては、特 に効率的で 質の高い

の両 面か ら行財 政改 革に 取り組む として、今議 会に第三期 の大綱案を 示

で あっ ても必 要な 行政 サービス を確保する ため、県は 引き続き、 量と質

基づ く政 策の着 実な 実行を 支えるとと もに、人口減 少や少子高 齢化社会

「第 三期 ふる さと 秋田元 気創造プラン 」や「あき た未来総合 戦略」に

には参 加し ませ んで したが 、秋田県の場 合は、六十 九市町村か ら二十五

果的 に羽 後町 は、「 身の 丈に合っ た行財政運 営をしていく 」として合 併

自 立計 画を提 出し ても らう」 と厳しく指導 されたこと がありまし た。結

「こ のま までは 立ち 行かな くなる。合 併に参加 しないので あれば財政の

も当 時は羽後町 長の職にあり ましたので 、県庁に呼 ばれて知事 から直接、

先 頭に 立っ て、 全ての 市町村 を訪問して 強力に合併 を推進しま した。私

する こと などを 目的 とし て進めら れ、秋田県に おいても、 当時の知事 が

を 広域 化する こと によ って行財 政基盤を強 化し、地方 分権の推進 に対応

要件 の緩 和など によ って、 市町村の自 主的な合併を 促しました 。自治体

設や 合併 特例 債に 代表 される財政 支援策のほ か、市への 昇格の際の 人口

始 まり 、平 成十七 年に ピーク を迎えた市 町村合併は、 住民発議制 度の創

末処理 施設 など が実 施され ていますが、 今後の社会 資本の整備 では具体

市 町村 に自治 体が 再編 され、全 国的に見て も突出した実 績を残して いま

い ます。

的に どのような ことが考え られるのでし ょうか。

を疑 うこ とが 多く ありま すが、県 内の他の市 町村にあっ ても、全県 的に

い ては 積極 的であ り、 今でも その言動に 「市長なのか 知事なのか 」と耳

八カ所に ある地域振 興局について 、このまま の体制でよ いのでしょ うか。

ます から 、県 の行 政執行 体制の刷 新も可能に なってきま す。特に、 県内

交 通体 系や 情報通 信技 術が発達 して、県民 の日常生活圏 も広がって い

す。

利用 され ている 体育 施設や 特色のある 社会教育施設 が多くあり ます。市

例 えば 、平鹿 地域 振興 局などは 、広域合併 した横手市 と同じ行政 エリア

知事 は、か つて 秋田 市長の 職にあったこ とから、秋 田市との連 携につ

町 村は むしろ 、「 県も 一緒にな って事業を 行うなど、 もっと支援 をして
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の 肉づ け予算 六千 六十 二億円に 比べても、 平成三十年 度は五千八百 三億

す。 当初予 算の 規模 を見る と、知事が再 選を果たし た平成二十 五年六月

を見 込む こと ができ ない 中で、財 源を確保し ていくこと は大きな課題 で

減 少が 進んで いる こと から基 準財政需要額 が減少し、 地方交付税 の増加

高齢 化や少 子化 によ って、社 会保障関係 経費が増え 続ける一方 、人口

次に 、健全な財 政運営につい て伺います 。

いよ う警 戒を呼 びか け、 除雪体制や見 回りの強 化を図って います。県 内

今 月一 日に豪 雪対 策本 部を設置 し、雪によ る事故や交 通障害が発生 しな

ルに 達する など 、町 内全域 でまれに見る 大雪となっ ています。 町では、

れた 町内 の仙 道地区 では 、今月十 三日に積雪 が二百九十 二センチメー ト

も 起き ていま す。 県内 の第一 号として「お 互いさまス ーパー」が 開設さ

どの 車が 一時立 ち往 生する 出来事があ り、先週 には雪によ る建物の倒壊

の 死亡 事故が あっ たほ か、けが 人も多くいま す。年末に は峠道で十 台ほ

運休 や飛 行機の 欠航 、道路 の通行止め が発生し ました。また、 除雪や雪

円と 縮小 してき てい ます 。新年度の場 合は、昨 年の大雨に よる災害復 旧

で は、 二月 十六日 現在 、内陸 南部の東成 瀬村、湯沢市 、美郷町、 大仙市

にあ るこ とから 、建 設部な どは振興局 の庁舎内 で市と一体とな った業務

事 業に 関す る国の 予算 措置な どがあり、 公共事業が一 六・二％も 伸びて

と、 それ に由 利本 荘市 などが豪雪 対策本部を 設置してい ます。一方 、県

下 ろし 中の事 故も 多発 し、二月 十六日現在 で六名が死 亡、重傷者 八十名

いますが、その他の投資的経費は一一・四％の減少、一般行政経費も

では 、十 三日朝 に平 鹿・雄 勝の両地域 振興局が災害 連絡室から 災害警戒

を 行っ ていま す。 知事 は就任後 、県庁内で は「観光文 化スポーツ 部」や

九・ 一％ 減少し てい ます。 平成二十九 年度の二月補 正予算を見 ても、災

部 に改 組する とと もに 、同日午 後には県庁 でも総合防 災課長が災 害連絡

を含 む百 二十二 人が 負傷 していま す。その後も けがをした 人は増えて お

害 復旧 対策事 業で 八十 四億円、 農林漁業振 興臨時対策 基金積立金 に三十

室を 設置 してい ます 。県 は、雪下 ろし注意情報 を例年より 多い十六回 発

「あ きた 未来創 造部 」な どを創設 してきました 。効率的な 県政運営の た

億円 の追 加があ るも のの 、制度融 資事業の実績 や公共事業 の決算見込 み

表 して いま すが 、既に 建物へ の被害が発 生したほか 、多くの農 業用パイ

り 、昨 年の 冬を 大き く上回っ ています。 私の住む羽 後町でも雪 下ろし中

に よる 減額 が大 きくあ り、前 年度の二月 補正後の予 算との対比 で百五十

プ ハウ スも壊 れて いま す。また 、これからは 雪解けに起 因する果樹 園で

め には抜本的 な改革が 必要と思い ますが、知 事の見解を伺 います。

一億 円、二・四 ％の減となっ ています。

バ ラン スの黒 字を 維持 し、財政 二基金の残 高確保を図り ながら財政 運営

して新 規や 拡充 事業 へ配分 する財源を確 保するにし ても、プラ イマリー

業の 伸び だけ が目立 つの は、何と も複雑な気 持ちです。既 存事業を見 直

る 見込 みです が、 大規 模な災 害があったこ とによる災 害復旧等の 公共事

排雪 をき め細か く行 って 幹線道路の交 通を確保 すること、 雪による事 故

だ 油断 できま せん 。県 には、大 雪の情報収 集に努めると ともに、除 雪や

平年に 比べ て気 温が 低く、 曇りや雪の日 が多い」と されており 、まだま

先月 気象 庁が 発表し た向 こう三カ 月の予報に よると、「二 月から三月 は

で は、平年の 一・五倍から 二倍を超え る積雪と なっている ところもあり 、

の枝 折れ なども 心配 されて います。豪 雪対策本 部を設置し ている市町村

を行 うこ とは至 難の 業で す。コスト縮 減を進め ながら歳入 をいかにし て

が ない よう に情報 提供 や注意 喚起を行う など、県民の 暮らしを守 ってい

今後 は、国 の補 正予 算が追加 され、さら に公共事業 を中心に増 額され

確 保し 、今 後も続 くと 思われ る収支不足 へどう対応し ていくのか 、知事

過疎 化によ って 地域 の住民が 少なくなり 、共助するこ とができな い事

ただき たいと思い ます。

さて 、この 冬は 日本 列島の各 地で記録的 な大雪となり 、交通機関 が混

例 や、 町部で も空 き家 が増加し 、さらには 高齢化で作 業ができな い家庭

の見解 を伺います 。
乱 した ほかに 、日 常生 活にも大 きな影響が 出ています 。県内でも 鉄道の
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こ ろで すが、 各取 り組 みの成 果や地域が抱 える課題等 について、 どう捉

策ア クシ ョンプ ログ ラム」 を策定し、 各種施策 を総合的に 進めてきたと

成 二十 五年度 から 平成 二十九年 度までの五年 を期間とし た「豪雪地 帯対

せ んが 、こ れも 雪国 独特の自 然災害の一 つです。県 ではこれま でも、平

きました。大雪による被害は、一部の地域に限られるものかもしれま

く 寄せ られて いま した が、過疎 化や高齢化 によって対 策も様変わ りして

も増 えて います 。以 前は、 除雪路線の 拡大や流 雪溝の整備等の 要望が多

ジア ムの 必要 性、巨 額な 事業費が かかること から将来の 財政負担にな ら

こ うし た動き に対 して 、県民 の皆さんから は、根本的 な問題であ るスタ

し、 整備 に関す る事 業費が 百十億円に なるとの 見通しを示 しています。

組 織す る秋田 経済 同友 会は、可 動式の屋根が ついた独自 のプランを 提案

民 間主 導が 適し てい る」との 報告であり ました。ま た、県内の 経済人で

望ま しい 」、「 整備 は行 政が主導 し、運営はサ ービスの自 由度などか ら

健 康増 進の拠 点に なる 機能も必 要である」 、「場所は 秋田市の市 街地が

万人 を収 容でき る規 模とし 、観客席を 覆う屋根 をつける」、「 高齢者の

ないかな ど、さまざま な意見が私 にも寄せら れています 。

えてい るのかお知 らせくださ い。
豪雪 対策は 、ま ずは 現場の市 町村が先頭に 立って対処 しなければ なり

います。プロ野球の公式戦が開催できる「県立野球場こまちスタジア

私 は、 スポー ツは 心身と もに健やか に成長す る有効な手 段だと思って

なくさ れているほか 、地域社会 を取り巻く 状況は刻々 と変化してい ます。

ム 」が ある ように 、サ ッカー も多くの県 民が親しんで いるスポー ツであ

ま せん が、除 雪に 関す る経費が 大幅に増加 しており、 予算の増額を 余儀
平 成三 十年 度以降 、県 はどの ような方針 で豪雪に対応 していくの か、知

サッ カー スタジ アム を整備 することは 是非とも必要 だと思いま す。ただ

り、また、Ｊリーグに参加するプロチームがあるのですから、本県に

最後に、サ ッカース タジアム整備に ついてで あります。

し 、市 町村が 独自 に整 備する場 合と違って 県が主導し て進めるの であれ

事の考 えを伺いま す。
代 表質 問や一 般質 問で 既に取り上げ られてい ますが、私 からもいま 一

果た しま した 。し かし、 Ｊ２に昇 格するのに 必要な条件 が整わない とし

所 属し てい る「ブ ラウ ブリッ ツ秋田」は 、昨シーズン 、見事に初 優勝を

のあ り方 検討委 員会 を設 置して幅広く 意見を聞 いてきまし たが、Ｊ３ に

み 、整 備する 姿勢 を示 しました 。その流れ の中で、県は スタジアム 整備

るとし て、 知事 も三 選を目 指して昨年春 の知事選挙 の選挙公約 に盛り込

ら、 Ｊ２ ライ センス の取 得に関す る条件を満 たすスタジア ムが必要に な

た 。そ の後に 「ブ ラウ ブリッ ツ秋田」がＪ リーグで活 躍している ことか

候補 とな る県有 施設 を含め て検討され たものの 、具体化さ れませんでし

こ とか ら、平 成二 十四 年度に魅 力あるスタジ アム整備調 査事業を行 い、

そ もそ もこ の課 題は、 本県に本 格的なサッ カースタジ アムがなか った

のサ ッカ ーがで きる 施設を 改修してス タジアムにす ることも可 能なこと

野球 場を 含む 四球 場を使 って行わ れています 。そうした ことから、 既存

が ない こと です。 高校 野球県 大会などは 、県内にある 能代市や横 手市の

幅広 く県 民が使 用で きる ものであらば 、秋田市 の市街地に こだわる必 要

球技 用の専用ス タジアムと して位置づけ るべきであ りましょう 。さらに 、

められ るの であ れば 可動式 屋根の設置も 可能でしょ うが、基本 的には、

人工 芝の 構造 も大幅 に改 善されて おり、Ｊリ ーグでも人工 芝コートが 認

ほ かの スタジ アム では 、ふだ ん開放してい るのが実情 です。最近 では、

は、 施設 の維持 と管 理上に 問題がある ことから 、可動式屋 根を設置した

け てお く必要 があ り、 コンサー トや大規模な イベントな どに使うと きに

あ りま しょ う。 例えば 、コー トを天然芝 にする場合 には、常に 屋根をあ

ば、 施設 の内容 や場 所、 建設コス トなどについ てさらなる 調整が必要 で

て、 Ｊ２ 昇格を 見送 ったこ とで議論が 加速し、検討 委員会は、 検討期間

なども挙げられます。今後は、「県立体育館」の整備も大きな課題と

度、知 事の考えを 伺いたいと思 います。

を 短縮 して一 月に 報告 書を知事 に提出して います。そ れによると 、「一
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なっ てい ますか ら、 それら の立地はま ちづくり 計画とも密接な 関係が出
て きます。
「八 橋運 動公園 」の 整備が 始まったの は一九四一年 、昭和十六 年のこ
とです。敷地は約二一ヘクタールあるものの、その後はさまざまなス
ポ ーツ 施設が 多く なり 、慢性的 に駐車場不足 の問題もあ ります。野 球専

佐藤正一 郎議員の一 般質問にお 答えを申し 上げま

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
● 知事（ 佐竹 敬久 君）
す。

ま ず、 第三 期ふ るさ と秋田元気 創造プラン について、 本県の現状 と課
題で ございます 。

体、 規模 ・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

知 事は 代表質 問や 一般質 問への答弁 で、「現 時点では、 建設・運営主

ず 、大 規模 な産業 集積 が進ま なかったこ となどが相ま って、若者 等の県

の整 備の 遅れに より 、首 都圏からの地 理的ハン ディキャッ プを克服で き

と が挙 げられ ます 。こ うした本 県の特徴的 な産業構造 に加え、交通 体系

昭和 三十一 年を ピー クに本県 の人口は減 少に転じま したが、そ の要因

な いこ とか ら、こ うし た課題 を幅広く論 議する場とし て、新スタ ジアム

外流 出に より 人口 減少 が続いてき たものであ ります。こ のような若 年層

用の 「こ まちス タジ アム」 が郊外にあ るように 、サッカー 等の球技専用

整備 構想 策定 協議 会を 設置するこ とにしてい る」と述べ ました。た だ、

を中 心と した県 外へ の流出 は、それ自 体が子供を産 み育てる世 代の減少

と して は、鉱 山や 林業 など資 源立地型の産 業が、資源 の枯渇や海 外との

この 協議 会を構 成す るのは 、「これま でＪリーグ構 想に賛同し 、ホーム

を もた らし、 さら に出 生数の減 少にもつな がっており ます。また 、近年

ス タジ アムも 市街 地に こだわ る必要はない と考えます 。むしろ、 スタジ

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 バーと

では 、若 い女性 の減 少が 進行する 中、未婚化や 晩婚化が進 み、少子化 に

競争 激化 に伴 い衰退 した ことに加 え、稲作を 中心とした 農業の構造変 化

し、 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

一層拍車がかかっているほか、高齢者の増加に伴う死亡者数の増加も

アム や県 立体 育館の アリ ーナを、 新しいまち づくりの拠 点施設として 位

田 商工 会議 所も 参画す るもの だ」と答え ています。 果たしてこ れでいい

あ って 、自然 減も 年々 拡大して いくものと見 込まれてお り、当面、 一定

など により 生じ た余 剰労働 力を十分に吸 収できる産 業が育たな かったこ

の でし ょうか 。こ れで はやっぱ りプロサッカ ーチームの ためのスタ ジア

の人 口減 少は避 けら れない ものであり ます。こ れに伴い、 今後、地域経

置づけた 方がいいので はないでし ょうか。

ム整 備で あり、 県民 の広範 な理解は得 られない のではない でしょうか。

人口減 少に歯止め をかけるた め多様な切り 口から対策 を講じると ともに、

済 の規 模の縮 小や 地域 活力の 低下などが懸 念されるこ とから、速 やかに

いち 」や 新し い文化 施設 でも、多 くの課題を 残したまま、 事業申請の 期

人口減 少下 にあ って も、県 民が住みなれ た地域で豊 かに暮らす ことがで

秋 田市 中心市 街地 の整 備では、 県立美術館を 中核とする 「エリアな か
限が迫 って いる など として 見切り発車さ れて事業が 進みました 。これが

きる 社会システ ムの構築が 急務となって おります。

世 代も 秋田で 暮ら して いくとい うサイクル の確立を目 指し、若者 の県内

攻め の取り 組み とし ては、ま ず、若者が 秋田で子供を 産み育て、 次の

面から 取り組みを 進めていく ことにして おります。

題 と位 置づ け、新 たな 視点を 織り込みな がら、「攻め 」と「守り 」の両

こう した考 え方 に立 ち、三 期プランでは 、人口減少 の克服を最 重要課

佐 竹知 事の仕 事の 流儀 なのかは わかりませ んが、サッカ ースタジア ムに
つい ては 、県と して どの ような考えで 進めるか をまず明確 にする必要 が
あ ると考えま すが、知 事の所信を伺い ます。

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）
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であ りま す。そ のた めに は、若者 や女性にとっ て魅力ある 雇用の場の 確

援 や子 育て支 援な どに より、次 の世代の誕 生につなげ ていくこと が重要

定着 ・回 帰と移 住の 促進に よる社会減 対策に力 を入れ、さらに 、結婚支

力あ る質 の高い 雇用 の場 を官民一 体で創出する ことが重要 であります 。

等 を通 じ、良 好な 就業 環境の整 備を図るこ とによって 、女性や若 者に魅

性の 向上 を賃金 水準 の改善 につなげて いくとと もに、働き方改 革の推進

域 にお ける移 動手 段の 確保や買 い物支援、 除雪等の地 域での安全・ 安心

なる 充実を 図っ てま いりま す。こうした 「攻め」の 取り組みに 加え、地

いう 希望 がか なえら れる よう、全 国トップレ ベルの子育 て支援策のさ ら

ま た、 秋田で 暮ら す若 い世代 が、秋田で結 婚し、子供 を産み育て たいと

ことがで きる質の高 い雇用をつ くり出して まいりたいと 考えており ます。

講 じる ととも に、 処遇 改善に努 めながら、若 い世代が意 欲を持って 働く

り」 をプ ラン全 体に かか わる重要課題 と捉え、 各施策の連 携による相 乗

くことにしております。三期プランにおいては、こうした「仕事づく

園芸 メガ団 地の 整備 等によ る複合型生産 構造への転 換などを推 進してい

動車 分野 への 参入促 進や 、市場競 争力の高い 品目の生産 拡大を目指し た

あ る電 子部品 ・デ バイ スや素 材産業の基盤 を生かした ＥＶ等の次 世代自

ると とも に、「 産業 振興戦 略」と「農 林水産戦 略」では、 本県の強みで

ワ ーク ・ライ フ・ バラ ンスの促 進や仕事と子 育ての両立 支援などを 進め

こ のため、「 定着回帰戦 略」では、 働きやす い就業環境の整 備に向け 、

な暮 らし を支え る社 会シ ステムづくり など、「 守り」の取 り組みを合 わ

効果など、取り組みの効果が最大限に発揮されるよう努めながら、施

保 が必 要と なる こと から、幅 広い分野に わたって積 極的な産業 振興策を

せ て推進する ことによ り、人口減少の 克服を目 指してまい ります。

策・事 業の推進に 全庁を挙げ て取り組ん でまいりま す。

次に、基本 政策の課 題と進め方でご ざいます 。

人口減少の克服に至る道筋は長く、決して平たんなものではありま
せん が、 県民の 皆様 と手を 携えながら 着実に前に進 めてまいり たいと考

整備 など 、県民 の安 全で 安心な生 活や豊かな暮 らしを支え る取り組み を

三 期プ ランに おい ては 、防災・減災 対策の推 進や基礎的 な生活環境 の

次に、 実効性ある 重点戦略の推 進でござい ます。

基 本政 策と して 進めて いくこ とにしてお ります。特 に、災害が 局地化・

えて おります。
三 期プ ラン にお いては 、これま での成果を 土台にしつ つ、今後四 年間

激 甚化 する昨 今の 状況 を踏まえ ると、中小河 川の改修な ど強靭な県 土づ

なる こと から 、これ まで も国に対 し必要な財 政支援を要望 してきたと こ

で 力を 入れて 取り 組む べき施策 を六つの重点 戦略と位置 づけ、人口 減少

人口 減少 の大 きな要 因とな っている社 会減の抑制 に向けては、 就職・

ろであ りま す。 また 、積雪 寒冷地におけ る予算年度 の前年度中 の工事発

くりは喫緊の課題となっております。「県土の保全と防災力強化」や

進学等 によ り県 外に 流出す る若者の定着 ・回帰の流 れを確かな ものにす

注 を可 能とす る、 いわ ゆる「雪 国ゼロ国制 度」の創設を 国に要望し 、制

の克 服を 初めと する 様々な 課題の解決 を図りな がら、元気 なふるさと秋

る こと が重要 であ り、 人口の社 会動態の転 換などを目指 す「ふるさ と定

度と して 認めら れた ほか 、昨年には、 今年度末 で期限を迎 える道路整 備

「 環境 保全対 策」 など の推進 に当たっては 、財源の確 保が大きな 課題と

着回 帰戦 略」、 生産 性の 向上による地 域産業の 振興を目指 す「産業振 興

補 助金 のか さ上げ 措置 を強く 要望したと ころ、その延 長を内容と する法

田 を創り上げ てまいりたい と考えてお ります。

戦 略」 、農 林水産 業の 成長産 業化を目指 す「農林水産 戦略」の三 つの戦

案が 今国 会に 提出 される など、制 度的な要望 も併せて行 っておりま す。

必 要性 を十分 踏ま えな がら、計 画的にイン フラ施設の 整備を進め ていく

今後 の人口 減少 社会 を見据え 、公共施設 管理の観点か ら将来にわ たる

略に よる 連携 した 取り組 みが、そ うした流れ をつくり出 す中核的な 役割
を担うも のでありま す。この三つ の戦略によ り、まず目 指すべきも のは、
成 長分 野を中 心と した 積極的な 産業振興に よる仕事づ くりであり 、生産
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ど に関 する真 に必 要な 取り組み については 、財政支援 を国に対し 強く要

必要 があ ります が、 「県土 の保全と防 災力強化 」や「環境保全 対策」な
てまい ります。

導 入を 検討す るな ど、 最新のイ ノベーショ ンを活用し た取り組み を進め

目指 すほ か、デ ータ 入力等 の定型的な 作業を自 動化するソフト ウエアの

次 に、簡素で 効率的な県 政運営でご ざいます 。

望す ると ともに 、制 度上 の改善点 等についても 積極的に提 言しながら 、
基 本政策を着 実かつ継 続的に推進 してまいり ます。

限 られ た職員 数で 、新た な行政課題 に対応しなが ら質の高い 行政サー

ビス を提 供する ため には、 組織体制を 適宜見直 し、効率的 な行政運営を

次に 、新たな行 財政改革大綱 でございま す。
初めに、人 口減少社 会に対応す る社会資本 の整備につい てでありま す。

政の重 要課額に対 応するため の組織体制を 構築してま いりました 。また、

進 めて いく必 要が ある ことか ら、あきた未 来創造部の 設置をはじ め、県

的で 効果 的な 行政運 営を 実現する ことにより 、人口減少 社会にあって も

地域 振興局 につ いて は、県 民サービスの 直接的な窓 口であると ともに、

こ のた びお示 しし まし た第三期 の「新行財政 改革大綱」 案では、効 率
必要 な行政 サー ビス を確保 し、県民が安 全・安心に 暮らすこと ができる

ない 重要 な組織 であ るこ とから、当面 は八地域 振興局体制 を維持して ま

災 害に 対する 危機 管理 や市町村 に対するサ ポートを担 う、現場に欠 かせ

人口 減少が 進む 本県 におい ては、歳入の 減少に伴う 厳しい財政 状況が

い りま すが 、これ まで も、県 税業務のう ち、課税部門 の総合県税 事務所

よう 、県が取り 組むべき項 目をまとめて おります。
続 くこ とや 、将来 的に 社会資 本の利用者 の減少が見込 まれること などか

への集 約化などの 効率化を図 ってきてお ります。

制 を目 指し、 時機 を逸 すること なく、柔軟 に組織の見 直しを行っ てまい

いず れにし ても 、時 代のニー ズや課題に 応じて簡素で 効率的な組 織体

ら、 これ まで のよ うに 県や市町村 が単独で社 会資本を整 備・維持し てい
くことは 難しい状況 にあるものと 認識してお ります。
今 後の 社会資 本の 整備 等に当たって は、県と 市町村が可 能な限り共 同

そ れぞ れ図り 、大 館市 、県、両 者の利益に なっておりま す。このよ うな

部分の みを 解体 する ことに より、県は解 体費用、市 は建設費用 の軽減を

とし て活 用す るため 無償 譲渡を受 けるに当た り、県が教室 棟などの不 要

す 。ま た、旧 県立 大館 工業高 校については 、大館市が 総合スポー ツ施設

地区 にお いても 基本 構想の 策定に着手 するなど 、全県に広 げてまいりま

い て進 めてい る汚 泥処 理の広域 化について、 来年度は県 央地区及び 県南

に して おり ます 。具体 的には 、現在市町 村との共同 により県北 地区にお

さを 増す ことが 見込 まれ 、収支均衡を 保つこと がこれまで 以上に困難 に

込 みと なった ほか 、今 後、地方 交付税など の一般財源確 保が一段と 厳し

災害関 連事 業費 が多 額とな り、財政二基 金残高が三 百億円を割 り込む見

決算 段階 での 収支均 衡を 図ってま いりました 。しかしなが ら、今年度 は

さ せるととも に、財政二基 金残高につ いても三 百億円台を 維持するなど 、

り、 ここ 数年は 、プ ライマ リーバラン スの黒字 を確保し県 債残高を低減

財 政運 営にお いて は、各 年度、歳入 歳出の均衡を 図ることが 基本であ

次 に、健全な 財政運営で ございます 。

ります 。

取り 組み の際に は、 県・ 市町村協働政 策会議を 初めとする 様々な機会 を

な るも のと 考えて おり ます。 このため、 一歩踏み込ん だ歳出の見 直しが

で取 り組 むこと によ り、 整備費用 の縮減や維持 管理の効率 化を図るこ と

通 じて 、県 と市町 村が 対等な 立場で議論 し、県と市町 村双方の効 率化や

とと もに 、幅広 い分 野にお いて民間企 業や各種団体 、県民との 協働をさ

不可 欠で あり 、徹 底した 効果検証 による事業 の絞り込み や重点化を 図る

また 、ＩＣ Ｔ技 術を 活用した 庁内業務の 効率化につい ては、人工 知能

ら に進 めてま いり ます 。また、 事業実施に 当たっては 、できる限 り国等

住民サ ービスの向 上を図って いるところ であります。
を 活用 し、県 民の 皆様 からの簡 易な問い合 わせに対す る回答の自 動化を
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の支 援制 度を活 用す ること を基本とし 、適切な 支援制度が設け られてい

また 、今年 の秋 まで には、こ れまでの取 り組みを検 証し、人口減 少や

こ とに して おり ます 。この計 画の策定に 当たっては 、地域の枠 を越えた

少 子高 齢化な どの 社会 情勢の変 化も踏まえ ながら、地 域に出向い て市町

こ うし た方 針の もと 、三期プラ ンに掲げた 産業振興戦 略や農林水 産戦

除 排雪 体制の 構築 や、 高齢者の 雪による事故 防止の観点 も取り入れ なが

な い場 合には 、具 体的 な提案を しながら制 度創設を働 きかけるな ど、最

略 等を 着実に 推進 する ことによ り、税源涵養 に努める一 方、地方財 政計

ら、 地域 の実情 に応 じた支 え合い体制 の強化や 、住宅や道 路などの雪に

村と 十分 に意見 交換 した 上で、第 三次豪雪地帯 対策基本計 画を策定す る

画に おけ る一般 財源 総額の 維持・確保 と、人口 が減少する 中で様々な課

強 いま ちづく りを 基本 テーマ に据えて、よ り効果的な 対策となる よう検

小限の 県負担で施 策を推進でき るよう努め てまいりま す。

題 に前 向きに 取り 組ん でいる 地方への適切 な財源保障 を、国に対 し強く

討を進 めてまいり ます。

今 年度 開催し まし た「ス タジアム整 備のあり 方検討委員 会」では、地

次に、スタ ジアムの整備 でございま す。

求めて まいりたい と考えてお ります。
健全 な財政 運営 は、 現世代は もとより、次 の世代に対 する責務で もご
ざ いま す。収 支均 衡を 図りなが ら、限られ た財源の中 で政策課題に 最大

元プロ スポーツチー ムの活躍は 県民の一体 感の醸成が 図られるとと もに、

交 流人 口の 拡大や にぎ わいの 創出にもつ ながることか ら、新しい スタジ

限の効 果を発揮でき るよう、全 庁を挙げて 取り組んで まいります。
次 に、豪雪対 策でござい ます。

アム を建 設す べき とい う報告がな されており ますが、一 方で、スタ ジア

新し いス タジア ムの 建設は 、サッカー が世界的にメ ジャーなス ポーツ

今冬 は、 本県 でも 大雪警 報が二年振り に発表され るなど、県 南部を中

長 が 出 席 し ま し た 防 災 危 機 管 理 会 議 に お い て 緊 急 要 請 を 行 っ た ほ か、

と して 、本 県で も普及 してい る中で、ブ ラウブリッ ツ秋田がＪ ２で活躍

ムを 整備 する場 合に は、必 要性を明確 にすべきであ るといった 慎重な意

「 雪害 事故 防止 週間」 におけ る集中的な 啓発活動や 、民間企業 と連携し

するための環境整備をどうするかということを入り口として議論がス

心に 積雪 量が非 常に 多くな っており、 雪による人的 被害は、既 に昨年を

た 高齢 者宅訪 問に よる 注意喚起 を行うなど、 市町村や警 察などの関 係機

ター トし ている もの であり 、こうした 経緯から すると、Ｊ リーグの理念

見も 寄せられて いたところ であります 。

関と 一体 となっ て取 り組ん でおります 。また、 第二次豪雪 地帯対策基本

に 賛同 し、ホ ーム タウ ンとし て登録してい る自治体が 協議の中心 となる

上 回る 状況に あり ます 。このた め、除排雪 中の事故防 止に向け、 市町村

計 画と 、その 行動 指針 である アクションプ ログラムに ついては、 住宅の

ことは 、いわば自 然な流れで あると考えて おります。

しかし なが ら、 その 整備に多 額の費用がか かることか ら、競技力 の向

融雪 設備 の設 置戸数 など 未達成な ものもあり ますが、除排 雪を行う団 体
の設立 数は 、目 標を 達成す る見込みであ り、道路除 雪について も、市町

来 年度 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

上 やス ポーツ イベ ント の開催、 健康増進の 機能など、よ り多くの県 民が

し かし なが ら、高 齢化 等により 除排雪の担 い手不足が依 然として課 題

「新 スタ ジア ム整 備構想 策定協議 会」を設置 し、建設場 所や建設主 体に

村 と連 携した 相互 除雪 により効 率化が図ら れるなど、全 体としては 徐々

とな って いる こと から、 来年度は 、大学生や 地域で活動 している若 者団

加え、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、

利用でき る施設であ ることが望 ましいもの と考えてお ります。この ため、

体な どを 対象と した 交流会 を開催し、 新たな担い手 の確保を図 ることに

直 接的 に加わ る協 議会 メンバー 以外の様々 なセクター からの多様 な意見

に成果が 現れてきて おります。

して おります。
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や外 部の 専門家 から の御意 見もいただ きながら 、各般の課題に ついて幅
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信

彦

俊比古

徹

千鶴子

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。

自民党会派 の菅原です。 ふるさと秋 田を元

犬の里 』集中プロ モーション 事業」に約八 千五百万円 が計上され ており、

で も、 「秋田 犬の 里魅 力アップ 促進事業」 に約三千八 百万円、「 『秋田

イン バウ ンド誘 客の キラー コンテンツ として、 平成三十年度当 初予算案

く、 今年は秋田犬 の年になり そうです。 秋田犬は特 に海外で人気 があり、

ら しさ に思 わず ほほえ んだ方 も多かった のではない でしょうか。 まさし

じょ ん」 の表紙 は、 今年 の干支に ちなみ、秋田 犬の子犬で した。その 愛

最初の旬は、秋田犬です。今年一月号の県広報紙の「あきたび

初めに、今 が旬、「秋田 の顔」につ いてお伺 いします。

気にす るため、前 向きの質問 をさせてい ただきます。

● 二十 一番 （菅原 博文 議員）

【二十一番 （菅原博文 員）登壇】 （拍手）

しま す。

日程第 一、 一般 質問 を継続いた します。二 十一番菅原 議員の発言 を許

●副議長 （竹下博英 議員）

♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯

休憩前に同 じ

♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯

林

広 く議論するこ とにいたし ております 。
二十 七番

土
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松

なお 、建 設場所 につ いては 、既に多く の方々から様 々な御意見 をいた
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近
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のも と、チ ーム が継 続的に 活躍していく ことが基本 となります ので、ブ
ラ ウブ リッツ 秋田 には 、県民を 感動させる 熱い戦いを 繰り広げてい ただ

十番 佐藤議員の 質問は終わ りました。

き、Ｊ ３二連覇を成 し遂げられ るよう期待 をいたして おります。
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 。
午後零 時休憩
♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯
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二 十 番
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本県 の売 り込み に大 活躍が 期待されて おります 。秋田犬の本場 大館市で

まし た。 全県十 三市 を回る ことを目標 に掲げて いますので、あ と十一カ

「 秋田 の顔 」と なる 旬な素材や 人を私なり に述べさせ ていただき まし

所 での コンサ ート 開催 が実現す ることを願 い、音楽で 秋田を盛り 上げて

年 に入 って から は、 二月二十 五日まで、 秋田内陸線 などを使い 、秋田の

た 。引 き続き 、秋 田の イメージ アップやプロ モーション に力を貸し てい

は 、こ れまで もさ まざ まな企画 をしており 、例えば、 いつでも秋 田犬に

原 風景 をめぐ りな がら 秋田犬の ふるさと大館 を目指す、 「秋田犬ふ れあ

ただきたいと思っておりますが、知事は、「秋田の顔」となる旬な皆

くれる よう、私た ちも応援しま しょう。

いラ イン キャン ペー ン」を 開催中です 。国内外 から秋田犬 を目当てに観

さ んの今後の 活躍にどのよ うな期待を お持ちで しょうか、 お伺いします 。

会え るよ うにと 「秋 田犬 ふれあい 処」を設置し たり、県に おいても、 今

光 客が 増えて いる よう です。 また、ＳＮＳ の発信も大 きな力にな ってお

事な コラ ボには 参り ました 。さらに、 地元新聞 社の「秋田 の魅力発信」

皆 さん もごら んに なっ たことが あると思いま す。秋田美 人と秋田弁 の見

マ ーシ ャル にも 登場し 、秋田 弁で「あえ 、しかだね ー」という 話す姿を

コメ ント してお りま す。 また、今 年に入ってか らは通信講 座のテレビ コ

で 話題 となり 、希 さん も「秋田 の方が見て も納得して いただけれ ば」と

るの が、 「ばし こく でねえ 」という秋 田弁の一言。 これがネッ ト上など

この ドレ ッシ ング を知 らない二人 に対し、希 さんが驚い たように口 にす

コ マーシャル 、その内 容は、秋田のお じさん夫 婦との会話 という設定 で、

せん でし たが、 関東 エリ アで放送され たドレッ シングメー カーのテレ ビ

木希さんですが、人気の一つが「秋田弁」です。本県では放送されま

次の 旬は、 「秋 田美 の国大使 」の佐々木希 さんです。 今大人気の 佐々

な 大会 を目指 して おり ますの で、当時のよ うにオリン ピックを契 機に近

では 経済 環境は 大き く異な り、また、 既存の施 設を使うな どコンパクト

交 通網 が整備 され 、オ リンピッ ク景気に沸き ました。一 九六四年と 現在

成 長期 と重 なり 、東海 道新幹 線が開通し 、首都高速 やモノレー ルなどの

が家 のテ レビも カラ ーテ レビに切 り替わったの を覚えてお ります。高 度

学 生で した。 その ころ はまだ白 黒テレビが 主流でした が、これを 機に我

アジ ア初 のオリ ンピ ックが 東京で開催 されました。 当時、私は 九歳の小

開催 ムー ドが 高ま って きておりま す。今から 五十四年前 の一九六四 年、

夏 の開催まで 二年半を 切り、東京都内 ではカウ ントダウン が始まるな ど、

と、 次は いよい よ東 京オ リンピック・ パラリン ピックです 。二〇二〇 年

い に喜 んでお りま す。 この平昌 オリンピッ ク・パラリ ンピックが終 わる

現在 、平昌 冬季 オリ ンピッ クが開催され ており、日 本人選手の 活躍に大

次に、 東京オリン ピック・パ ラリンピック に向けた取 り組みにつ いて、

編 集長 になり 、県 内各 地を取 材した映像は 、県でも今 月一日から 、取材

代化 が一 気に 進むよ うな 劇的な変 化はないか もしれません が、やはり 期

り、ま だまだ人気 は高まりそ うです。

動画と して公式ユ ーチューブ チャンネルで 公開されて おります。

い」 と言 う高 橋さ んは、 野外コン サート「秋 田キャラバ ンミュージ ック

ら「あきた音楽大使」を任命されました。「音楽で秋田を盛り上げた

田で 笑う 約束」 を秋 田市 のなかいちの ステージ で開催した とき、知事 か

〇 一五 年七月 に、 メジ ャーデビ ュー五周年 記念アルバム 発売記念祭 「秋

材利 用に 向けた 取り 組みを 行っており ます。現時点 における取 り組み状

上を 図る ため 、東 京オリ ンピック ・パラリン ピック関連 施設等への 県産

り 組み が必 要と考 えま す。既 に木材関係 では、県産材 のブランド 力の向

ます 。こ れを本 県の ＰＲ の絶好のチャ ンスと捉 え、今から さまざまな 取

二 〇二 〇年の 大会 には、 国内外から たくさん の人たちが東京 に集まり

待は膨らみま す。

フェ ステ ィバル 」を 、一昨 年はふるさ と横手市で、 昨年は由利 本荘市で

況 と県 産材供 給の 見通 し、新年 度における 取り組み方 針などにつ いて、

次の旬 は、 「あ きた 音楽大使 」の高橋優さ んです。高 橋優さんは 、二

開 催し 、いず れも 県内 外からた くさんのフ ァンが秋田 に駆けつけ てくれ
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お考えを お聞かせく ださい。

力が 徐々 に浸透 しつ つあり 、私は、そ ろそろふ るさと定着回帰 が本当に

食 材な どの 調達 基準 が示され ており、食 材について は、ＧＡＰ 認証を取

既に 、東 京オリ ンピ ック・ パラリンピ ックの競技大 会組織委員 会から

方 にも さまざ まな 形で 秋田に来 てもらうオー ルターンの Ａでありま す。

ま した 。Ａ ター ンは 、本県出 身者のＵタ ーンのほか 、本県出身 者以外の

秋田 への 定着回 帰の 取り組 みとして、 本県ではＡタ ーンを促進 してき

始 まる雰囲気が 漂っている ように感じ ておりま す。

得 した 生産者 が育 てた 農作物と されていると のことです 。県内では 、Ｊ

地方 の生 活に対 する 意識が 変化しつつ あるこの 機会を捉え 、Ａターン促

次 に、選手村等 への県産食 材の供給に ついてです 。

Ａな ど二 十二団 体が 県ＧＡ Ｐ協議会を 設立し、 ＧＡＰ取得 に向け準備を

進の取り組みを強化していただきたいと思います。さまざまな理由が

たに 起業したい などの若者 のチャレンジ を応援する 施策も必要 でしょう 。

し てい ると伺 って おり ますが 、これまでの 取り組みの 成果と見通 し、オ

次に 、観光誘客 についてで す。

Ａタ ーン する全 ての 人に 夢を与える「 ドリーム Ａターン」 であってほ し

あっ てＵ ター ンする 方に 多くの雇 用の受け皿 を用意して いただくとと も

東京 オリン ピッ クは 二〇二 〇年七月二十 四日から八 月九日まで の十七

い もの です 。これ まで のＡタ ーン促進の 取り組み状況 について、 どのよ

リン ピッ ク後 の県産 食材 に係るＰ Ｒ活動の方 針について 、お考えをお 伺

日 間、 パラ リンピ ック は八月 二十五日か ら九月六日ま での十三日 間の日

うに 捉え 、今 後ど のよ うに展開し ていこうと されるのか 、知事のお 考え

に、 本県出 身者 以外 の方に 対しても、例 えば、農業 に取り組み たい、新

程で 行わ れま す。 政府 は、二〇二 〇年までに 訪日外国人 旅行客を四 千万

をお伺い します。

いします 。

人とする 目標を掲げ ており、オリ ンピック・ パラリンピ ックの期間 には、

の 子供 二人 を連 れて秋 田に帰 ってきまし た。当然住 民票も秋田 に移しま

こ こか ら、私 の考 える ドリームＡタ ーンを述 べさせてい ただきます 。

そ こで 、二 〇二 〇年東 京オリン ピック・パ ラリンピッ クに合わせ た外

し たが 、主人 は仕 事が あり、東 京にアパート を借り、単 身赴任して おり

世 界各 国から たく さん の外国人 観光客が訪 れることが 予想されま す。こ

国人 観光客の誘 致について、 どのような 考えを持っ ているのか 伺います。

ます 。月 に二回 ほど 、三日 間の休みを もらい帰 ってきます 。国と県、市

秋田 の自 然の美 しさ と子育 て環境や教 育環境の充実 に共感し、 小学生

例え ば、 秋田県 内の 風景や 祭りを秋田 犬と一緒 におさめた 県の観光ポス

か らア パート 代を 補助 しても らい、秋田に 帰るときに は、各航空 会社、

の機会 に、ぜひ本 県や東北地方 にも足を運 んでもらい たいもので す。

タ ーは 、「か わい い」 と大ヒ ットしており ます。この 辺をうまく 使えな

ＪＲ の協 力を 得て、 月に 各一回分 のドリーム Ａターンチケ ットを割安 で
を期 待しており ます。

買え、 大変 満足 して おりま す。今後、私 たちのよう な家族が増 えること

いもの でしょうか 。
次に、第三期ふるさと秋田元気創造プランの重点戦略の一つである
「秋 田の未来に つながるふ るさと定着回 帰戦略」に ついてお伺 いします 。

夢の ような 話で した が、こ れが現実にな れば、少し でも東京一 極集中

次に、 「少子化対 策」につい てお伺いし ます。

本県 におい て、 十八 歳から 二十三歳まで の転出超過 は、社会減 の最大
由の 一つ と考 えら れ、社 会減の抑 制のために は、魅力あ る仕事と雇 用の

佐竹知事は、平成二十二年度に少子化対策局を新設し、官民一体と

は 少な くな るかも しれ ません 。知事の所 感を併せてお 聞かせくだ さい。

創出 にこ れまで 以上 に力を 入れていく ことが必要と 思います。 簡単には

な った 脱少子 化県 民運 動の展開 や結婚・妊 娠・出産・ 子育ての総 合的支

の 要因 にな ってい ます 。若者 の求める進 学先や働き口 が少ないこ とが理

言 えま せんが 、地 方創 生の取り 組みが全国 で展開され 、田舎暮ら しの魅
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結果 が結 びつい てい かな いところ に、この少子 化問題の難 しさを改め て

境 づく りは、 ほぼ でき 上がって きているよ うに感じま すが、思う ように

援な ど、 少子化 対策 の充実 ・強化に継 続して取 り組みました。 もはや環

ロ ーン など を使 った 実態調査 も行われて いるようで すが、カワ ウ対策を

どを大量に補食し、内水面漁業への影響が懸念されております。ド

本 県で はカワ ウは 相当 数おり、 現在も増え てきている ようです。 アユな

また 、本大 会で は「 カワウ対 策」に関す る提案・要 望がありまし た。

今後 どのように 進めていくの かお伺いし ます。

感 じます。
結 婚し ない、 でき ない理 由はさまざ までしょう。 逆に今は、 結婚しな

へ の浸 水があ り、 多く の被害 が出ました。 雄物川を初 め、県内の 各河川

昨年 の夏、 本県 に記 録的な大 雨が降り、 河川の氾濫 による住宅 や農地

婚 者が増えて いるとも聞き ます。結婚 や出産は 少子化対策 のためでなく 、

では 復旧 や改 修の工 事が 現在も行 われており 、今後は大 雨による被害 が

いの は当 たり前 にな ってし まった感が あります 。親元で暮 らす親同居未
自分 のた めに あるこ とを 自覚して もらえる社 会をつくり 上げていかな け

出ないよ うに対策をお 願いいたし ます。

秋 田市 の市街 地か らも近 く、釣りや 渓流を楽 しむ人も多 く見られる、

れば なりま せん 。こ れまで の少子化対策 を振り返り 、取り組み の成果な
ど をど のよう に総 括し 、この難 しい課題に 今後どう取 り組んでいか れる

であ る「 釣りキ チ三 平」の 大型レリー フがあります 。主人公の 三平少年

秋田 空港 の出 発ロ ビーに 、横手市出身 の漫画家矢 口高雄さん の代表作

次 に、内水面 漁業振興と 河川改修工事 についてお 伺いします 。

帰 って きまし た。 あの ふるさと の昔の川は 戻ってこな いのでしょ うか。

り、 以前 大きな 石が ごろご ろあった場 所はならされ 、少し寂し い思いで

ます 。昨 年も 河川 工事 の現場を見 る機会があ りましたが 、川に重機 が入

ま した 。護 岸が崩 れ、 今も大 きなブロッ クが横たわっ ている箇所 もあり

自然 環境 豊かな 岩見 川も 昨年の大雨で 川が氾濫 し、田畑に 被害が発生 し

が 釣竿 を持ち 、た くさ んのヤマ メに囲まれ ているシー ンが生き生 きと表

川が 氾濫 すると 、生 命にか かわる人的 被害が発生す るおそれも あり、

のか、 お考えをお聞 かせくださ い。

現さ れて おり、 自然 豊か な本県秋 田のシンボル として、県 内外の観光 客

関 係者 が集ま るこ の大 会では 、現在の内水 面の資源回 復問題や漁 場環境

れ、 私も 参加し て参 りまし た。全国の 内水面漁 業関係者や 水産庁等の国

昨 年十 月十八 日、 第六十 回全国内水 面漁業振興大 会が秋田市 で開催さ

最近 は、 豊か な自然 、お いしい食 、温泉など 、「大人の釣 り」を意識 し

や ってきます 。本県の川や 海での釣り を紹介す るテレビ番 組も多くなり 、

りが、七月はアユ釣りが解禁になり、県外からもたくさんの釣り人が

か とい う大変 難し い問 題もあり ます。本県で は、四月に はサクラマ ス釣

安 全対 策は 必要 だと思 います が、自然と の折り合い をどうつけ ていくの

の保 全・ 管理 、釣り 人の 遊漁や川 辺での自然 との触れ合い 促進による 地

た作り にな って いま す。今 後も「今ある 秋田の強み 」を生かし ていきた

に 大変喜ばれ ておりま す。

域振興 など が主 に話 し合わ れました。本 県の漁業者 からは「サ クラマス

次 に、ツキノ ワグマの管 理と保護につ いてお伺い します。

い もの です。 河川 改修 工事にお ける自然環 境への配慮に ついて、お 考え

体 的に 進め る「サ クラ マス増 殖モデル河 川造成事業」 の創設に係 る要望

今年 度、 県内 では ツキノワ グマの捕殺 数が十二月 末時点で既 に前年度

の 資源 回復に つい て」 の発表が あり、県内 主要河川にお いて、国土 交通

があ りま した 。県 水産振 興センタ ーでも、よ り効果的な 放流技術の 開発

の一 ・七 倍に急 増し 、八百 二十三頭に 上っています 。昨年度の 四百七十

をお聞か せください 。

など に取 り組ん でい ただい ております が、県として も、この要 望に対し

六 頭を 加える と、 一千 二百九十 九頭もの熊 が捕殺され ていること になり

省や 農林 水産省 の連 携に より、生息環 境整備と サクラマス 種苗放流を 一

どの ように関わ っていくの かお伺いし ます。
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し た。 有害 駆除 の件 数が急増 する中で、 十月に推定 生息数を一 千四百二

県で は、 昨年の 四月 に、熊 の推定生息 数を一千十三 頭と発表し ていま

で きる でしょ う。 また 、熊に遭 遇したらどう 対応するか など、熊専 門家

こ とで 、生 息数 の多 いところ や少ないと ころもある 程度把握す ることが

です 。今 後、「 カメ ラト ラップ」 などによりき め細かい推 定数を調べ る

ろさ 入っ て行く んだ し、自 己責任だ」 と言う人 もいます。入山 自粛が被

十 九頭 に修正 しま した が、八百 二十三頭とい う捕殺数は 、修正後の 推定

によ る講 習会の 開催 など、 できるだけ 山菜採り を楽しむ安 全対策の知識

ます 。そ の大半 が住 宅地や 農地への出 没による 「有害駆除」と されてい

生息 数の 六割近 くに 達しま す。また、 この冬は 五十八頭を 上限に熊猟を

の 普及 も必要 かも 知れ ません 。今後の山菜 ビジネスの 可能性も広 がる中

害 防止 につな がる こと は誰もが 分かってい るはずです 。でも行き たいの

解 禁し ました が、 これ までの 捕殺が推定生 息の一割を 超えると狩 猟の自

での 山菜 採り と熊被 害の 防止につ いて、知事 のお考えを お聞かせくだ さ

ま すが、「え、 そんなに」 と思う人は 私だけで しょうか。

粛を 要請 して いたこ とを 考えると 、異例のこ とで、生息 数の推定その も

い。

次に 、イージス ・アショア の配備につい てお伺いし ます。

のの 信頼性 が揺 らい でいる と言えます。 現在、セン サーカメラ を用いた
「 カメ ラトラ ップ 」と いう手法 で、精度の 高い生息数 を推定しよう とし

核 ・ミ サイ ル開発 を進 める北 朝鮮の問題 に触れ、「こ れまでにな い重大

安倍首 相は、先月二 十二日の国 会衆院本会 議における 施政方針演説 で、

が 多く なっ ている 現状 につい て、どのよ うな認識を持 っていたの でしょ

かつ 差し 迫っ た脅 威で あり、我が 国を取り巻 く安全保障 環境は戦後 最も

てい ます が、そ もそ も、 推定生息数に 比べ、目 撃情報や有 害駆除の件 数
うか 。推 定生 息数 が、 実際よりも 少なく推定 されていた という認識 なの

昨 年三 月、男 鹿市 で全 国初の弾道ミ サイルを 想定した避 難訓練が行 わ

厳しいと いっても過 言ではない」 と、事態の 深刻さを強 調しました 。

ほ ど大 きな変 動は ない という認 識なのか、 それによっ て今後のツ キノワ

れま した 。九月 には 、由 利本荘市 西目でも同じ ような訓練 が行われて お

か、 ある いは、 熊の 生息域 が人間の生 活圏に近づい て、生息数 にはそれ
グマ の管 理と保 護の あり 方が変わ ってくると思 いますが、 知事のお考 え

り ます 。そ の後 も、北 朝鮮か ら来たとさ れる船から 男性八人が 由利本荘

市 で保 護され たり 、木 造船の一 部や遺体が県 沿岸部に漂 着するなど 、一

を お聞かせく ださい。
も うす ぐ春を 迎え ると、 野山には山 菜が顔を出す シーズンが やってま
心 待ち にして いる 人た ちがた くさんいます 。最近では 、山菜を首 都圏の

ミサイ ルシステム 、イージス ・アショアを 導入する方 針を決定し ました。

そ んな 中、弾 道ミ サイ ル防衛を 強化するため 、政府は地 上配備型迎 撃

連の出来 事に県民は 大きな不安 を感じました 。

飲食 店や 高級 スーパ ーに 出荷した り、インタ ーネットを通 じて全国に 販

その配 備先 候補 地と して、 山口県萩市と ともに秋田 市の名前が 挙げられ

いり ます 。県民 の中 には、 趣味や小遣 い稼ぎと して山菜採 りを楽しみ、

売するなど、 産業の一 つとしても クローズア ップされて きました。ま た、

約 九年 前の 二〇〇 九年 には、 北朝鮮のミ サイル発射予 告に合わせ 、この

て おり ます。 私は 秋田 市新屋勝 平地区に住 んでおり、配 備候補地と され

し かし 、こ こ一、 二年 は、熊被 害を防ごう と県は山菜採 りの自粛を 呼

場所 にＰ ＡＣ ３が 配備さ れました 。そのとき は、ミサイ ルが発射さ れ、

こ れを 支えて いる 高齢 者にとっ ては、生き がいや、やり がいにつな がっ

びか け、 被害 が発 生した 市町村で は現場周辺 の立ち入り を規制する よう

東北 地方 上空を 通過 しまし たが、迎撃 は行われず、 ほどなくＰ ＡＣ３の

る陸 上自 衛隊新 屋演 習場 とは、約一・ 五キロの 近さにあり ます。今か ら

にな りま した。 山菜 採りも 命がけにな ってきました 。山菜採り のプロだ

配 備も 解除さ れま した 。前回の ＰＡＣ３の 配備は、ミ サイル発射 予告と

ているよ うです。

と いう 人に話 を聴 くと 、「熊に 会うのは当 たり前。だ って熊のい るとこ
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イ ージ ス・ア ショ アは 、何年に もわたって 固定化され るもので、 その配

各運 動部 にも様 々な 影響 が出てい るようです。 高校の運動 部における 生

こ のよ うに少 子化 によ る部員の減少 は、野球 部だけの問 題ではなく 、

ます。

備に は近 隣住民 の理 解が 不可欠で す。まだ配備 先が正式に 決まってい る

徒 減少 の影 響と 課題 について 、どのよう な対策をと っていくの か、教育

い う 差 し 迫 っ た 状 況 に お い て 緊 急 的 に 取 ら れ た 体 制 で し た 。 し か し、

わ けではない ようです が、現在の 国の動向を 踏まえ、知事 の立場とし て、

長に お伺いしま す。
手）
●副議長 （竹下博英 議員）

【知事（佐 竹敬久君）登 壇】

県 当局の答弁を 求めます。

時間をオーバーしてしまいました。ありがとうございました。（拍

この イージス・ アショア問題 をどのよう に考えてい るのかお伺 いします。
最後に、高 校の部活 動について お伺いしま す。
由 利工 業高校 が第 九十 回記念選 抜高校野球大 会に「二十 一世紀枠」 で
初出 場す るこ とが決 定し ました。 同校は一昨 年と昨年、 秋季の中央地 区
大会 で二連 覇し 、昨 年秋の 県の大会の第 三代表とし て東北大会 に出場し

の 試合 内容 ととも に、 「地域 に愛される 学校」を目指 し、学校改 革の先

岩手 代表 の花巻 東高 校に 敗れはしたも のの、二 対四と善戦 しました。 こ

活用 して きて おり 、県 内の観光地 を旅するポ スターがＳ ＮＳ上で人 気と

秋 田犬 につ いては 、昨 年度から 本格的に観 光キャンペー ンの顔とし て

まず、 今が旬の「秋 田の顔」に ついてであ ります。

菅原 議員の一般質 問にお答え 申し上げま す。

頭に 立っ てき た野 球部 の活動が認 められ、初 出場が決ま りました。 春の

なり 、首 都圏の テレ ビ番組 で取り上げ られるなど、 戌年の今年 は、まさ

●知事 （佐竹敬久 君）

甲子 園を 存分に 楽し み、県 民に勇気と 感動と笑顔を 与える活躍 をしてい

に 全国 区のキ ャラ クタ ーとして 本県の認知 度向上に大 いに貢献を してお

ま した 。初戦 の弘 前東 高校を五 対四で破り 、準々決勝 では大会準優 勝の

ただ きたいと思 います。

野 球部 は大い に練 習に 励んでい ることでしょ う。少子化 が進む中、 県内

県 内の 高校 球児 の最大 の目標 である夏の 甲子園の出 場に向け、 各高校の

する など 、積極 的に 本県の 情報を発信 しており ます。県と しましても、

さ んは 、昨年 十一 月に 地元新聞 社の「秋田の 魅力発信」 編集長にも 就任

また、平成二十二年度に「あきた美の国大使」を委嘱した佐々木希

ります 。

の児 童・ 生徒も 少な くなり 、高校の野 球部員も 、有力校を 除き徐々に少

県 内で の取材 風景 を撮 影し、 インターネッ トで動画配 信している ほか、

夏の 全国 高校野 球選 手権大 会は、今年 百回の大きな 節目を迎え ます。

な くな ってき てお りま す。野 球は団体スポ ーツであり 、人数がそ ろわな

今月 十七 日に はＳＮ Ｓの 生配信番 組にも出演 され、まさに 「秋田の顔 」

「あきた音楽大使」の高橋優さんは、毎年、御自身で主催する音楽

いと 単独 校で 出場す るこ とはでき なくなりま す。高野連に よると、県 内
が 、昨 年は一 千九 百三 人まで減 っていると のことです。 夏の甲子園 予選

フェ スを 県内で 開催 して おり、県が発 行するガ イドブック で秋田の食 や

として世界に 向けて本 県のＰＲを していただ いておりま す。

には 、雄 勝高校 と矢 島高 校が昨年まで 三年連続 、二ツ井高 校と小坂高 校

文 化の 体験 談を発 信し ていた だいた結果 、全国から集 まる多くの ファン

の高校 の硬 式野 球部 員は、 二〇〇九年の 二千百八十 八人がピー クでした

は 一昨 年の 大会に 、連 合チー ムで試合に 臨んでいます 。また、三 年生が

第三 期ふる さと 秋田 元気創造 プランでは 、本県の魅力 が際立つ秋 田オ

が、高 橋さんの足 跡をたどる 県内めぐり を楽しんでお ります。

連合 チー ムもあ りま した。 連合チーム を組むには、 部員八人以 下の学校

リ ジナ ルのコ ンテ ンツ を、国内 外からの誘 客に最大限 活用するこ とにし

抜け る秋 季大 会で は、男 鹿海洋高 校・能代西 高校・二ツ 井高校の三 校の
同 士で 、週二 回程 度の 合同練習 ができるこ となどの高 野連の規定 があり
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ま いります。

施設 を整 備する など 、「 秋田犬の 里」にふさわ しい環境づ くりを進め て

設 等に おける 常設 展示 を拡大す るほか、秋 田市が千秋 公園に新た に展示

てお り、 特に秋 田犬 につい ては、県は 関係機関 ・団体と連携し 、観光施

大 会後 のＧ ＡＰ のス タンダー ド化を見据 え、高い品 質と確かな 生産管理

者と して 有力な 企業 との 連携を深 めながら、食 材提案を行 うとともに 、

的 に産 地のＰ Ｒも でき ないこと になってお り、まずは 、ケータリ ング業

また 、大会 では 、使 用される 農産物の量 が思いのほ か少ない上、 基本

など 、産地の信 用力を前面に 出した販路 開拓を進め てまいりま す。

次に、外国 人観光客 の誘致でご ざいます。

ま た、 県が大 使を 委嘱し ている佐々 木希さん、加 藤夏希さん 、高橋優
さん など のほか にも 、生駒 里奈さん、 壇蜜さん 、柳葉敏郎 さんなど、本

世 界各 地から 多く の外 国人の観 光客が訪れる 東京オリン ピック・パ ラ

上で 絶好の 機会 であ ります 。そうした中 、本県を旅 行先として 選んでい

リン ピッ クは 、国内 全て の地域に とって、イ ンバウンド 誘客を拡大す る

県 ゆか りの著 名人 が多 数おり ますので、こ うした方々 に御協力を いただ
きなが ら、積極的 に秋田の魅 力をＰＲして まいります 。
次に 、東京 オリ ンピ ック・パ ラリンピック に向けた取 り組みにつ いて

議 会を 立ち 上げ、 大会 関連施 設への県産 材利用の働き かけや、地 元の供

まず 、県産 材の 利用 でござ いますが、県 では、これ まで官民協 働の協

した 広域 周遊 ルー トの 形成に取り 組んでいく 必要がある ものと考え てお

進 する とと もに、 自然 や温泉 、食文化な どをテーマに 、東北各県 と連携

や郷 土芸 能、芸 術文 化な どを活用した 、秋田な らではの体 験型観光を 推

た だく ために は、 世界 的に人気 の高い秋田 犬との触れ 合いを初め、 祭り

給体 制の 整備 を進 める とともに、 私自ら新国 立競技場の 建設企業を 訪問

ります。

であ ります。

し、 秋田 杉の積 極的 なＰＲ を行ってま いりました。 こうした取 り組みに

村 の交 流施 設へ の利用 が予定 されている ほか、内装 や調度品な どについ

既に 、県 内の木 材加 工企 業を通じ て納品をされ ております 。今後、選 手

Ｓ の活 用に当 たっ ては 、まずは 英語での情報 発信の充実 に向けた取 り組

な 誘客 プロ モー ション を展開 するほか、 個人客の多 い欧米諸国 へのＳＮ

中心 とし て、秋 田犬 や秋 田美人な どのコンテン ツを前面に 出した効果 的

ま た、 二〇二 〇年 に向 け、重点市場 である台 湾や韓国、 タイ、中国 を

て も木 材の利 用が 見込 まれてい ることから、 イタリアの 展示会で好 評を

みを 加速 すると とも に、必 要に応じて フランス 語やドイツ 語などの他の

より 、競技場の 屋根や外装 に秋田杉の 集成材や 製材品の利用が 決定され 、

博し た秋 田杉家 具等 の提案 を行い、秋 田杉ブラ ンドを国内 のみならず、

や京 都な どの 訪日外 国人 が多い地 域において 、次の旅行先 として秋田 を

言 語に ついて も取 り組 んでま いります。さ らに、国内 においても 、東京

次に、 県産食材の 供給でござ います。

選んで いた だく ため のセカ ンドデスティ ネーション 戦略を強化 してまい

世 界に向けて 発信してまい ります。
県では 、Ｇ ＡＰ の普 及拡大を 図るため、農 業団体等か らなる協議 会を

なる 県版 ＧＡ Ｐに 取り組 むととも に、国の助 成制度等を 活用しなが ら、

を 取得 して おりま す。 東京大 会に向けて は、全てのＪ Ａで、その 基礎と

強化 した ほか、 今年 度は 、新たに五つ の経営体 がＪＧＡＰ 等の民間認 証

の魅 力を オール ジャ パンで 世界にアピ ールする「ｂ ｅｙｏｎｄ 二〇二〇

りな がら 、海 外ナ ショナ ルチーム の事前合宿 の誘致や、 国等が日本 文化

海 外と の交 流の好 機で もある ことから、 市町村や関係 団体との連 携を図

東京 オリン ピッ ク・ パラリ ンピックは、 スポーツや 文化活動を 通じた

りま す。

現在 の約 二倍の 百五 経営体 が民間認証 を取得するこ とを目指し てまいり

プ ログ ラム」 への 県内 行事の登 録拡大など を進め、幅 広い切り口 から観

設 立す るとと もに 、現 場の職員 に指導資格 を取得される など推進体 制を

ます 。
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光誘客に 取り組んで 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 いてであり ま
す。

の開 設等 により マッ チング 機能の強化 を図るほ か、最近では、 生涯にわ

た り独 身でい るこ とに よるマイ 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 なるとい う面の意識を 醸成してい くことも必 要

プ ロー チする こと で、 移住者 が着実に増加 しているほ か、昨年十 二月末

きめ 細か な対応 など 、本県 出身者に限 定するこ となく、幅 広い対象にア

デ ィア を活用 した 本県 の魅力発 信や、Ａター ン就職支援 をはじめと する

活躍 や仕 事と 家庭の 両立 支援に取 り組む中小 企業を支援 するため、「 あ

ス の拡 充など 、子 育て 環境の 充実に努めて まいります 。さらに、 女性の

学金 等の 経済的 支援 のほか 、子育て世 帯のニー ズに対応し た保育サービ

子 育て 支援に つい ては、 保育料助成 のさらなる拡 充や多子世 帯向け奨

で あると考え ておりま す。

時点 での Ａタ ーン就 職者 数は、前 年同期比二 三・九％増 の八百五十六 名

きた 女性活 躍・ 両立 支援セ ンター」を設 置するなど 、働き方改 革に向け

まず、Ａターンの促進でございますが、県では、これまで多様なメ

とな ってお りま す。 この流 れを継続させ るため、県 では、充実 した子育

少子 化対策 は、 効果 が現れ るまで一定の 期間を要し 、息の長い 取り組

た取 り組みも進 めてまいり たいと考えて おります。

の強 化や 、シス テム 改修 によるＡター ン就職マ ッチング機 能の強化等 を

み が必 要に なりま すが 、今後 とも、当事 者や関係者の 意見に耳を 傾け、

て 環境 や有形 ・無 形の 地域資源 を背景とす る「秋田暮 らし」の魅力 発信
通じて、「あきたに住みたい、暮らしたい」を支援する体制の充実を

効果 的な 施策 を実 施で きるよう、 官民一体と なって取り 組んでまい りま

県 では 、平 成二 十七年 に内水面 漁業調整規 則を改正し 、サクラマ ス釣

の資源 回復でござ います。

次 に、 内水面 漁業 の振 興と河川改修 工事につ いて、まず 、サクラマ ス

す。

図って いくことに しておりま す。
また 、人々 の価 値観 が多様化 する中、都 市と地方に同 時に生活拠 点を
置くことをはじめ、移住やＡターン就職の希望者が思い描くライフプ
ラン も多 様化し てお り、 今後とも さまざまなケ ースを想定 して、より 効
果 的な支援策 について 、幅広い角 度から研究し てまいりま す。

な って きてお りま す。 こうし た中、要望の ありました サクラマス の増殖

り の解 禁日を 六月 から 四月に見 直したことに より、遊漁 者数が約二 倍に

あ きた 結婚支 援セ ンタ ーによ る出会いの機 会の拡大の ほか、子育 て世帯

につ いて は、 国にお いて 検討を進 めていると 伺っておりま すが、県と し

次に 、少子化対 策でございま す。

への 経済 的支 援など 、様 々な少子 化対策を展 開してまいり ました。そ の

まして は、 これ まで の稚魚 に加え、低コ ストで増殖 効果が高い 、ふ化直

増加し、従来にも増して適正な資源の維持や生息環境の保全が重要に

結果、 本県 の婚 姻件 数や出 生数は依然と して厳しい 状況にある ものの、

前 の卵 の放流 によ り資 源の増大 を図るとと もに、河川清 掃など産卵 場を

本県では、 これまで 官民一体と なった少子化 に関する普 及啓発活動 や、

平 成二 十八年 の合 計特 殊出生率 は一・三九 となり、前年 より〇・〇 四ポ

保護する 活動に対し て支援を行 っていると ころであり ます。

本 県に おいて も、 十年ほ ど前からカ ワウの生 息数が増加 し、アユ等 の

カワウ対策 でござい ます。

的に推 進し、資源 回復に努め てまいりま す。

今 後と も、 国との 連携 を強化し ながら、生 息環境の整備 と増殖を一 体

イン ト改 善する など 、少 しずつ回復の 兆しも現 れてきてお ります。こ う
し た流 れを 加速さ せる ため、 三期プラン では、人口減 少の克服を 最重要
課題 と位 置づ け、 県民一 人一人の ライフステ ージに応じ た切れ目の ない
支援に取 り組むこと にしておりま す。
結 婚支 援につ いて は、あ きた結婚支 援センタ ーのサテラ イトセンタ ー
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し た結 果、本 県で は初 めてとな る大規模な 繁殖地を確 認し、駆除 したと

食害 が顕 著にな って きたこ とから、昨 年にドロ ーンを活用して 調査しま

のあつ れきの軽減 に向け、適切 に保護管理 を行ってま いります。

こ の推 定生息 数に より 、熊の将 来にわたる 地域個体群 の存続と、 人間と

まえ た一 定の推 定生 息数を 公表いたし たいと考 えております。 今後は、

次 に、山菜採 りと熊被害 の防止でご ざいます 。

ころで あります。
今 後と も、 内水 面漁 業協同組合 連合会が主 体となって 実施してい る、

な がら 、河川 の整 備を 進めてき ております 。具体的に は、由利本荘 市の

岸の 樹木な ど、 川が 本来有 している機能 や自然環境 をできる限 り保全し

県で は、 国の 「多自 然川づ くり基本指 針」に基づ き、自然の 流れや川

次 に、河川の 自然環境と改 修工事でご ざいます。

適正な駆 除により、 食害の軽減 に努めてま いります。

いる ほか 、人身 事故 が発 生した場合に は、周辺 地域への入 山を自粛す る

ウ エブ サイト やチ ラシ など様々 な広報媒体 を活用して 周知徹底を図 って

音を 鳴らし なが ら、 二人以 上で行動する ことなど基 本的な注意 事項を、

ある もの と考 えてお りま す。この ため、県で は、入山す る際は、大き な

あ ると の認識 のも と、 入山時 には、身の安 全を自ら守 り行動する 必要が

で、 本来 の熊の 生息 域に足 を踏み入れ ることか ら、危険と 隣り合わせで

野 山で の山菜 採り は、県 民の楽しみ の一つになっ ております が、一方

芋川 や大 仙市の 斉内 川に おいて、魚道 整備のほ か、魚類の 住みかや産 卵

よ う求 めて おりま す。 また、 熊は本来、 臆病な動物で すが、子連 れのク

ド ロー ンによ る生 息や 被害状況 の調査を踏ま え、正確な 生息数の把 握と

場 所と なる ワンド の創 出、瀬 や淵の復元 など、良好な 環境を保全 する川

マと 遭遇 した とき や、 人の存在に 気づかず鉢 合わせした ときは凶暴 にな

るな ど、 熊の生 態を 理解し 、冷静に行 動することが 大切であり 、来年度

づくり に取り組ん でいるとこ ろでありま す。
治水 対策を 進め る上 で、早期 に流下能力 の向上を図る 必要がある 箇所

には 、県民向け の講習会の 開催も計画 している ところでありま す。

豊か な自 然環境 に恵 まれて いる本県は 、山菜の宝庫 でもあり、 県民が

に おい ては、 州ざ らい の実施に より、既存 の川底がな らされてし まう場
合も あり ますが 、今 後も 、河川工 事の実施に際 しては、水 生生物の生 育

次に、イー ジス・ア ショアの配 備についてで あります。

山 菜採 りな どの 活動で 被害に 遭わないよ う、注意喚 起や熊出没 マップに

次に、ツキ ノワグマ の管理と保 護についてで あります。

弾 道ミ サイル への 防衛 システム の多層化を図 るため、国 が新たにイ ー

環 境の 確保 や、 ふるさ と秋田 の美しい自 然環境の保 全に、可能 な限り配

ま ず、 生息数 の推 定で ございま すが、熊の生 息数につい ては、毎年 、

ジス ・ア ショ アの導 入を 決定した ことについ て、その方向 性としては 理

よる 情報提供な ど、熊の被害 防止対策の 充実を図っ てまいりま す。

猟友 会に 委託 し、全 県百 八十カ所 の定点にお いて、熊の個 体数や足跡 な

解をす るも ので あり ますが 、配備場所も 含めて情報 が少なく、 まずは、

慮し ながら取り 組んでまいり ます。

どの目 視調 査を 実施 し、そ のデータをも とに一定の 算定式によ り推定し

本県 におい ては 、こ れまで も自衛隊の各 種施設が地 元の理解の もとに

国会 審議の中で 政府の考え を明らかにす べきものと 考えており ます。

撃件 数や 捕獲頭 数も 増え てきているこ とや、本 県の推定生 息数が隣県 と

友 好的 な環 境の中 で存 立して おり、住民 の後押しが自 衛隊員の士 気を上

て おり ます。 しか しな がら、近 年、熊の出 没が人里周辺 まで拡大し 、目
比 較し て少 ないこ とを 踏まえ ますと、千 四百二十九頭 という数字 は実態

り、 地元 の理解 を十 分に得 ながら進め ることが肝要 であります 。既に、

げ、 任務 の適 切な 遂行に 寄与する 面もあるこ とから、議 員御指摘の とお

この ため、 今年 度か ら、より 精度の高い カメラトラッ プ法での調 査も

県 とし まして は、 この ような考 え方のもと 、仮に配備 候補地が新 屋演習

を現わ していない ものと考え ております 。
実 施し ている とこ ろで あり、来 月には、こ の調査や目 視調査の結 果を踏
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場と され た場合 には 、速や かに、当該 演習場に 配備することの 合理性や

本日は、こ れをもっ て散会いたしま す。

住 民の健康への 影響の有無 、テロに対 する備え などの不安要因 について 、 午後 二時二十二分 散会
地元 に対 して具 体的 かつ 丁寧に説 明を行うよう 、昨年末と 今月初めの 二
度 にわたり国 に申し入 れていると ころでござ います。
私か らは以上で ございます。
菅原議員 から御質問 のありまし た、高

【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 ）
校の部 活動につい てお答えい たします。
来月 開催さ れる 選抜 高校野球 大会に、由利 工業高校が 選出された こと
は まこ とに喜 ばし く、 野球部員 のたゆまぬ 努力を心か ら賞賛すると とも
に、 これ まで全 面的 に応 援してくださ った多く の皆様に敬 意と感謝の 意
を 表します。
高校 の運 動部 活動 の現状 でありますが 、生徒数の 減少に伴い 、部員数
も年 々減 少し、 やむ なく休 部や廃部の 措置をとって いる学校も 出てきて
お りま す。こ のよ うな 状況を踏 まえ、県教 育委員会で は、生徒の 多様な
ニー ズに 応える ため 、学 校の実態 に応じて、交 流可能な学 校と一緒に 活
動 する 複数 校合 同部活 動の実 施や、合同 チームでの 大会参加を 呼びかけ
て おり 、その 数は 増加 する傾向 にあります。 複数校でチ ームを編成 し活
動す るこ とは、 日ご ろ交流 のない仲間 と協力し 、目標を一 つにして頑張
る こと の大切 さを 学ぶ ことに つながるなど 、自主性や 協調性を養 う良い
機会と なっており ます。
今後、 少子 化が 進む 時代にお いても、スポ ーツの楽し さや喜びを 味わ
うこ とができる よう、生徒 が活躍できる 環境づくり を支援する とともに 、

二十一 番菅原議員 の質問は終 わりました 。

地域 と連 携した 指導 体制 を推進し、運 動部活動 の活性化に 努めてまい り
ま す。
以上で ございます 。
●副議長（ 竹下博英議 員）

以上 で本日の日 程は全部終 了しました 。
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