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北

林
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司
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地方自治 法第百二十 一条による出 席者
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堀
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観光文化スポーツ部理事
島

佐々木
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司

浩

長

人

部

雅

務
田

総
) 鎌

尾

健 康 福 祉 部 長

観光文化スポーツ部長

田

保

草

藤

中

坂

彅

聡

博

公

子

博
満

長

名

越

一
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郎

次

秀

部

部
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総

長

課

田

政

財

米

治

進

教育委員会教育長

これ より本日の会 議を開きま す。

警 察 本 部 長
森 末
♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯
●議長（ 鶴田有司議 員）

諸般の 報告 は、 お手 元に配付し てあります 議長報告の とおりであ りま

すの で、朗読を 省略いたしま す。
長

報

告

（朗読 省略）

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯
議

建 設 委 員 会

同

同

農林水 産委員会

（付託委 員会）

一、 二月 二十三 日、 知事 から次の議 案が提出さ れた。また 、下段のとお り

平成二十九 年度港湾事 業に要す

て

る経費の 一部負担の 変更につい

平成二十 九年度林道 事業に要す

更について

業に要 する経費の 一部負担の変

平成二 十九年度水 産基盤整備 事

更につい て

業に 要する経費の 一部負担の 変

平成二 十九年度県 営土地改良 事

補正予 算（第一二号 ）

平成二 十九年度秋 田県一般会計

それぞれ 関係委員会に 付託した。

議 案第一〇六 号
議案 第一〇 七号

議案第一〇八 号

議 案第一〇九 号

議 案第一 一〇 号
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総務 部危 機管理 監 兼
(
広
報
監

企 画 振 興 部 長

妹

生 活 環 境 部 長

佐

澤

博

あきた未来 創造部長

作

農 林 水 産 部 長

水

田

学

産 業 労 働 部 長

柴

昌

長

藤

部

建

佐

設

会計管理者（兼）
出
納
局
長

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

る経費の一 部負担の変 更につい

ら当 たり 前のこ とと はいえ 、「雪寄せ 」に苦労 する方々、特に 高齢者の

しの 高齢 者、高 齢者 夫婦 だけの世 帯など、今ま では当たり 前にできて い

方 々の 姿や声 が、 地域 社会の厳 しい現実を 浮き彫りに します。一 人暮ら
三件

て
農林水産委員会
員

た こと も当 たり 前に できない ことが当た り前になる 、「生活と の闘いを

委

一件

設

ていた だきます。

た 今任 期を邁 進し てい くことを 改めて心に 誓い、通告 に従い質問 をさせ

レー ズを 胸に、 前向 きな心 構えで、私 自身、残すと ころあと一 年となっ

す。 後ろ 向き 、悲 観す ることなく 、明日はき っといい日 になるとい うフ

つ にな って この大 きな 壁を打 ち破るため の提起がなさ れたものと 思いま

創造 プラ ン」で は、 置か れた厳しい現 状の中に あって、県 民と県が心 一

示 され ました 平成 三十 年度当初 予算、そし て「第三期 ふるさと秋田 元気

う大 きな壁 が、 あら ゆる課 題の根底にあ ることは否 めません。 今議会に

本県 の現 状と 今後の 姿を見 るとき、「 少子・高齢 と人口の減 少」とい

シ ステムの構 築が肝要であ ると認識を しており ます。

対応 して いくた めの 、共助 を基本とし た地域コ ミュニティ ーと地域社会

し てい く社会 」が もう 既に始ま っております 。今後は、 これらのこ とに

会

建
一、 二月 二十一 日、 監査 委員から 平成三十年二 月六日付け 住民監査請 求に
係る受理 について通 知があり、 二月二十二 日、議員に配 付した。
登載 省略

♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯
監査報告 書
日 程第一、一般 質問を行い ます。

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯
●議長 （鶴田有司 議員）

本日 は、十 四番 今川 雄策議 員、十三番沼 谷純議員、 五番佐々木 雄太議
員 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、十 四番今川

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長 （鶴 田有司 議員 ）
議員 の発言を許 します。
【十四番 （今川雄策 議員）登壇】 （拍手）

初 めに、県と 市町村との 連携につい てお伺いいた します。

このたび示された第三期プラン案には、人口減少下にあっても行政

お はようござ います。自 民党の今川 です。質

の 機会 をお与 えい ただ きました 議員各位、そ して、日ご ろから様々 な面

サー ビス の水準 を維 持し、 地域課題の 解決を図 っていくた めには、県、

● 十四 番（ 今川雄 策議 員）

にお きま してお 支え をいた だいており ます多く の皆様から 、寒い時期に

市 町村 がさら に連 携を 深め、 協働して取り 組むことが 重要である とあり

社会経 済の 進展 から の要請 に応じて集中 的に整備さ れてきまし た。しか

も かか わらず 早朝 より 議場で 傍聴していた だきますこ とに、心か ら感謝
今期は 雪が 少な いと 思ってい たところ、年 が明け、日 本列島各地 で断

し 、時 代が移 り、 少子 高齢化、 人口減少が 続き、財政資 源も限られ る中

ます 。特 に、 公共施 設や インフラ は、高度経 済成長期に、 人口の増加 と

続 的に 異常な 降り 方と なり、雪 による痛ま しい事故も多 く発生して おり

で、 老朽 化が進 む公 共施 設、インフラ をどうす るかが差し 迫った問題 と

を申し 上げます。 ありがとう ございます。

ます。被 害に遭われ ました方々 に対し、心 からお見舞 いを申し上げ ます。
雪はロマンじゃない。雪というのは生活との闘いである」との原点に

決と して 捉える ので はなく 、効率が高 く、質と水準 の高い施設 やインフ

ここ で、 ただ 公共 施設やイ ンフラを廃 止すること だけをこの 課題の解

な っています 。

立っ て、 政治家 とし てたぐ いまれな発 想をし、行動 をとってき たと語り

ラ を整 備し、 長寿 命化 を図って 利活用しや すいものと して維持し ていく

か つて田中元 総理は、地 元愛を込めて 、「新潟県 人の自分に とっては 、

継 がれ ており ます 。県 内では、 今も雪が降 り続いてお ります。雪 国だか
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た 、県 北地区 三市 三町 一組合 の協働で行う 広域汚泥処 理事業や、 横手市

もの とな ってお りま す。「 秋田モデル 」として 評価されて おります。ま

億 円の 削減効 果が 想定 されるな ど、コストの 面での効率 化も期待で きる

設 及び 改築 更新 費の 面で約五 十億円の削 減、維持管 理費の面で は約七十

事業 は、 既存の 施設 を有 効活用し ながら、今後 五十年の効 果として、 建

区 と単 独公共 下水 道で ある秋田 市八橋処理 区との県・ 市連携によ る統合

こと が大 切であ りま す。例 を挙げれば 、流域下 水道である県の 臨海処理

さ せることが 重要となりま す。

な課 題と なって おり 、犯罪 をした者の 立ち直り を助け、円 滑に社会復帰

せ る社 会を構 築す る上 で、犯罪 や非行の繰り 返しを防ぐ 再犯防止が 大き

し まう とい うこ とが 言われて おります。 このため、 安全で安心 して暮ら

れる 人も おらず 、住 む所 さえ確保 できないため 、再び犯罪 に手を染め て

そ の理 由とし て、 社会 に戻って も仕事が見 つからず、 社会的に支 えてく

とい うこ とであ り、 その割 合も年々増 えている ということであ ります。

のあ り方を検討 していくこ とが重要な ことであ ると認識をしま す。また 、

フラ につ いては 、そ の管理 や整備につ いて、今後さ らに連携を 強め、そ

この よう な社 会の 状況の 中で、県と市 町村で類似 する公共施 設やイン

療・ 福祉 サービ スの 利用 促進、民 間協力者の活 動促進など 、七つの重 点

踏まえて実施するなど、五つの基本方針を設定するとともに、保健医

情等 を理 解させ 、社 会復帰 のためにみ ずから努力さ せることの 重要性を

存在 を十 分に 認識 し、 犯罪をした 者などに犯 罪の責任や 犯罪被害者 の心

国で は、 この 再犯防 止推進 法のもと、 平成三十年 度から五年 間で政府

公共 施設 やイン フラ の維 持・構築 のみならず、 行政システ ムの面でも 効

課 題で の施 策を 進めて いくこ ととしてお り、その中 の一つに、 地方公共

の単 独公 共下 水道や 大仙 市の農業 集落排水な どの流域下 水道への統合 に

率 化を 図る など 、様々 に県と 市町村との 協働と連携 が必要とな ってくる

団 体と の連携 強化 が掲 げられて おります。そ の課題とし て、犯罪を した

が取 り組む 再犯 防止 施策を 盛り込んだ初 めての計画 となる「再 犯防止推

も のと 思われ ます 。こ れからの 県と市町村と の連携につ いて、どの よう

者は 、地 域の中 でど のよう な問題、悩 みを抱え 、どのよう な支援を必要

向け た取り 組み など 、人口 減少が進み、 県や市町村 の財政状況 が厳しさ

な方向で 進めていく のか、知事 の所見を伺い ます。

と して いるの か、 支援 を必要 としている者 はどのくら いいるのか 、犯罪

進 計画 」を、 昨年 十二 月に閣議 決定しまし た。計画で は「誰一人取 り残

次 に、再犯防 止対策につい てお伺いい たします。

をし た者 の支 援に当 たっ て、地方 公共団体と して何をなす べきなのか 、

を 増す 中、こ れら の事 業のよう に県と市町 村が連携を し、類似施設 の集

平成 二十 八年 十二月 、刑務 所を出た人 の再犯を防 ぐための取り 組みを

犯罪を した 者の 支援 に理解 があり、支援 の担い手と なり得るＮ ＰＯや団

さな い」 社会の 実現 に向 け、国・地方 公共団体 ・民間の緊 密な連携協 力

国と地 方公 共団 体の 責務と 明記した、議 員立法であ る「再犯の 防止等の

体 など はどの 程度 ある のかなど が挙げられ ております。 さらに、地 方公

約化 をす ること は、 持続 可能な県政運 営と住民 サービスの 維持・向上 を

推 進に 関する 法律 」が 成立しま した。検挙 者に占める再 犯者の割合 を示

共団 体の 取り組 み例 とし て、就労・住 居の確保 に対する支 援や、再犯 防

を 確保 して 再犯防 止施 策を総 合的に推進 することや、 犯罪被害者 などの

す再犯者率は、全国で、平成十八年が三八・八％、平成二十三年が四

止 のた めに 地域で 活動 する民 間協力者に 対する支援、 広報・啓発 などが

図 る上で、必 要かつ有 効的な施策であ ると思い ます。

三 ・八 ％、 そして 平成 二十八 年が四八・ 七％と年々上 昇しており 、同じ

そこ で、本 県に おい て、これ までどのよ うな再犯防止 対策上の取 り組

挙げら れておりま す。

を超 えて おり、 平成 二十六 年以降は、 全国の数値を 上回ってい る現状で

み をし 、どの よう な課 題がある と認識され ているのか 、知事の所 見を伺

く本 県に おい ても 、平成 二十四年 が四五・二 ％、平成二 十八年は五 〇％
あ りま す。つ まり 、犯 罪は、同 じ人が繰り 返し起こし ている割合 が高い
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体 にお ける再 犯防 止な どに関す る施策の推進 計画を定め るよう努め なけ

地 域の 状況 に応 じた 施策を講 じ実施する 責務がある ことや、地 方公共団

の防 止等 に関し 、国 との 適切な役 割分担を踏ま え、その地 方公共団体 の

ま た、 推進法 にお いて 、地方公共団 体は、基 本理念にの っとり、再 犯

限定 的で はない かと 心配し ております 。この春 から予想さ れる熊の人里

が 、地 区数を 絞っ たモ デル的な 取り組みとの ことであり 、成果が非 常に

と でし ょう か、 そし てそのゾ ーンに適し た対策を講 じるとして おります

住民 の生 活域を ゾー ンで 区分する 、つまり「す み分け」を 図るという こ

県 では 、熊対 策の 新た な試みとして 、市町村 と協働して 熊の生息域 と

て来るこ とが予想さ れます。

れば なら ないと いう ことが 明記され、 国と地方 公共団体と の連携強化に

へ の出 現を食 い止 める 対策を 、どう捉えら れているの でしょうか 、知事

います。

よ る再 犯防止 対策 が望 まれて おります。あ くまでもこ の推進計画 の策定

の御所 見を伺いま す。

次に、高齢 者の交通安全 対策につい てお伺い します。

は、地 方公共団体 の努力義務 とされており ますが、犯 罪をした者 などが、
多様 化する 社会 にお いて孤 立することな く、再び社 会を構成す る一員と

平 成二 十八年 から 五年間 計画として 掲げられ た第十次秋 田県交通安全

計画 にお いて、 交通 事故 死亡者数を二 〇二〇年 までに三十 人以下とす る

なることにより、県民の犯罪被害を防ぐ一助となるよう、全国一の安
全・安 心な生活を送 れる秋田を 目指すべき と考えます 。

市で も、 昨年の 出没 数は 異常でし た。しかも、 人の多く集 まる小泉潟 公

近 年、 ツキノ ワグ マの 目撃被害が急 増してお ります。地 元のここ秋 田

次に、熊対 策につい てお伺いいたし ます。

べきと 考えますが 、知事の所 見を伺いま す。

運 転に 自信 があ るとい う高齢 者の過信が 事故の要因 となってい ることを

らの 認知 能力や 運転 技術 の度合い を確認できま すが、運転 経験が長く 、

ま す。 免許更 新時 の高 齢者講習 や認知機能 検査を受け ることによ り、自

社会 で高 齢化が 進む 本県に おいて、高 齢者の交通安 全対策が重 要となり

た。 しか しな がら 、現 在も多くの 方々が交通 事故に遭っ ており、特 に車

目 標を 設定 してお りま すが、 計画の二年 目でその目標 の達成とな りまし

園 や中央公園 、仁別の 「まんたら め」、学校と いった公共 施設や、手 形、

考 える と、ふ だん 気軽 に高齢者 が無意識に行 っている運 転の特徴を 自覚

そ こで 、現 状を踏 まえ た秋田県 版の地方再 犯防止推進計 画を策定す る

広 面、 御所野 、桜 ガ丘 など住宅 地まで広範囲 に現れ、住 民に大きな 不安

でき 、技 術上の アド バイス などを受け られる機 会や制度が あればいいの

また 、ド ライ ブレコ ーダー は事故の状 況を記録す るだけではな く、運

を与 えて います 。全 県での 相次ぐ人里 への出没 に応じて、 熊の有害駆除
て把 握し よう と、セ ンサ ーカメラ を使ったモ ニタリング調 査を始めて お

転の癖 や技 術の 未熟 を把握 するツールに もなること から、特に 高齢ドラ

で はないでし ょうか。

ります 。取 り組 みの 一年目 ですが、調査 の結果と得 られた知見 は、今後

イ バー に対し 、ド ライ ブレコー ダーの設置 を奨励するな どの取り組 みは

も 増え ており ます が、 県では 、熊対策の基 本となる生 息数につい て改め

の熊 対策で有効 に生かされ ものと期待を します。

あり ます 。東 北森 林管理 局が発表 したブナの 結実調査結 果では、秋 田県

が 、ブ ナの 実など 山で の食料 が不足して いるのではな いかという ことで

団体 とも 連携を しな がら、 日本一安全 で誰もが安心 して暮らせ る秋田の

念に 基づ き、 県警 察が中 心となり 、国や市町 村、交通指 導隊等関係 民間

交 通事 故死 亡者数 の目 標達成に 満足するこ となく、交通 事故根絶の 理

どうかな どと思いま すが、いか がでしょう か。

は二 十八 年、二 十九 年と続 く、ほとん ど実がならな い「大凶作 」とのこ

実現 に向けて、 鋭意取り組 んでいただ きたいと願う ものであり ます。

また 、熊の 人里 への 出現が 増えた理由の 一つとして 挙げられて いるの

と で、 間もな く春 に入 り、冬眠 から目覚め た空腹の熊 が人里に餌 を求め
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厳 しい 治安情 勢や 人口 減少・少子高 齢社会へ の対応、警 察施設の老 朽

次に、県警 察におけ る働き方改革に ついて伺 います。

の 方が 心豊か な家 庭を 持て、出 生率の向上 を目指すな ど、働く人 々の視

こと によ って日 本経 済の再 生へと結び つけ、消 費を押し上げ、 より多く

百二 十八 件であ り、 十六 年連続で減少 し、二年 ぶりに全国 最少となり ま

連 続で 全国ト ップ 、ま た、認知 件数も前年 より五百十 九件少ない二 千四

した 刑法犯 の検 挙率 は、前 年比九・一ポ イント増の 七八・四％ で、二年

察」 を目 標に 掲げて おり ます。こ のような中 で、昨年、 秋田県警が認 知

日本一安全で誰もが安心して暮らせる秋田の実現に向けた「力強い警

果を 挙げ られて きま した。 また、これ からのあ るべき目指 す姿として、

警 察力 を強化 し、 全国 トップク ラスの検挙率 を維持する など、数々 の成

及 び交 番・ 駐在 所の 統廃合を 含む大規模 な組織機構 の再編整備 を行い、

のあり方として、業務の効率化・合理化に挑み、ワーク・ライフ・バ

それ を変 えるこ とな く維 持しながら、 同時に、 新しい時代 に向けた警 察

雑な 事案へ迅速 な対処をし ていくことが 警察として の役割・使 命であり 、

は、 様々な 課題 があ るもの と推察します 。県民の安 全・安心を 守り、複

てお り、 警察 として の使 命を果た しながら働 き方改革を 実現するため に

事 案に は署員 全員 で対 処しな ければならな いなど、勤 務の特殊性 を帯び

昼夜 を問 わない 、二 十四時 間、三百六 十五日の 即応体制を 維持し、突発

けれ ばなりませ んが、県民の 安全・安心 な暮らしを 守るという 責務から、

県 警察 にお いて も、 この働き方 改革の方針 を認識し取 り組んでい かな

点に立 った働き方 改革を着実に 進めていく としており ます。

し た。 さら には、 県内 の交通 事故死亡者 数が、前年比 二十四人減 の三十

ラン スを 実現 し、 働き 方改革を進 めていかな ければなり ません。本 県警

化な ど、 様々な 課題 が山 積してい る中で、本県 警察はこれ まで、警察 署

人であ り、六十五 年ぶりに三 十人以下、 前年からの 減少率四四・ 四％と、

察が 目指 す姿と して 、目標 としている 日本一安全で 誰もが安心 して暮ら

をどう 捉え、進め ていく考えな のか、本部 長の所見を 伺います。

せ る秋 田の実 現に 向け た「力強 い警察」を 土台にしな がら、働き 方改革

全国の都 道府県の中 で最大の減少 率となりま した。
限 られ た人員 、限 られ た予算の中で 、県民の 安全・安心 を確保する 、
県民 のよ り身近 な抑 止を 果たす役 割と、特殊詐 欺やサイバ ー犯罪、国 際

なり 、労 働界と 産業 界の トップと有識 者をメン バーとし、 政労使によ る

ぶ りの 大きな 改革 を目 指す旨の 決意を示さ れました。総 理自らが議 長と

きる柔 軟な 労働 制度 への抜 本改革を行い 、労働基準 法制定以来 、七十年

政方 針演 説の 中では 、新 しい時代 を切り開く ため、誰もが 能力を発揮 で

挙 げら れてお りま す。 先月開 会した第百九 十六回国会 における総 理の施

さて 、安倍 内閣 の掲 げる施策 の目玉の一 つとして、 「働き方改 革」が

え るな ど、 本県独 自の 教育を 継続して展 開するととも に、本来は 家庭が

田の 食材 を積極 的に 使用 した学校給食 の提供を 通して健や かな成長を 支

運 動」 をはじ め、 始業 前や休み 時間に運動 する機会を設 けたり、地 元秋

学校ま での 徒歩 通学 を奨励 する「てくて くとくとく 歩いて学校 へ行こう

位の 結果 とな りまし た。 本県の義 務教育課程 における取り 組みである 、

象 とな る小・ 中学 校の 男女と も全ての種目 で全国平均 を上回り、 全国上

の平 成二 十八年 度の 結果が 、スポーツ 庁から公 表されまし た。本県の対

次 に、教員の 採用のあり 方について 伺います。

働 き方 改革 実現会 議を 立ち上 げ、着実に 改革を進めて いこうとし たもの

担う 部分 を学 校に 頼って いる事柄 も多々あり ますが、本 県教育を支 える

テ ロな どへ の対 処など 、より 高度な広範 囲での役目 を持つなど 、いわば

であ りま す。 この 改革の 趣旨は、 働き方は暮 らし方その ものである と捉

教職 員の 真摯な 取り 組みが 、全国トッ プレベルを誇 る学力と体 力を生み

先 ごろ 、小学 校五 年と中 学校二年の 全員を対象に した全国体 力テスト

え、 日本 の企業 文化 、日本 人のライフ スタイル、日 本の働くと いうこと

出 す一 番の要 因だ と思 います。 今後は、児 童・生徒数 の減少によ る学校

特殊 な業務を担 う警察に対す る県民の信 頼は大きな ものがあり ます。

に 対す る考え 方そ のも のに手を つけていく というもの であります 。この
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の統 廃合 など、 教育 の分野 でも難しい 課題が生 じてくることが 想定され

教員 が圧 倒的に 多く 、三十 代・二十代 の教員が 著しく少ないと いう大き

現状から見ると、経験が豊富で高い技能を持ったベテランの教員に

な 不均衡が生じ ております 。

会を 支え る自覚 と高 い志 にあふれ る人づくり」 の実現に向 かって、県 教

よ って 、教 育立 県秋 田を支え 、担ってく れていると いうことは 、子供た

ま すが 、これ から も、 本県教育 の目指す姿 である「ふ るさとを愛 し、社
委 や各 市町 村の 教育 委員会を はじめとす る教育関係 者はもとよ り、県民

こと は、 全国 に先駆 けて 実施され た、本県学 校教育の目 玉の一つであ る

ち にと っては プラ スで あり、一 方では、もう 二十年以内 にはベテラ ンの

グロ ーバ ル化 や知識 基盤社 会の到来、 少子高齢化 の進展など 、社会が

三十 人程度 少人 数学 級の実 施で、よりき め細かな質 の高い教育 の充実を

み んな でふる さと 秋田 の教育に 関心を持ち、 未来を担う 秋田の子供 たち

急速 な変化 を遂 げる 中で、 教育の重要性 はますます 高まってい ます。学

図 るこ とや、 生徒 指導 上の課題 解決に影響 が生じるこ と、また、学 校教

五十 代以 上と四 十代 の教員 の多くが退 職時期を 迎え、知識 や技能の継承

校 教育 におい ては 、学 習指導要 領が目指す 教育の実現 、グローバル 人材

育の 一環 であり 、教 室の 中とはまた違 う、生徒 と教員との 貴重なかか わ

が、 知・ 徳・体 のバ ランス を持ち、た くましく 大きく大き く育っていっ

の育 成に 向けた 教育 の充 実、キャリア 教育・職 業教育の推 進をはじめ 、

り を持 てる 、学校 部活 動への 教員のかか わり方につい ても支障を きたす

が うま くいか ない とい う大き な問題を抱え ている状況 であります 。この

い じめ ・不 登校等 の生 徒指導 上の諸課題 への対応、そ して道徳教 育の充

ことが 想定されま す。

て 欲しいと願 うものであり ます。

実、 また 、き め細 かで 質の高い教 育に対応す るための、 教育の直接 の担
一 方で 、教員 の大 量退 職・大量採用 等の結果 生じる年齢 構成や経験 年

説明 し、 本県の 教員 選考 試験を受 験し、将来は 秋田の教育 を背負って ほ

急 務の 課題と 捉え 、教 育立県秋 田として、 教育に力を 入れている 現状を

県教 育委員 会で は、 このよう な教員の年 齢構成や経験 年数の不均 衡を

数の 不均 衡によ り、 特に 若手教員 への知識や技 能の継承が 難しくなっ て

し いと 、県 内外 の大学 に訪問 活動を展開 したり、選 考試験の実 施要項に

い手であ る教員の資 質の向上や指 導体制の整 備などが求 められます 。

い るこ とが 指摘 されて います 。このこと は、現在の 本県教員の 年齢構成

あ るよ うに、 他県 教諭 等の優遇 措置を設け、 他県で継続 して三年以 上の

様々な 対策 を進 めて いく中で 、昨年行われ た平成三十 年度教諭等 採用

を 見て も決し て例 外で はなく、 むしろ喫緊の 大きな課題 であります 。平

が五四 ・三 ％、 四十 代が三 二・三％、三 十代が九・ 六％、二十 代が三・

候 補者 選考試 験の 結果 、小学校 で前年度か ら二十六名増 の八十三名 、中

教諭 経験 を持つ 教員 を呼び 込むことを 念頭に置 いた対策を 講じるなど、

七 ％の 平均年 齢四 十六 ・六歳と なっており 、高等学校は 五十代以上 が三

学校 が同 じく増 で十 三名 増の五十名、 高等学校 も一名増の 十六名と、 新

成二 十九 年四月 現在 の県教 委の統計に よると、 小学校は五 十代以上が六

八・ 一％ 、四十 代が 四三 ・九％、三十 代が一五 ・二％、二 十代が二・ 八

た に本 県の 教育を リー ドして くれる教員 採用候補者が 前年度より も多く

不 足し ている 年代 の教 員を確 保するために 、強い危機 意識を持っ て対応

％ とな って おり、 平均 年齢は 四十八・七 歳であります 。さらに、 特別支

誕生 した こと は、 これか らの本県 教育が前に 進んでいく ために、大 きな

五 ・五 ％、四 十代 が二 五・五 ％、三十代が 五・〇％、 二十代が四 ・〇％

援学 校で は五 十代 が三一 ・六％、 四十代が四 〇・六％、 三十代が二 〇・

弾み にな るもの と思 います 。しかしな がら、まだま だ教員の年 齢構成や

してい るようであ ります。

五％ 、二 十代が 七・ 四％の 平均年齢四 十四・四歳と いう数値に なってお

経 験年 数の不 均衡 の状 況は、大 きな課題と なっており ます。本県 の目指

で、 平均 年齢 五十・ 六歳 となって おります。 また、中学校 は五十代以 上

り ます 。小・ 中学 校か ら高等学 校、特別支 援学校まで 五十代・四 十代の
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す教 育の 姿を、 未来 にしっ かりと引き 継ぐため に、学校教育の 直接の担
い 手で ある教 員の 今後 の採用の あり方につ いて、教育 長の所見を 伺いま
す。
県当 局の答弁を 求めます。

以 上で質問を 終わります 。御清聴あ りがとう ございました。
●議長 （鶴田有司 議員）

いても、 検討してい く必要がある ものと考え ております 。

県 とし まして は、 今後 とも、様々な 機会を活 用し、市町 村と協議を 重

ねる とと もに、 多様 な形 を提案し ながら、市町 村との協働 ・連携をさ ら
に 進めてまい ります。

次に 、再犯防止 対策でござい ます。

まず 、再犯 防止 対策 上の取り 組みと課題 でございま すが、県で は、秋

田 県保 護司会 連合 会等 の法務 関係者ととも に「社会を 明るくする 運動」

行政 資源 が限ら れる 中、 将来にわたり 地域に必 要な行政サ ービスを維 持

人 口減 少と少 子高 齢化に 直面する本 県にあっ ては、職員 や財源などの

まず、県と 市町村との連 携について でありま す。

調 整や 福祉 サービ スの 利用手 続などの支 援を実施して いるほか、 知的障

た地 域生 活定着 支援 セン ターにおいて 退所前か ら面談を行 い、帰住先 の

た 。ま た、刑 務所 等を 退所する 高齢者や障 害者に対し ては、県が設 置し

たち の更生 につ いて 、県民 の理解を深め る取り組み を進めてま いりまし

おはよ うございます 。今川議員 の一般質問 にお答

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐竹 敬久 君）

し てい くこ とが大 きな 課題と なっており ます。このた め、県では 、「人

害や薬物依存のある方に対しては、福祉相談センターや精神保健福祉

の街 頭キ ャン ペーン を実 施するな ど、犯罪や 非行の防止 と罪を犯した 人

口減 少社 会に 対応 する 行政運営の あり方研究 会」等を通 じて、事務 の共

センター が中心とな り、相談支援 体制を整備 してきたと ころであり ます。

えを申 し上げます 。

同処 理や 広域連 携な ど、行 政資源の効 率的かつ効果 的な活用に ついて、
既に地域に定着しておりますが、平鹿地域において、県と横手市の

届 ける こと がで きず、 より広 く再知防止 に取り組む 上での課題 となって

状で は法 務関係 機関 から の十分な 情報が得られ ないため、 必要な支援 を

し かし ながら 、こ うし た福祉的な支 援が必要 な方以外に ついては、 現

ワ ンフ ロア 化に よる事 務の一 体化が図ら れているほ か、これか らの公共

い るこ とから 、今 後、 国の再犯 防止推進計画 に基づき、 必要な情報 が地

市町 村とともに 研究や協議 を進めてい るところ であります。

施 設整 備のモ デル とし て全国的 にも高く評価 されている 、県と秋田 市に

次 に、計画の 策定について であります 。

方公共団 体に提供さ れることを 期待しており ます。

ところであります。こうした協働・連携の必要性は、今後ますます高

本県 の刑 法犯 の認知 件数は 全国で最も 低い水準に なっておりま すが、

よる 県・ 市連携 文化 施設の 整備など、 様々な取 り組みが展 開されている
まっ てい くこ とから 、第 三期ふる さと秋田元 気創造プラン においても 、

こうし た安 全・ 安心 な社会 を維持してい くためには 、増加傾向 にある再

要が ある ものと 認識 して おります。こ のため、 県では、再 犯防止推進 法

住民サ ービ スの 確保 に向け 、県と市町村 が一体とな って取り組 むべき重
現在 、県と 市町 村に よる電 子申請システ ムの来年度 からの本格 稼働を

の 成立 を受 け、保 護観 察所や 検察庁、刑 務所などと、 法律の内容 や全国

犯 者率 に歯止 めを かけ る取り組 みを関係機 関が連携して 実施してい く必

目 指し 準備 を進め てい るとこ ろでありま すが、こうし た行政シス テム分

の取 り組 み状 況、 今後の 見通し等 について意 見交換を行 うとともに 、市

要な 課題として おります。

野に おけ る取 り組 みがさ らに広が るよう、市 町村と検討 を進めてま いり

町村に対 しても制度 の周知を図っ てきたとこ ろでありま す。

今 後は 、国で 来年 度から 予定してい る地域再 犯防止モデ ル事業の実 施

ます 。加 えて、 小規 模町村 における建 設・農業分野 などにおけ る専門性
の 高い 行政職 員の 確保 や、一部 の事務を県 が受託する 垂直補完な どにつ
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行い なが ら、再 犯防 止推 進計画の 策定に向けて 関係機関と の協議を進 め

地 域に おける 受け 入れ ・見守り 体制の整備 等の具体的 な支援策の 検討を

状況など の情報収集 に努めるとと もに、住ま いの確保や 雇用の場づ くり、

に提案 いたしたと ころでござい ます。

獲 許可 権限を 、来 年度 から市町 村に移譲す るための条 例改正案を 本議会

人的 被害 に迅速 に対 応する ため、これ まで県が 許可していた熊 の有害捕

今 後も 、熊 の被 害防 止について は、専門家 の意見や先 進県等から の情

報 を収 集・分 析し なが ら、効果 的な対策等を 通じ、県民 の安全・安 心の

て まいります 。
次に 、熊の対策 でございます 。

確保に努 めてまいり ます。

今川議 員から御質 問のありま した、教

識や技能を継承していくことや、教員を確保することが喫緊の課題と

十 代の 割合 が高く 、既 に大量 退職期を迎 えているため 、教員の優 れた知

議員 御指摘 のと おり 、教員 の年齢構成は 、特に小・ 中学校にお いて五

員の 採用のあり 方について お答えいたし ます。

●教育 委員 会教育 長（ 米田進 君）

【教育委 員会教育長 （米田進君 ）登壇】

私 からは以上 でございます 。

今年 度の県 内に おけ る熊の目 撃件数は一 千三百二件 、被害者数 は二十
人 、捕 獲頭数 は八 百二 十四頭 であり、いず れも過去最 多となり、 出没し
た近 くの 小学 校では 、保 護者同伴 での登下校 や野外活動 の中止を余儀 な
くさ れるな ど、 日常 生活に も影響が及ん でいるとこ ろでありま す。この
た め、 来年度 から は、 熊の出没 が多い地域 において、 熊の生息域と 人間
の生 活圏 をゾー ンで 区分 し、クマ対策 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。
この 取り 組み の推 進に当 たっては、地 域において 合意形成を 図り、住

知 識や 技能の 継承 につ いては、教科 指導力に 優れた教員 を教育専門 監

なってお ります。

と から 、まず は、 意欲 のある集 落等をモデ ル地区とし て設定し、 重点的

やコ ア・ ティー チャ ーと して活用 することによ り、その指 導のノウハ ウ

民等 が主 体とな って 対策を 考え、継続 して取り組ん でいく必要 があるこ
に支 援を 行い、 その 成果 を県内全 域に普及させ てまいりた いと考えて お

を 若い 世代 に受 け継い で、年 代による切 れ目がない よう、教員 全体の指

新規 学卒者 の採 用に ついては 、県内外の 大学に対し て教員採用 試験の

り ます 。そ の際 、県で は、市 町村と地域 によるゾー ニング管理 実施計画
の生 態の 講習会 の開 催や、 出没原因の 究明を行 う集落環境 診断の実施に

要 項や パンフ レッ ト等 を送付 するとともに 、東北はも ちろん、北 海道や

導力 の向上を図 っているとこ ろでありま す。

加 え、 誘引物 の除 去、 電気柵 や緩衝帯の設 置に関する 助言などを 行って

関東の 大学を訪問 して、本県 の教育や教員 採用試験に ついて周知 を図り、

の 策定 を支援 する とと もに、熊 被害対策に詳 しい専門家 を派遣して 、熊

まいり ます。

受験者 の確 保に 努め ており ます。また、 大学院進学 予定者及び 大学院一

年在 学者が合格 した場合は 、大学院を修 了するまで 採用を猶予 するほか 、

また、 春の 残雪 期に 実施して いる熊の個体 数調整や、 昨年九年振 りに
行 った 狩猟で の捕 獲圧 の強化は 、人里への 出没抑制に有 効と言われ てい

教職 大学 院の修 了者 に対 しては、試験 の一部を 免除する措 置を講じて お

一方 、実 践的 な指 導力を有 する中堅教 員の確保に ついては、 現在、県

るこ とか ら、引 き続 き、 専門家の意見 を伺いな がら取り組 みを進めて ま
後も 、奥 山の 放牧 跡地等 での広葉 樹の植栽な どによる、 生態系に配 慮し

外で 勤務 してい る教 諭等及 び県内で勤 務している講 師に対して 、さらな

り 、今後も優 遇措置の 拡大を検討して まいりま す。

た森 林整 備を進 める ととも に、新たに 、市町村が主 体となって 行う、里

る年 齢制限の緩 和や試験科 目の軽減を 図る予定であ ります。

い りた いと 考えて おり ます。 併せて、熊 の生息域を奥 山に戻すた め、今

山 での 間伐な どに よる 緩衝帯整 備にも取り 組んでまい ります。さ らに、
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この ような 取り 組み を通して 、教員の年 齢構成の適 正化に努め、 学校
教 育の一層の充 実を目指し てまいりま す。
以上で す。
御質 問のありまし た、高齢者 の交通安全 対策

【 警察本部長 （森末治君 ）登壇】
●警 察本 部長（ 森末 治君 ）
について お答えいた します。
初 めに 、高齢 者の 運転 に対する 技術上のアド バイスなど を受けられ る

身体 及び 財産の 保護 、犯罪 の予防及び 鎮圧、交 通の取り締まり 、公共の

安 全と 秩序の 維持 を責 務として おり、その ため常時警 戒体制を保 持しつ

つ、 災害 などの 突発 事案 には職員 が一丸となっ て対応する など、その 勤

務 に特 殊性 を帯 びて いるとこ ろでもあり ます。この ような警察 の責務を

全 うし つつ、 警察 にお ける「働 き方改革」を 実現するた めには、全 ての

職員 が責 任と誇 りを 持って 生き生きと 働けるよ う、また、 家庭の事情等

に 配意 し、多 様な 働き 方を受 容できるワー ク・ライフ ・バランス の実現

てい ると ころで あり ます 。これを受け 当県警察 におきまし ては、希望 者

コ ーダ ーを活 用し た実 車指導と その映像を 活用した個 人指導も定め られ

法改 正で七 十歳 以上 の高齢 者講習の高度 化が図られ ており、ド ライブレ

り ます 。ま た、超 過勤 務の縮 減、休暇の 取得促進、時 差出勤制度 の活用

い事 務を 廃止す るな ど、 業務の合理化 ・効率化 を図ってい るところで あ

が 把握 し、そ の状 況に 応じて関 係事務を見 直し、必要 性や優先順位 の低

具体 的には 、平 素よ り、所掌 する事務の状 況や業務負 担について 幹部

に向け た取り組み を推進して おります。

に 対す るド ライブ レコ ーダー を活用した 個別指導を実 施しており 、さら

など 、メ リハ リを つけ た運用によ る勤務時間 の柔軟化を 推進してお りま

機会 や制 度に ついて です が、議員 御指摘のと おり、昨年 三月の道路交 通

に指 定教 習所 と連 携の もと、ドラ イブレコー ダーを活用 した交通安 全講

す。 さら に、昨 年十 一月、 所属長以上 によるイクボ ス宣言を行 い、男性

大を 推進してお ります。

を 両立 しな がら キャリ ア形成 できる環境 を整備し、 女性職員の 登用の拡

でき る職 場環境 の整 備を 図るとと もに、女性職 員が職業生 活と家庭生 活

職 員の 家庭生 活へ の関 わりの推 進、職員が 子育てや介 護をしなが ら活躍

習を県内 各地で実施 しているとこ ろでありま す。
今 後、 日々の 交通 安全 講習等を通じ て、技術 上のアドバ イスの推進 に
努めて まいります 。
次 に、 ドラ イブ レコー ダーの設 置推奨など の取り組み についてで あり
ます 。

県警察とい たしまし ては、引き 続き、業務の 繁閑や負担 の軽重に応 じ、

ワ ーク ・ライ フ・ バラ ンスに も配慮した業 務の合理化 ・実質化を さらに

近年 、あお り運 転な ど悪質・ 危険な運転 行為に関す る事案が社 会問題
化 して おりま すが 、一 般的に ドライブレコ ーダーがト ラブル防止 に有効

十四番今 川議員の質 問は終わり ました。

進め、 時代の要請 である「働 き方改革」に 取り組んで まいります 。
●議長（鶴田有 司議員）

暫時 休憩いたし ます。再開 は十一時五分 といたしま す。
午前十時四 十五分休憩

出
薄

席
井

議

司

員

二

番

加賀屋

三十 九名

♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯

番

午前十一 時五分再開
一

千 鶴子

なも のと して 注目を 集め ていると ころであり ます。また、 さきのドラ イ
ブレコ ーダ ーを 活用 した指 導を受けた高 齢者からは 、運転の癖 が分かり
大 変参 考にな った など の感想が 寄せられて おり、運転技 術の把握な どに
有効なも のと考えて いるところ であります 。
ド ライ ブレ コーダ ーの 有効性に つきまして は、日々の交 通安全講習 、
交通 安全 運動 など の機会 に御理解 を深めてい ただくよう 努めてまい りま
す。
次に 、警察の働 き方改革に ついてであ りますが、警 察は、個人 の生命、
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鉱

三十 七番

チ ーム がこれ から も最 大限の努 力を払うと いうことは 言うまでも ありま
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明

口

賢 一郎

加
隆

川

藤

三 十三番
松

三十九番

せん が、 事実上 、昇 格に 向けた残 るハードルは 、新スタジ アムの整備 の

小
衛

木

敏

三十 五番
関

鈴

い かん 、自 治体 として の本気 度にかかっ ております 。つまり八 橋陸上競

大

四 十二番

一

三 十八 番
美恵子

一 企業 にそこ まで する のか、あ るいは秋田 市以外関係 ないといっ た声も

らにほか なりません 。しかし残念 ながら、そ の点がいま 一つ曖昧な ため、

県と して スタ ジア ム整備 を積極的 に進める、 その政策的 な意義があ るか

定 の財 政負 担、支 援を される 意向を示し ておられます が、これは 当然、

知事 は、陸 上競 技場 の改修 に加え、新ス タジアムの 整備につい ても一

次に 、県として の政策的な 意義について もお伺いを いたします 。

過もゴールも 違ってま いります。 まず、この 点を明確に お答えくださ い。

とい う議 論と 、そも そも 建設すべ きかどうか という議論で は、議論の 経

か 、こ れが極 めて 重要 であり ます。いつ、 どこに、幾 らで建設を するか

アム の設 置を、 新設 を前提 としたもの なのか、 それともそ うではないの

技 場の 改修や 、あ るい は来年度 の新たな協議 会の設置が 、新しいス タジ

田
康

一

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。 十三番沼谷 議員の発言を 許し
ま す。
【十三番 （沼谷純議 員）登壇】 （拍手）
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事 自身 の言葉 で、 この 県がスタ ジアム整備 を進めるそ の政策的意 義につ

挙が って きてお り、 こうし た疑問の声 に答える ためにも、いま 一度、知

タジ アム を新設 する 際に は、将来 的にＪ１対応 のスタジア ムに拡張し 得

的 には Ｊ１へ の昇 格、 この可能 性も排除し てはなりま せん。つま り、ス

今、 私たち はＪ ２昇 格に向け た議論を交 わしている わけですが、 将来

り ませ ん。ス タジ アム 自体の構 造や機能に議 論が飛びが ちですが、 まず

いて 明確 に御答 弁を いた だきたい と思っており ます。よろ しくお願い い
私 とし ては、 プロ スポー ツの振興や 交流人口の拡 大といった 意義はも

は、 この 拡張可 能性 を有す る土地、こ のことを 建設地の候 補地の検討の

る 物理 的な 余裕 ・余 剰を持っ た土地に建 設する、こ のことを忘 れてはな

ちろ んの こと、 この 秋田市 のまちづく り、この 観点を見逃 してはいけな

第 一歩 として 検討 を進 めてい くべきと考え ますが、知 事のお考え をお聞

た します。

い と思 ってお りま す。 秋田市 のまちづくり は、本県の 人口減少に 歯止め

かせく ださい。
お伺 いをいたし ます。

次に 、まち づく りの 関係で、 秋田市外旭川 地区の開発 構想につい ても

をか ける とい う「ダ ム機 能の維持 」、この観 点からも大 変重要な政策 課
題で ありま すし 、県 として もしっかり取 り組んでい かなければ ならない
こ とで ありま すけ れど も、一方 で知事は、 スタジアム の建設場所に つい

るい は機能・規 模、こうい ったスタジ アムの骨 格となる部分に ついては 、

ので もあ ります 。財 政負担 を県がする 以上、やはり 建設場所や 時期、あ

の姿 も人 の流 れも 全て 変わってま いりますし 、これらは 全て連動す るも

当 然、 建設 場所に よっ て、完 成時期もコ ストも、将来 的な秋田市 のまち

静か に過 ぎて、 時間 切れ というこ とで本当によ いのでしょ うか。県も 市

の まま 膠着状 態と 言っ ていいよ うな状況の 中で、この 一年が何事 もなく

年月 が経 過しよ うと してお ります。賛 否のある計画 ではありま すが、こ

てお られ まし た。 振り 返れば、こ の構想が持 ち上がって から、はや 長い

平 成三 十年 中には 進出 の是非 を判断しな ければならな いとの意向 を示し

昨年 末の報 道で は、 イオン タウン株式会 社側が、来 年中、つま りこの

県も責 任を持って その意思決定 に加わって いくべきで はないでし ょうか。

も 、計 画が 曖昧 だ、判 断でき ない、コン パクトシテ ィと相入れ ない、こ

ては、 秋田市がそれ を決めてい くと、この ようにおっ しゃっており ます。

知 事のお考え をお聞か せください 。

県 民の 皆様の 理解 を得 ること であります。 そのために は、建設場 所や整

田市 民、 そして また サポー ターの方々 、それの みならず、 広く県全体、

ミン グが 近づ いてき てい るのでは ないでしょ うか。秋田市 とともに協 議

胸襟を開き、情報をオープンにし、協議のテーブルにつく最後のタイ

間投資を 拒む理由に はならない のではないで しょうか。 結果はさて おき、

う いっ た通り 一遍 の言 葉を並べ るだけでは、 三百五十億 とも言われ る民

備手 法、 経済 効果や コス トなどに ついて、複 数の案を提示 し、あらゆ る

に応ずるおつ もりは本 当にないの か、知事の お考えをお 聞かせくださ い。

ま た、 今後の 検討 の進め 方において 、何よりも重 要なことは 、当然秋

機会を 通じ て、 県民 世論を 喚起しながら 、「なるほ ど、この計 画が一番

外 旭川 の開発 構想 との関 連でもう一 点、スタ ジアム整備との 連携につ
いても伺 います。

ベ ター だろう 」と 多く の県民の 皆様から理 解を得ること が必要であ りま
す。 協議 会が複 数の 案を 提示した後、 それをど のように絞 り込んでい く

私 は先 月、 愛媛県 今治 市にある ＦＣ今治を 訪問し、そこ の社長さん と

もお 話を して まい りまし た。この ＦＣ今治は 、元サッカ ー日本代表 監督

の か、 また 、どの よう にして 県民の世論 を喚起し理解 を得ていく おつも
りか、 今後の検討 の進め方に ついて、知 事のお考えを お聞かせく ださい。

の岡 田武 史氏が オー ナーを 務める、今 はまだＪＦＬ 所属のチー ムではあ

り ます が、「 十年 でＪ １昇格を 果たす」と 宣言をし、 新しいスタ ジアム

スタ ジアム の関 連で 最後に、 建設地の条 件についても お伺いをい たし
ます 。
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観客 動員 数は従 前の 三倍 になり、 そして観客の 六割の方々 がイオンに 立

た その スタジ アム は、 イオンの 隣にでき上 がっており ます。その 結果、

も完 成さ せまし た。 そして 、瀬戸内海 を見下ろ す小高い場所に 建てられ

で しょうか。

励金 があ れば、 具体 的に 取り組み を進めるきっ かけにもな るのではな い

な りま す。経 営が 厳し い中小企 業にとって は、ささや かでもこう した奨

とっ ては 重要で あり 、離職 や転職、県 外流出を 防ぐ具体的な手 立てとも

社 会減 の半減 を目 標に掲 げた本県に おいても、こ うした企業 の働き方

ち 寄る とい った アン ケート結 果も出るな ど、集客や 交通、経済 効果など
で イオ ンとス タジ アム が相乗効 果を生み出し ております 。秋田でも 、ス

を改 革・ 改善す るた めの具 体的なイン センティ ブを伴った 制度、これを

二つ目 は、住宅宿 泊事業法、 いわゆる民泊 解禁への対 応について です。

タジ アム 効果の 財源 や、あ るいは観客 動員数に ついて懸念 を示す声もあ
ある いは 運営 手法に つい ては、十 分に検討価 値があるの ではないでし ょ

民泊については、首都圏における宿泊施設の不足や、今後の東京オ

導 入すべきで はないかと考 えますが、 知事のお 考えをお聞 かせください 。

うか 。今後 、ス タジ アムの 整備を具体的 に進めるに 当たり、こ の秋田市

リ ンピ ックを 控え た需 要の増大 など、こう したことを 踏まえ、今年 六月

り ますが、で あればなおさ ら、こうし た民間資 本を最大限 活用した整備 、

外 旭川 地区の 開発 構想 との連携 ・連動も一 つの案とし て検討し得る もの

から 解禁 となる わけ です が、一方では 、地域住 民の安全・ 安心の確保 と

てお り、 その 数は 全自 治体の三割 にも上ると の報道もあ るほどです 。例

い う面 から 、自治 体に よって 一定の制限 を設けようと する動きも 出てき

と思い ますが、知事 の御所見を お聞かせく ださい。
ま ちづ くり に関す る質 問の次に 、仕事づく りで三点ほど 御質問をい た
します 。

も あら ゆる業 種業 界に おいて深 刻な人手不足 に陥ってお り、仕事は ある

「 出口 なき 人手 不足」 とも言 える状況が 続いており ます。目下 、本県で

流出など、今、地方はおしなべて厳しい環境に置かれており、まさに

安全 ・安 心の確 保と いう意 味から、一 定の制限 を必要とす る場合やエリ

むし ろ民泊を積 極的に推進し ていくべき エリアもあ りますが、 一方では、

本 県で も、 グリ ーンツ ーリズ ムや体験型 観光など、 観光振興の 観点から

合の制 限を設ける など、こうし た県条例の 制定作業が 今進んでお ります。

えば 、群 馬県や 長野 県・岩 手県などで は、学校や児 童福祉施設 の近隣区

が人がい ない、賃金 を上げても 人が来ない、 人員不足で 社員が疲弊 する、

ア もあ ろうか と私 は考 えます 。今年六月か らの民泊解 禁について 、知事

一つ目は、 秋田県版 働き方改革につ いてであ ります。

こ うい った悪 循環 に陥 ってい る企業も多く あります。 こうしたこ とに対

はそ の影 響や メリッ ト・ デメリッ トをどのよ うに捉えてお られるのか 。

域 での 民泊営 業に 制限 を設ける 、あるいは 家主や管理 人が不在で ある場

応するため、県でも様々な手立てを講じてきておりますが、アドバイ

また、 一定 の規 制を 可能と する条例制定 の必要性に ついて、知 事のお考

加 速す る東京 一極 集中 と賃金格差の 拡大、そ れに伴った 労働力人口 の

ザーや 専門 家の 派遣 、ある いは表彰制度 、また普及 啓発など、 実効性あ

えを お聞かせく ださい。

三つ 目は、 台湾 チャ ーター 便の定期便化 に向けた取 り組みにつ いてで

る 具体 的な支 援・ 取り 組みとい う意味では 、やや手薄と の声も聞か れて
おり ます 。埼玉 県で は、 県独自の制度 として、 時間外労働 を縮減する 、
こう いっ た取 り組 みを進 める企業 に対して奨 励金を支給 する制度を 創設

対し 、今 年度は 過去 最多百 二十便とな るなど、倍増 という状況 です。結

台湾 と本 県と の間 のチャー ター便は、 昨年度が五 十九便であ ったのに

あ ります。

しま した 。時間 外労 働を減 らす、きち んと休ませる 、あるいは 毎年少し

果 、今 年度は 約一 万四 千人もの 方が台湾か ら本県を訪 れるなど、 ソウル

あ るいは有給 休暇の取 得を促進する、 また、男 性が育児休 暇を取得す る、

ず つで も定期 昇給 する 、こうい った具体的 な待遇改善 こそが働く 方々に
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ト・ キャリアで はありますが 、定期便化 の目途が立 ったとの報 道もあり、

的 な状 況と なっ てお ります。 例えば、岩 手県では、 ＬＣＣ

ローコス

大や 定期 便化へ の流 れは 他県も同 様であり、東 北において も極めて競 争

お いて 大変重 要な 路線 となって おります。 しかし、こ の台湾との 交流拡

便の 再開 の目途 が立 たない 中では、本 県の観光 振興や交流人口 の拡大に

くの不合 格者を出し てしまうこ となどの問 題が指摘され ています。 また、

も 大き く、前 期選 抜の 出願条件 の曖昧さや試 験科目の偏 り、あるい は多

で 、一 見、 受験 生に はプラス 、有利なよ うに見えま すが、実は その弊害

透明 性の 確保、 この こと が一番の 理由でありま す。試験が 二回あるこ と

問 題も さるこ とな がら 、何より も受験生に とっての公 平性や、あ るいは

す。 これ は、前 期・ 後期二 回の試験に わたる入 試事務の長期化 といった

こ とも 言われ てお りま す。さら に、高校に おいては、 スポーツや、 ある

また 、青 森県で は、 昨年十 一月から週 二回の定 期チャータ ー便が就航し

現 在の アウト バウ ンドの 数字を見ま すと、昨 年度、秋田 空港から台湾

いは 吹奏 楽など 、特 技を 持った生徒を 確保した いという思 いから、後 期

前 期選 抜で不 合格 とな った者 が自信を失い 、その後の いわゆる本 来の志

に出 国し た方の 数は 千百 三十一人でし たが、今 年度は二千 五十五人と 、

選 抜の 学力 検査の 点数 が相対 的に低い生 徒でも、こう した特技を 大きく

て おり ます。 本県 でも 、知事 は台湾チャー ター便の定 期便化に意 欲を見

こ れも ほぼ 倍増と いう 状況で 、一見頼も しく見えます 。しかし、 その内

評価 ・得 点化 する こと で合格させ る、いわゆ る学力検査 の結果と最 終的

望校 を諦 める 、ある いは 前期選抜 で合格した 者がその後 の中学校の授 業

訳は 、県 内の 私立 高校 一校の修学 旅行の増加 によるもの であります 。今

な合否の 間に大きな 逆転現象が生 ずるといっ たことも言 われており ます。

せてお られますが 、やはりそ うであれば、 インバウン ドだけでは なくて、

後、 定期 便化を 目指 すので あれば、こ うした特定の 高校の修学 旅行に頼

私 なり に教育 関係 者、 受験生、 あるいはそ の親御さん たちからお 話を聞

での 意欲が 低下 し、 後期選 抜に向かう生 徒との温度 差が生じる といった

る ので はなく 、や はり 官民挙げ てこのアウ トバウンド を推進して いく、

く限 り、 見過ご せる 状況 にはなく 、やはり未来 ある若者に オープンで 公

秋田から の出国、アウ トバウンド を増やして いく必要が あります。

それ も他 県との 競争 の中 でスピー ドを上げて取 り組んでい くというこ と

正 な機会を確 保するた めの制度の 見直しが必要 であると考 えます。

れ ぞれ 何点満 点な のか 、そし て部活動での 成績などを どう得点化 するの

化と 公表 です。 他県 では、 高校ごとに 学力検査 ・面接・調 査書などがそ

そ こで 、まず 早急 に対応 を求めたい のが、出願条 件や配点基 準の明確

が 必要 では ない でしょ うか。 台湾チャー ター便の定 期便化に向 けた知事
の 現状 認識と 、今 後の 対策、と りわけアウト バウンド対 策について どう
取り組ん でいかれる おつもりか 、お考えをお 聞かせくだ さい。
ま ちづ くり、 仕事 づく りに続き 、人づくりに 関しても二 点お伺いを い

平成 二十 七年 から 、前期 ・後期二 回の試験を 一回に統合 いたしまし た。

て おります。 東北で最 も早く入試制度 改革に取 り組んでき た青森県で は、

特色 化・ 差別化 など が図 られる一方で 、入試制 度改革の動 きも模索さ れ

全 国的 に少子 化が 進行す る中で、他 県におい ても高校の再編 ・統合や

一点目は、高 校入試制度 の改革につ いてであ ります。

高校 教師 側に口 利き がある ように期待 をさせ、結果 、トラブル に発展す

させ 、試 験の 公平 性や客 観性に無 用の疑念を 抱かせ、そ して、あた かも

の とな って おりま す。 このこ とが、受験 生やその親御 さんの不安 を増加

数が 全く 公表さ れて おら ず、他県と比 べても極 めて不透明 、不親切な も

受 けと めるこ とが でき ておりま す。しかし 本県では、こ うした基準 や点

校を選 んだ り、 ある いは自 分の合否の結 果を自分な りに理解、 あるいは

かな どが 詳細 にその 基準 が公表さ れており、 受験生はそれ をもとに志 望

宮城 県で も、平 成三 十二年 度から、こ の試験を一回 に統合する という予

る 場合 という こと は想 像にかた くありませ ん。まずは この配点基 準の公

たしま す。

定 にな ってお り、 福島 県でも同 様の検討が なされてい ると伺って おりま
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た 入試 制度 の改 革で す。これ はすぐには できるもの ではありま せんが、

もう 一つ は、前 期、 そして 一般選抜の 統合、あるい は同日実施 といっ

り が続 く見込 みで あり 、賃金の 高い首都圏へ の介護人材 の流出も併 せて

状 況が 続い てお りま すが、一 方で介護需 要は、本県 でも今後も 右肩上が

県に おい ても、 介護 職員 数はここ 数年、二万一 千人程度と ほぼ横ばい の

にな って おり、 また 、団塊 の世代が後 期高齢者 を迎えるこの状 況も踏ま

た だた だ現行 の制 度を 維持して いくというこ とではなく 、やはり本 県も

考え れば 、本県 でも 今後、 深刻な需給 ギャップ が生ずるこ とが想定され

表等 につ いて早 急に 取り組 んでいただ きたいと 考えますが、教 育長の御

入試 制度 の改革 を議 論して いくべき時 期にさし かかってい ると私は考え

ま す。 この状 況を 改善 するた めには、中高 年の新規就 労や子育て を一段

え て、 この人 材不 足が さらに加 速していく ことを示し ておりまし た。本

ま す。 他県の 事例 も参 考にし ながら、本県 のあるべき 入試制度の 姿につ

落し た女 性の 復職な ど、 多様な働 き手を介護 の新規の就 労人材として 確

所 見をお聞かせ ください。

いて 議論 を深 めてい くべ きと考え ますが、教 育長の御所 見をお聞かせ く

保する、 そして、その 新規就労の ハードルを 下げていく ことが必要で す。

がなく なるような社 会を作るた めにも、新 たな介護人 材の確保につ いて、

生 涯に わたる 県民 の安心 を確保し、 介護難民 や待機老人 といった言葉

ださい。
二つ 目に、教員 の負担軽減 と人材確保・ 育成につい て伺います 。
本県 は、学 力日 本一 と言わ れる高い教育 力を誇って おりますが 、今後

てい くの か、こ うい った ことに取 り組んでいか なければな りません。 と

を どう してい くの か、 あるいは 専門知識を 持った外部 人材をどう 確保し

こう した ことに 対応 するた めには、や はり教員の負 担軽減や知 識の習得

県 では 秋田 市に 発達障 害者支 援センター を設置し、 県内各地の 保健所や

認知の 深まりによ って、相談件 数は増加傾 向にありま す。これに 対して、

発 達障 害につ いて は、 近年の医学の 発達や、 あるいは社 会的な理解 ・

二つ目に、 発達障害 者の支援体制に ついて伺 います。

県 とし て一 歩踏み 込ん だ対策 が必要と考 えますが、知 事のお考え をお聞

り わけ 、プ ログ ラミン グ教育 などのＩＴ 分野につい ては、こう した問題

医 療機 関、児 童相 談所 などと連 携をして対応 を図ってき ております 。し

は、小学校での道徳教育、英語教育、プログラミング教育の必修化と

は 大き く、既 に長 野県 では、教 員向けの研修 の開始やプ ログラミン グ教

かし 、こ の広大 な秋 田県に おいて、現 状のこの 体制が本当 に十分だろう

かせく ださい。

室を 開催 する施 設に 対する 支援など、 具体的に 官民挙げて の取り組みを

か とい う懸念 を私 は抱 いてお ります。特に 心配なのが 、子供の発 達障害

いった 、新たな対 応やスキル が求まれる 状況となっ ております。 そして、

進 めて おり、 他の 自治 体でも 様々な動きが 出てきてお ります。今 後、教

と、 それ を養 育する 親の 関係です 。発達障害 についての社 会的な理解 が

レス や不 安にも つな がっ ています。し かし、発 達障害者支 援センター で

員の スキ ルア ップや 外部 人材の確 保、あるい は民間企業と の連携など 、

最後に、暮 らしづく りの面から 三点お伺い をいたしま す。

は 、今 も新 規の相 談、 この受 け付けが一 カ月待ちとい う状況であ り、御

深まっ た分 、親 御さ んの中 には、もしか して自分の 子供は発達 障害なの

一 つ目は、介 護人材の確 保についてで す。

家族 にと って は大 変な精 神的な不 安・ストレ スが続く状 況となって おり

どのよ うに 進め てい かれる おつもりか、 教育長の御 所見をお聞 かせくだ

平成 二十 七年 に、 厚生労働 省が将来的 な介護人材 の需給状況 の見通し

ます 。大 変残念 なこ とです が、児童虐 待が発生する ケースの中 にも、こ

で はな いかと 不安 を感 ずる方も 多くいらっ しゃって、そ れが育児の スト

を公 表い たしま した 。それ によります と、今からわ ずか七年後 、二〇二

う した 子供の 発達 障害 に対して 十分な医療 的なケアや 、あるいは 親への

さい 。

五 年に は全国 で約 三十 八万人も の介護人材 が不足する 、こういう 見通し
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あ りま すが、 まず は極 力身近な ところで、 早期に医師 の診断・ア ドバイ

フォ ロー が不足 して いる場 合も見受け られます 。やるべきこと は幾つも

ない 防衛 施設が 恒久 的に この秋田 に設置されて いくわけで すから、将 来

持 つべ きだと 私は 考え ます。配 備されれば 、現在、地 球上に二カ 所しか

人と して ではな く、 自治体 として冷静 かつ論理 的・客観的な判 断基準を

上 ・地 政学上 の必 然性 が明確 になることで す。二つ目 は、県民・ 市民の

スが 受け られる 体制 を構 築すべき と私は考えま す。今後、 県として全 県

最 後に、イー ジス・アショ アの配備計 画について も伺います 。

生活 や健 康に 悪影響 や問 題がない ことを示す 科学的根拠 、エビデンス が

世 代に 対し ても 責任 ある説明 ・判断が必 要です。そ こで私は、 この適地

先般 の国 会質 疑の中 で、小 野寺防衛大 臣は、適地 調査に入る 前に地元

示さ れるこ とで す。 そして 三つ目は、配 備された後 、どう管理 ・運用さ

的 なこ の発 達障 害者 の方々へ の支援体制 をどう整え ていくのか 、また、

自治 体に説 明を する こと、 そして、地元 首長の理解 と協力は必 須である

れ てい くのか 、地 元の 自治体に どういった 配慮や支援 があるのか、 こう

調 査に 当たっ て、 少な くともこ れから申し上 げる三つの 要件がクリ アさ

こ と、 この二 点を 明言 されまし た。仮に秋 田市がその 適地調査の対 象地

いっ た将 来にわ たる 安定 性が保証され ることで す。「万全 を期す」、 あ

そ の中 核とな り得 る専 門知識を 持った医師の 養成・確保 、これをど のよ

にな ると すれば 、県 と秋 田市にとって は、その 事前説明の タイミング が

る いは「問題 ない」と いった抽象論で はなく、 必然性、科 学性、安定 性、

れる必要があると考えております。一つ目は、なぜ秋田なのか、防衛

一 つの 判断 のポイ ント となり ます。つま り事前説明の 段階で、知 事と秋

この 三つ の要 件が 具体 的にクリア されている かどうかを 自治体とし て見

うに進め ていかれる おつもりか 、知事のお 考えをお聞か せください 。

田市 長が この 適地 調査 そのものを 了解するか どうかであ ります。調 査と

どの よう な結論 を出 すにせ よ、イージ スであれ、ス タジアムで あれ、

きわ めた 上で、 適地 調査受 け入れの判 断をすべきと 考えますが 、知事の

国内 二カ 所を調 査す るわ けですか ら、これはも う配備を前 提とした調 査

イ オン であ れ、 まさに 将来世 代にこの秋 田をどうつ ないでいく か、何を

配備 は別 物、調 査自 体はど うぞ御自由 にという考え 方もあるか もしれま

と 考え るの がむ しろ自 然であ り、調査が 終わってか ら説明を受 けて判断

残し、何を残さないかが問われるものばかりであります。今を生きる

御所 見をお聞か せください 。

を しま すとい うの では 後手にな ります。国も 地元の理解 と協力が必 須と

我々 のみ ならず 、こ れから 生まれてく る未来の 県民、声な き県民の皆様

せ んが 、繰り 返し 申し 上げてい るとおり、 国内二カ所 に配備する ために

言う 以上 、これ がな いまま 強引に適地 調査に入 ることはな いと信じたい

に 対しても、 知事の真摯な 御答弁をお 願いした いと思いま す。

最後 に蛇 足に なりま すが、 私が今日着 用している このネクタイ は、七

で すし 、我々 とし ても 納得で きる説明がな い限りは、 この調査そ のもの
を受 け入 れる べきで はな いと私は 考えますが 、知事のお考 えをお聞か せ
ま た、 知事は 「自 分個人 として受け 入れても 、県民が理解し なければ

き県 勢発 展のた めに 頑張 ることをこの 場でお誓 いを申し上 げて、簡単 で

し た。 少し派 手か なと 思いまし たけれども 、初心に返っ て、また引 き続

年前に 私が 初当 選し たとき に着用したも ので、久し ぶりにまた 着用しま

困る 」と もおっ しゃ って おりますけれ ども、仮 にその適地 調査を知事 が

す けれ ども 私の質 問を 終わら せていただ きます。まこ とに御清聴 ありが

ください。

受 け入 れる と判断 する ならば 、その判断 理由を知事自 身が県民の 皆さん

とうご ざいました 。（拍手）

県当局 の答弁を求 めます。

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】

●副議長（ 竹下博英議 員）

にど う説 明さ れる のか、 また何を もって県民 の理解を得 たと判断さ れる
のか、こ の点につい ても併せてお 伺いをいた します。
そ の上 で一つ 御提 案をし たいと思い ますが、 まさにこれ から、知事 個
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●知事（佐 竹敬久君）

沼谷議員の 一般質問に お答えを申 し上げます 。

次に、秋田 市外旭川 地区の開発構想 でござい ます。

ブ ラウ ブリ ッツ 秋田 のＪ２ライ センス取得 のためには 、暫定のホ ーム

初めに 、新スタジ アムの整備で ございます 。

開発 を希望する 事業者自らが 検討し示す べきもので あり、事業 者側から、

否 定的な見解 を示して おります。 また、内容 の変更や具体 化について は、

口や 雇用 、地元 経済 等に 関するメ リット・デメ リットを整 理した上で 、

秋 田市 では、 イオ ンタ ウン株式会社 が表明し た構想につ いて、交流 人

ス タジ アムと して 使用 する八橋 陸上競技場の 改修ととも に、将来に おけ

まち づく りの方 向性 に合致 するような 提案があ れば、説明 を聞く姿勢に

大 変、ネクタイ 似合ってま す。非常に 若く見えま すので。

る新 たな スタジ アム 建設へ の取り組み が必要と されている ことから、来

変 わりはない としてござい ます。

の であ り、現 段階 では 、県が意 見を述べる 立場にはな いものと考え てお

住民 や地元 事業 者等 と十分 に議論を重ね ながら、そ の是非を判 断するも

この構 想は、まち づくりにか かわるもので あり、一義 的には秋田 市が、

年 度、 県や秋 田市 など 五つの ホームタウン と秋田商工 会議所で「 新スタ
ジア ム整 備構 想策定 協議 会」を設 置し、具体 的な協議を 進めることに し
ておりま す。
一 般的 に、ス タジ アムに は、プロサ ッカーチ ームのホー ムとしての機

ります 。

な お、 サッ カース タジ アムの候 補地につい ては、今後、 協議会で様 々

能に加 え、競技力の 向上や地域 のにぎわい 創出、県民 の健康づくり など、
幅 広い 役割 を担う こと が期待 されますが 、その整備に は多額の費 用がか

な角 度か ら検 討す るこ とになって いる事項で あり、具体 的な地域に つい

次に 、秋田県版 働き方改革 でございま す。

かる など 多く の課 題が あります。 協議会では 、新しいス タジアムの 整備
し てお ります が、 特に 、建設場 所について は、建設地 におけるま ちづく

本県 にと って喫 緊の 課題で ある人手不 足に対応する ためには、 賃金等

て、私が 予断を与え るような発言 はすべきで ないものと 考えており ます。

りと 密接 なかか わり があ ることか ら、県として 一定の関与 をしつつも 、

の 処遇 や就 労環 境の改 善、多 様な働き方 の導入など 、働き方改 革に多く

主体 や規 模・機 能、 建設場 所について 、幅広く議論 を進めてい くことに

地 元自 治体 やク ラブな ど関係 者の意向を できる限り 尊重すべき ものと考

り組 む企 業を増 やす ため、 新たに先進 事例を学 ぶセミナー を開催すると

の 企業 が取り 組む こと が重要で あると考えて おります。 また、これ に取

また、協議会における検討の進め方については、県内の様々なセク

と もに 、働き 方改 革を 実践す る企業を後押 しするため 、企業の課 題に応

えて おります。
タ ーか らの多 様な 意見 や、外 部の専門家の 方々からの 意見もいた だきな

じて専 門家が具体 的な取り組 み方法を指導 することに しておりま す。

さらに 、こ うし た企 業の実践 例を取りまと めるととも に、地域振 興局

がら 、複 数の 整備パ ター ンによる 事業費の比 較や、スタジ アムがもた ら
す経済 効果 など を含 めて、 多くの方々に 受け入れら れるスタジ アムのあ

躍 に取 り組 む県内 企業 を総合 的にサポー トするなど、 働き方改革 の普及

等 に配 置する 「働 き方 改革推進 員」の活動 を通じ、広く 県内企業へ 周知

な お、 スタ ジアム の拡 張可能性 については 、協議会の中 でも当然に 議

を図 って まい りま す。加 えて、所 定外労働の 削減や多様 な休暇制度 の導

り 方を 議論す るこ とに しており 、県民や議 会にもその内 容をお示し して

論さ れる もの と考 えてお りますが 、いずれに しても、様 々な角度か ら幅

入な ど、 両立支 援や 働き方 の見直しに 取り組む中小 企業等に対 する助成

する ほか 、経済 団体 と連 携しながら、 仕事と家 庭の両立支 援や女性の 活

広く 検討 を行い 、費 用対効 果の高い施 設となるよう 実現の道を 探ってま

に つい て、今 後は 、女 性の活躍 に取り組む 企業も対象 とするなど 、これ

まいりま す。

いり ます。
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まで の効 果を十 分に 見きわ めながら、 その拡大 等についても検 討してま

この ため、 まず は最 大の市場 である台湾 をターゲッ トに、私自ら 航空

への 広告 支援等 を行 い、 運航実績 の着実な上積 みを図ると ともに、個 人

会 社等 に対す るト ップ セールス を引き続き 行うほか、 旅行エージ ェント

次に、 民泊解禁へ の対応と規制 でございま す。

客 のニ ーズ の掘 り起 こしに向 け、秋田犬 との触れ合 いをはじめ とする本

い ります。
住 宅宿 泊事 業は 、イ ンバウンド 対策を含め 、県内宿泊 者数の増加 に取

県 なら ではの 魅力 的な 旅行商品 の造成を促進 し、チャー ター便の定 期便

一 方で 、国際 チャ ータ ー便の定 期便化に向け ては、航空 会社におけ る

り 組む 本県に とっ て、 多様な宿 泊ニーズに応 える選択肢 の一つと考 えて
間 でト ラブル が発 生し ている 事例があると 伺っており ますが、そ の大部

採算 性の 面か ら、一 定の アウトバ ウンドの確 保を図る必 要があり、本 県

化を目指 してまいり ます。

分は ルー ルを 守らな い宿 泊者によ る騒音やご み出し等に よるものであ り

にお いても 、日 本人 乗客数 の増加に向け た取り組み を強化して いくこと

おり ます 。この 事業 につい ては、一部 の大都市 において、 周辺住民との

ます。

とに 支障 が生 じる 場合 などに限ら れておりま す。県では 、こうした 法の

き たす 場合 のほか 、道 路等の 混雑や渋滞 を悪化させ、 日常生活を 営むこ

を可 能と してお り、 国の ガイドライン によれば 、学校等の 運営に支障 を

拡大 に向 けた県 民へ のＰＲ の強化や、 ツアー内容の 充実等を図 ってまい

続す るほ か、 官民 が一 体となって 、秋田発着 の台湾チャ ーター便の 利用

文 化、 スポ ーツ、 経済 など様 々な分野に おける草の根 交流への支 援を継

学旅行 の拡大や、県 内市町村と 台湾の行政 機関等との 交流に加え、 教育、

が 求め られて おり ます 。この取 り組みを進 める上で有 効な手段であ る修

趣旨 を踏 まえ、 県内 におけ る民泊の実 態や、地域の 実情に詳し い市町村

りま す。

法 律で は、合 理的 に認め られる限度 において 、条例によ り事業の制限

の 意見 などを 考慮 し、 現時点に おいては、 条例による 制限を行う 必要は
来 月十 五日 から は、民 泊の準備 行為として 事業者によ る事前届出 を受

見 込ま れる本 県に おい ては、介 護人材を安定 的に確保す る必要があ り、

少 子高 齢化 が進 み、生 産年齢人 口の減少と ともに介護 ニーズの拡 大が

次に、 介護人材の 確保でござい ます。

け 付け ること にな りま すが、こ の制度を広く 周知すると ともに、事 業者

若年 層に 対する 介護 の仕事 への理解促 進ととも に、介護人 材の裾野の拡

ないも のと判断し たところであ ります。

の適正な 運営を確保 しながら、 観光振興に生 かしてまい ります。

特定 の時 期に 集中 してい る国際チ ャーター便 について、 できる限り 運航

イ ンバ ウン ドの急 激な 増加に 伴い、現状 では、桜や紅 葉の見ごろ などの

本県 をダ イレク トに 結ぶ 国際航空路線 の充実が 必要となり ます。また 、

さ せる ことを 目標 にし ておりま すが、これ を実現するた めには、海 外と

数につ いて 、現 在の 年間約 十万人から、 二〇二一年 に二十万人 まで倍増

第三 期ふ るさ と秋田 元気創 造プランで は、県内に おける外国人 宿泊者

業者 の明 るい職 場や 、生き 生きと働い ている人の姿 を動画で紹 介する取

ティ ブな 印象 を払 拭し、 若者を中 心に新規就 労を促進す るため、介 護事

へ結びつける事業に取り組んでまいります。また、介護に対するネガ

いる 方々 に対し 、知 識や 技術を確認す るための 研修会を開 催し、再就 業

に 結び つける 事業 や、 介護福祉 士資格等を 持ちながら介 護現場を離 れて

体験等 を実 施す るこ とで、 活躍の機会を 広げ、生き がいや地域 貢献など

この ため 、来 年度か ら新た に、元気な 中高年齢者 を対象に介護 の職場

大 や、潜在的 な有資格者等 の人材の活 用が重要 であると考 えております 。

期間 の長 期化を 図り 、本県 の目指す通 年観光に結び つけていく ことも重

り 組み も始め てま いり ます。さ らに、介護 の負担軽減 を促進する ため、

次 に、台湾チ ャーター便の 定期便化に 向けた対応 でございま す。

要と なってきて おります。
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る よう 国に 求め たと ころであ ります。ま た、今月初 めには、国 の来年度

が挙 がっ ていた こと から、 直ちに国に 対し事実 確認を行いまし たが、国

介 護人 材不 足を 単一 の施策で打 開する特効 薬は存在し ないことか ら、

予 算案 の審議 が進 む中 、再度国 に対し、新屋 演習場が配 備候補地と され

介護 ロボ ット導 入に 対する 支援を行う とともに 、その普及に向 け、最新

今 後も 、「参 入促 進」 、「資質 の向上」、「 労働環境の 改善」を柱 に、

た場 合に は、速 やか に、当 該演習場に 配備する ことの合理 性や地域住民

会 審議前で、配 備先等につ いては決定 していな いとの回答であ りました 。

本県 の実 情に即 した 先進的 で効果的な 取り組み を総合的に 進めることに

の 健康 への影 響な どの 不安要 因について、 住民に対し 具体的かつ 丁寧に

のロボット技術に関する体験等ができるセミナーの開催などにも取り

よ り、 介護が 必要 にな っても 、住みなれた 地域で安全 ・安心に暮 らすこ

説明 する よう 申し入 れて おります 。その際に は、県や秋 田市に対して も

この ため 、仮に 新屋 演習 場を配備 候補地とする 場合には、 事前に説明 す

とがで きる社会づ くりを目指 してまいりま す。

説明 が行わ れる もの と考え ておりますの で、県とし ましても、 多様な視

組んで まいりたい と考えており ます。

次に、発達 障害者の支援 体制でござ います。

これ までも 、本 県の 自衛隊 施設は、地元 との協力・ 信頼関係の もとに

点か ら個別具体 的な説明を 求めてまいり ます。

重要 であ り、県 では 、県 立医療療育セ ンターに 発達障害者 支援センタ ー

存 立し てお り、住 民の 後押し により自衛 隊が任務を適 切に遂行で きる面

発 達障 害につ いて は、早 期に発見し て速やか に支援につ なげることが
を 設置 し、 発達障 害が ある方 やその家族 からの生活・ 就労等に関 する相

もあ るこ とか ら、 地元 の理解を十 分に得るこ とが肝要で あると考え てお

【教育委 員会教育長 （米田進君） 登壇】

私か らは以上で ございます 。

ります。

談に応 じているほ か、各地域 において巡 回相談を実 施しておりま す。
近年 、発達 障害 に関 する相談 が増加して おり、今年四 月から相談 員を
増 員す るとと もに 、巡 回相談の 箇所数を増 やすなど、 相談体制の 充実に
努め るこ とにし てお りま す。また 、様々な機会 を捉えて、 地域支援者 で

沼谷議 員から御質 問のありま した、高

校入 試制度の改 革についてお 答えいたし ます。

あ る市町村や 教育機関 、相談支援 事業所等を対 象とした研 修を行うな ど、 ● 教育 委員 会教育 長（ 米田進君 ）
身 近か な地域 にお いて も、切れ 目のない支援 を受けるこ とができる 体制

国 立精 神・神 経医 療研 究センタ ーが主催す る研修会等へ の派遣によ り、

診療可 能な 医療 機関 を増や していくこと が必要であ ります。こ のため、

でき る医 療機 関が各 圏域 に複数あ るものの、 患者数の増加 に合わせて 、

医 療体 制につ いて は、 現在、発 達障害の診断 ・発達支援 を行うこと が

た、 一般 選抜に おい ても 学力検査に加 えて面接 や調査書に より同様に 評

に より 、受験 生の 能力 や適性を 多面的・総 合的に評価し ております 。ま

自らが 出願 条件 をも とに作 成した志願理 由書や学力 検査、面接 、調査書

入学 者選 抜実 施要項 の中 で公表し ております 。選抜におい ては、受験 生

本 県で は前期 選抜 に当 たって、 各校が出願の 条件を明確 にしており 、

初めに、出 願条件や 配点基準の 明確化と公表 についてで あります。

専門 知識 を有す る医 師を 養成している ほか、来 年度からは 、この研修 を

価 し、 それ ぞれの 選抜 では、 各校で明確 に配点基準を 設けて実施 してお

づくりを 一層進めて まいります 。

受 講した医師 が講師と なって、医療従 事者に対 する伝達研 修を行うな ど、

ります 。

に、 他県の状況 なども踏ま えながら検 討してまいり ます。

配点 基準の 公表 につ きまして は、今回の 御意見等を参 考にすると とも

身近 な地 域で 必要 な医療 が受けら れる体制の 充実を図っ てまいりま す。
次に、イー ジス・ア ショアの配備計 画でござ います。
昨 年十 一月、 イー ジス・ アショア配 備の報道 があり、県 民に不安の 声
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最初 に、ス タジ アム のことで す。先ほど の御答弁の 中で、協議会 の方

で 検討 されて いく だろ うとか、 あるいは予 断を与える のはよくな いとい

次に、前期 選抜と一 般選抜の一本化 について であります が、本県で は、
平 成十 七年度 に受 験機 会の拡大 などを柱と した入試制 度の改革を 行い、

うこ とも ありま した 。し かし、そ うは言いつつ も、知事は これまで様 々

ろ な発 言をさ れて きて おります 。私自身、今 ここで何と か知事の、 知事

現在 は、 前期選 抜、 一般 選抜、二 次募集の合わ せて三回の 多様な受験 機
入 試制 度のあ り方 につい ては、毎年 検討を重ねて おり、今後 も、議員

自身 の思 いを伺 いた いなと 思っての質 問であり ましたので 、もう一回確

な とこ ろで 、ま さに その予断 を与えられ たのか分か りませんが 、いろい

御指 摘の 課題等 を踏 まえ、 中学生が自 らの将来 を展望する 契機となり、

認 をし ますけ れど も、 いわゆ るＪ１への拡 張、対応、 その可能性 を有す

会 を設け、希 望する高 校にチャレ ンジできる ようにしてお ります。

教 育を 取り巻 く環 境の 変化に 対応した入学 者選抜とな るよう、議 論しな

るよ うな スタ ジアム とい うことは 、それ自体 は知事とし ては前向きな お

気持 ちでお られ るの か、い やいやそれは なかなか難 しいだろう というよ

がら改 善に努めて まいりたい と考えており ます。
次に、教員 の負担軽減と 人材確保等 について お答えいた します。

【 知事（佐竹 敬久君）】

います 。

う なお 考えな のか 、そ の辺とこ ろをまず一 つお聞かせ いただきたい と思

道徳」や早 期からの 英語教育の 実施、プロ グ

御 指摘 のとお り、 二〇二 〇年から小 学校で全 面実施され る新学習指導
要領 には 、「特 別の 教科

ラ ミング教育 の必修化 など、新たな内 容が盛り 込まれてお ります。

に つい て、各 校へ 周知 してまい りました。 また、大学 と連携した 英語教

で「 新教 育課程 説明 会」を 実施するな ど、新学習指 導要領の趣 旨や内容

ます 。た だ、プ ロス ポー ツの場合 に、そのよう な最後のト ップリーグ で

Ｊ ２と かＪ１ とな りま すと、ま た、いろい ろな課題が 相当あろう と思い

ツ、優勝 しましたの で、これは一 定の条件が 整えばなる わけです。 ただ、

Ｊ２への昇 格について 、Ｊ３で今 のブラウブ リッ

育の 研修 や、民 間企 業等 によるプ ログラミング 教育の出前 授業を実施 す

す か、 そう いう ところ をやは り目指すと いうのは、 チームでも 当然、い

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

る など 、教 員の 資質・ 能力の 向上を図っ てきている ところであ ります。

つ まで もＪ２ でい いと いうこと ではないと思 います。で すから、そ うい

この よう な改 訂に 対応し 、県教育委員 会では、昨 年八月に県 内三カ所

さ らに 、来年 度か らは 、総合教 育センターに おいても、 新学習指導 要領

う状 況の 中で、 非常 にまた 強くなって Ｊ２で優 勝してＪ１ に行けるよう

れは サポ ータ ーも望 むこ とであろ うと思いま す。そうしま すと、やは り

を踏 まえ 、既存 の研 修内容 の改善を図 るととも に、新たな 謹座を設ける
今後 は、 この ような 取り組 みなどに加 えて、地域 や民間、大学 等の人

一定の Ｊ１ にな った ときに 、まあ観客数 も増えます しね、いろ いろな面

な そう いう状 況も 、こ れは可 能性はゼロで はありませ ん。また、 当然そ

材を積 極的 に活 用し 、教員 の負担の軽減 に努めると ともに、指 導力の向

で 効果 も非常 に大 きく なります ので、いわ ゆるそういう ところも一 定の

な ど、教員の 研修がより充 実するよう 計画して おります。

上 を図 ること によ り、 児童が主 体的に学ぶ ことができる 授業が展開 され

ありが とうござい ます。今、今 日からちょ うどＪ

想定はし ておかなけ ればならな いのではな いかと思い ます。
● 二番 （沼 谷純議 員）

るよう取 り組んでま いります。
以 上でござい ます。

リー グが 開幕 しま した。 Ｊ１にい るサガン鳥 栖も人口七 万人であり ます

し、 ヴァ ンフォ ーレ 甲府が ある山梨県 は人口八十五 万人ですが 、全市町

何点か再質 問させてい ただきます 。ネクタイ を褒

めて いた だいた ので 、ちょ っと再質問 しづらいとこ ろもありま すけれど

村 がホ ームタ ウン にな って、今 Ｊ２に落ち ましたけれ ども、ずっ とＪ１

●二 番（ 沼谷純 議員 ）
も。
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に定 着し てやっ てい ました 。ぜひ来年 度の協議 会では、県も市 も入るわ

そ こを御答弁お 願いします 。

こと も検 討をし てい ってい ただきたい なと思い ますが、知事、 もう一度

● 知事 （佐 竹敬久 君）

あの答 弁において も、「現時 点において は」とい

【知事（ 佐竹敬久君 ）】

け です けれど も、 やは り他県と 比べてもＪ １で頑張れ るんだとい う、秋
田でもできるんだというような、大きな夢のある検討もしっかりして
い って いた だき たい なと。何 か小さくま とまった出 来レースみ たいな検

ま すか 、話し 合い その ものを 否定はしてお られません でしたが、 仮に、

もう 一つ、 先ほ どイ オンに関 しても、知 事は、協議 のテーブル といい

えな がら 、こ の後の 状況 、ただ、 今の時点で 状況を見ま すと、そのよ う

と 常に 連携を とり なが ら、そ のような状況 を踏まえる という、そ の踏ま

うこ とが 県内で 広ま ってい く中で、一 番現場の 状況を確認 できる市町村

う ただ し書き がつ いて ございま す。この後届 け出があっ て、当然そ うい

この スタ ジア ム整備 に関 してイオ ン側が何ら かの資金的 な協力、そう い

な届け出 、あるいは、 例えば秋田 で言えば、 地方では農 家民泊がわり と、

討は していただ きたくないな ということ を、まずお 願いします 。

うも のを具 体的 に申 し出て きた場合には 、知事はそ れをお聞き するお考

た だ秋 田では 、組 合の 方で否定 的なところ が、ほとん どのマンショ ンが

まさ に知事おっ しゃるとおり 先手を打つ というこ

で あれ ば先 手を打 つと いう、 そこはいつ も考かなけれ ばいけない 状況で

多分 否定 的にと られ てい ますので、そ こら辺も 十分見きわ めつつ、必 要

えは ありますで しょうか。
【知事（ 佐竹敬久君） 】
それは 内容により けりでしょう 。全体計画 の中で

あろう と思います 。

● 知事 （佐 竹敬久 君）

どの よう な、 まあ 秋田 市がその理 解が得られ るような、 地元の理解 とい

●二番 （沼 谷純議 員）

と で、 何か起 きて から 事後的に 対応すると いうことで はなくて、 早目早

うも のも 必要で ござ います 。また、そ ういうものが 一定の前提 になりま
す ので 、そう いう 範囲 の中でそ ういう可能 性があれば 、そういう ものに

最 後にイージ スのこと だけ伺いま す。

目の対 応を民泊に 関してもお願 いしたいと いうことで 、知事にも う一点、

ぜひ幅 広くという 検討の中で 、そういう 申し出な

先 ほど 知事の 御答 弁の中 で、国に

したが、 国にいろい ろ説明を求 めているんだ と。先ほど の答弁の中 では、

ほかの議員 の方にも再 三そうで

ついて は頭から否 定するという 立場ではご ざいません 。
● 二番 （沼 谷純議 員）

り 何か アクシ ョン があ ったとき には、きちん と受けとめ ていただき たい
なという ふうに思い ます。

舎 では ない んだと いう ことで は私はない と思います。 先ほど条例 制限の

もあ りま した。 これ は都 会であること で、田舎 ではないん だ、高質な 田

戸 で民 泊の部 屋に 女性 を監禁し たというよ うな事件が起 きたという こと

そうい った 話と いう ことが ありました。 ちょうど昨 日のニュー スで、神

ど、 いわ ゆる 民泊で 問題 が生じる のは、ルー ルを守らない ごみ出しと か

性が ある わけ です ね。そ ういうこ とでいいま すと、この 二月議会は 大変

前 にそ うい った事 前の 説明で すとか何ら かの国のアク ションがあ る可能

この 二月 議会が ある 意味 においては、 この次逃 すと六月で すから、そ の

調 査に 入ると 、そ れが いつのタ イミングか はっきりしま せんけれど も、

込んだ こと で質 問し たかと いえば、この 後、国の予 算が成立を し、適地

うなお話があったと思いますが、私がなぜ今回ちょっとここまで突っ

説 明が あっ たとき に多様な視点 から判断を していくと いうよ

必要性 、ないとい うふうに知 事は御判断 されたという お話ありま したが、

重要 だな と私は 思っ ていま す。ちょっ と、多様な視 点から説明 を求めま

多 様な

もう 一度 そこは しっ かりと 、そういう 形で早急に判 断をしてし まわない

す とい うぐら いの 答弁 だと、ち ょっと具体 性に欠ける なと。知事 として

そ れか ら、民 泊の 関係 もちょっ と伺いたいな と思ってい ました。先 ほ

で 、じ っくり とそ うい った議論 もしながら 、本当に大 丈夫なのか という
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いく 責任 がある と思 いま すけれど も、その辺も う少し、こ の後のその お

受 けと めてい く、 ある いは県民 の皆さんに も知事自身 としても説 明して

は、 どう いう説 明を 求め、 また、どう いうこと でそれを知事自 身として

れ ば東 京に どう ぞと 言いたく もなります が、そうい うことも含 めて、知

よう な、 私とし ては 詭弁 としか思 えない答弁を されており ました。で あ

ジ ス・ アショ アを 配備 すると、 その地域は むしろ狙わ れなくなる という

自身 とし ても判 断を してい ただきたい と思いま すし、防衛大臣 は、イー

事の 方でしっか りとやりとり をしていた だきたいと 思います。

考 えをお聞か せいただ きたいと思 います。
【知事 （佐竹敬 久君）】
然 でございま す。ただ、そ のほかにも 相当専門 的な技術的 な面について 、

てい ると 。た だ、そ うは いっても 他県とは大 分開きがあ る公表状態で あ

今 現在 も公表 して いる し、し っかりと内部 ではその基 準をもって 採点し

最後に、教 育長に一 点再質問し ますが、先 ほどの配点基 準の公表で す。

これ 自分 で言 うのも なん ですけれ ども、私の 、まあ自分 のネットワー ク

るこ とは間 違い あり ません 。検討してい くというこ とですが、 具体的に

今、 沼谷議員が 幾つかお 示ししたこ と、あれは当

の中では プロがたくさ んいますの で、かなり 専門的領域 に触れること を、

いつころまで、あるいはどういうふうにというところ、もう一歩踏み

●知事 （佐 竹敬 久君 ）

こ れは ぶつけ てい くと いう。ま た、この種 のものは、 今一番なのは 、や

込んで 御答弁をお願 いします。

今、答弁の 中で申し上 げたのは各 学校

【 教育委員会 教育長（米 田進君）】

はり 幾つ かの不 確定 要素 があります。 例えば、 イージス・ アショアと い
う のは ロケ ットの こと を言う のではなく て、あのシス テムです。 あそこ

●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

－

の前 期選 抜のこ とな んです が、出願の 条件、これは この実施要 綱があり

３ブロ ック２Ａ、 これはまだ 完成形では ないわけ

です 。で すから 、そ れが完 成形になっ たときに、果 たして今の 設計基準

ま すが 、この 中で 各学 校の分全 て細かく出 しておるも のでありま す。そ

に導 入す るの がＳ Ｍ

１の レー

と 同じ かどう かと いう こともご ざいます。 あるいは、 ＳＰＹ

段 階で いつま でに とい うのはち ょっとまだ難 しいのです が、いろい ろな

の であ りま すの で、こ の後い ろいろ担当 の課を中心 に検討して 、今この

れで 、実 際配点 の基 準で すが、こ れは各学校に よってそれ ぞれ異なる も

－

る のか とい う、 こうい う不確 定要素がた くさんござ います。あ るいは、

ダー シス テムが ＳＰ Ｙ

ＶＬＳにおさ まります

－

ＳＭ

観点 から 早急に まず 検討し ていきたい という、 まずそこま での答弁にと

－

６ 、この 場合 に、同 じあそこの Ｍｋ４１

６にな ったときに 、どのような 電磁波状況 にな

けれども、その際に、そういうものをおさまるとなると前提の説明と

ど まらせてい ただきたいと 思います。
●副議長 （竹下博英 議員）

十 三番沼谷議員 の質問は終 わりました 。

違 って きます ので 、そ こら辺 がどうなのか と、いっぱ いあるんで す。で
すか ら、 非常 に、五 年後 、六年後 は変わる要 素がたくさん ございます の

午後零 時六分休憩

暫時休憩いた します。

の 説明 と、何 段階 も必 要になる と思います 。これはやっ ぱりそこま では

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯

で、そ こら 辺を 相当 詰めな いと、一回の 説明と、実 際に今度は やるとき
です ね、 しっか りい ろい ろな面で研究 ・調査し てございま すので、相 当

二

番

番

石

川

加賀屋

徹

千鶴子

三十八名

司

四

員

彦

議

午後 一時三十分 再開
井
清

そ ういう先ま で見通し た、国に対し説 明を求め たいと思い ます。

薄

方

席
番

吉

出
一

番

今、知 事から、か なり専門的な お話もあり ました。

県民の皆さんは専門家ではありませんので、逆に非常にわかりやすい

三

●二番（ 沼谷純議員 ）

シ ンプ ルな意 味で も、 しっかり と情報の国 の開示をも って、そし て知事

- 162 -

本

俊比古

生ま れ育 った秋 田を 次の世 代へしっか りと継承 していくべく、 秋田が直

太

杉

雄

番

佐 々木

六

番

面 する 課題に 向き 合い ながら真 摯に勉強を 重ねながら 、私自身し っかり

五
喜

太

信

健

藤

木

佐

鈴

番

番
十

八

七
里

と成 長し てまい りま すの で、今後 とも御指導の ほどよろし くお願いい た

麻

正一郎

藤

藤

加

佐

番

番

九
十 二 番

し ます 。そ して 、本 日初めて の一般質問 の機会を与 えてくださ いました

人

晃

茂

正

浦

原

三
鈴

小

十 一 番
十 五 番
山

先 輩議 員に対 しま して 、心から 感謝を申し上 げます。そ して、日ご ろか

純
平

大

谷
十 七 番

雄

沼
浩
東海林

木

十 三 番
武
原

ら私 の活 動に御 協力 、御理 解をいただ いており ます皆様方 から本日傍聴

橋
十 九 番
菅
下
勝

続 で過 去最 高を更 新し ました 。しかし、 首都圏を中心 にインバウ ンドの

彦

髙
ひと み
二十 一番
竹
口

健 一郎

増加 に沸 く一 方で 、東 北を訪れた 外国人観光 客数は全体 の一％と少 ない

晴

十 六 番
川
治
二十四番
田
谷

賢一 郎

状況 であ ります 。言 い方を 変えれば、 伸びしろも大 いにあると いうこと

に お越 しいた だい てお ります 。皆様方にも 感謝を申し 上げまして 、本定

石
英
孝
二 十七番
土
藤

敏

で あり ます。 この よう な状況の もと、国は 二〇一六年 度を「東北 観光復

洋

十 八 番
部
雄
子
三 十 番
近

藤

正

一

興元 年」 と位置 づけ 、二 〇二○年 までに東北の 外国人宿泊 者数を、二 〇

例会ラ ストバッタ ーの一般質 問を務めさせ ていただき ます。

渡
藤
幸
一
三十二番
佐

田

司

一 五年 の三 倍の 百五十 万人に 押し上げる ことを目指 しています 。東京五

文

二 十 番
佐
英
範
三十 四番

柴

口
有

司

博

二十 二番
原
浦
嘉
一
三十七番

川

田

康

初めに、イ ンバウンド観 光振興につ いてお伺 いいたしま す。

二 十五番
三
藤
鉱
明
三 十九番

鶴

林

英

二十 九番
工
藤
隆
衛

四十 一番

北

博

三 十一 番
加
松
美恵子

四十三番

まず 、外国人へ の情報発信 、認知度向上 についてで あります。

三十 三番
小
関
一

聡

三十 五番
大
田
洋

二〇 一七年 の訪 日外 国人旅 行者数は約二 千八百六十 九万人と、 五年連

三 十八番
小
木

悦

四 十 番
鈴

な お、 インパ クト がある 情報や印象 的な写真 、動画など は、ＳＮＳ の

頼を得て いることが 分かります。

光情 報の 入手 先は 、個人 の体験に 基づく口コ ミ情報が大 きなシェア と信

の 親戚 や知 人から の情 報が一 七％となっ ております。 このことか ら、観

いで フェ イスブ ック やツ イッターなど のＳＮＳ が二一％、 第三位が自 国

も 多く の人が 役に 立っ たと答え ているのが 、個人のブロ グで三〇％ 、次

による と、 訪日 外国 人が出 発前に日本の 旅行情報を 得るため活 用し、最

てい るの でし ょうか 。観 光庁が発 表している 訪日外国人の 消費動向調 査

で は、 外国人 が日 本の 観光情報 を得る場合、 どのような 媒体を活用 し

がありま す。

輪 を控 え、秋 田で もこ れまで以 上にインバウ ンド誘致を 推し進める 必要

四 十二 番

地方自治法 第百二十一 条による出 席者

♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯

休憩前に同 じ
休憩前 に引き続き 会議を開き ます。

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

日 程第 一、 一般 質問を 継続いた します。五 番佐々木議 員の発言を許 し
ます 。
自由 民主党会派 の佐々木雄 太です。昨 年十月

【五番（佐 々木雄太議 員）登壇】 （拍手）
● 五番（ 佐々 木雄 太議 員）

の補欠 選挙におい て、にかほ 市選挙区から 当選をさせ ていただき ました。
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す 。そ こで、 秋田 県内 を訪れた 外国人観光 客のツイー トやブログ などの

共有 、シ ェアの 機能 を利用 することで 簡単に拡 散しやすい特徴 がありま

状況と 併せて、県 の計画とその 活用方法を お伺いいた します。

平 時に は観光 情報 の発 信などに も活用でき ると思いま すが、さき の整備

を含 め、 二〇二 〇年 までに 全国的な整 備完了を 目指しているよ うです。

次 に、 イン バウ ンド に係る取り 組みの県内 各地域への 波及効果に つい

話題 につ いて、 情報 収集 や解析を 行うことは、 県内の観光 資源に対す る
外 国人の関心 度や満足 度などを測 るための貴 重なデータで あるととも に、

てで あります。

平成二十九年の速報値によると、外国人旅行消費総額は、前年比一

観 光地 の魅力 がど の程 度認知さ れているのか を知るため の有効な調 査手
法で ある と思い ます が、分 析は行って いるでし ょうか。分 析されている

七 ・八 ％の四 兆四 千百 六十一 億円で、五年 連続で過去 最高を更新 してい

ます。訪日外国人旅行者数は、平成十五年に政府が「ビジット・ジャ

と すれ ば、良 い面 や課 題を含 め、その結果 に対してど のような見 解を持
また 、市町 村で は、 インバウ ンドを進める 専門職員を 配置してい ると

パ ン事 業」を 開始 して 以来、い わゆるリー マン・ショ ックや東日本 大震

ます 。政 府は 、これ を二 〇二〇年 までには八 兆円とする 目標を掲げて い

こ ろが 少ない と思 いま す。県に おいて育成 し、市町村 と連携して事 業を

災な どの 困難が あり なが らも、消費額 とともに 増加基調を 維持してき ま

ち、今 後の事業に 生かしてい くのか、お伺 いいたしま す。

進める 考えはないか 、お伺いい たします。

し た。 これ は、日 本が 海外に 向けてイン バウンドの受 け入れを積 極的に

－

次 に、県内観 光地におけ るＷｉ

呼び かけ てき た姿 勢や 政策が、海 外からの前 向きな評価 につながり 、実

Ｆ ｉ整備の 状況につい てであります 。

前段 の質 問で 引用 した観 光庁の調査に おいて、日 本滞在中の 情報源で

と なっ ている 実態 がう かがわ れます。私も 、Ｗｉ

Ｆ ｉ環境の整 備は、

Ｆｉサービ スは旅行に 不可欠なイ ンフラ

す る情 報が四 三％ とい う結果で ありました。 これらの調 査結果から 、外

問 いに は、 交通 手段に 関する 情報が四五 ％、次いで Ｗｉ

Ｆｉ 整備に関

ネッ トが 十七％ でし た。 また、日 本滞在中にあ ると便利な 情報を聞い た

トが六九％、他を引き離して高く、次いでパソコンを用いたインター

首都 圏を 中心 とした 大都 市や観光 都市にもた らされてきま した。観光 事

に 向け て積極 的に ＰＲ してき た結果とはか け離れてお り、恩恵の 多くは

私の 地元 にかほ 市で も同様 であると感 じていま す。これは 、政府が海外

わ って いない 、他 地域 と比較し てニーズが低 い水準にあ るとしてお り、

は 、遅 れた 理由 を、海 外市場 から東北地 方が知られ ていない、 魅力が伝

きく 遅れ をとっ てお りま す。県が 策定した「観 光復興対策 実施計画」 で

し かし 、イン バウ ンド の受け入れに ついて、 本県を含め 東北地方は 大

を結んだ ものと考え ています。

利用 者の 利便 性のサ ービ スとして 、また、本 県観光の魅力 向上に資す る

業は、 観光 客数 の増 加とと もに消費額が 増えるとい うことが大 変重要で

役に 立っ たもの を聞 いたと ころ、スマ ートフォンを 用いたイン ターネッ

ツール の一 つと して 、首都 圏に留まって いる観光客 に秋田へ足 を伸ばし

あ りま すが、 本県 が取 り組んで きたインバ ウンド事業に よる県内各 地の

－

国人 旅行 者にと って 無料Ｗ ｉ

て いた だく貴 重な 取り 組みの一 つであると ともに、リア ルタイムに 県内

波及効果 がどの程度 であったの か、お伺い いたします 。

－

－

Ｆｉ環境 がど

－

－

Ｆｉ 環境の整備 について、 地方

次に 、県内観光 地の二次交 通アクセス についてであ ります。

なって誘 客に取り組 む考えはない のか、お伺 いいたしま す。

感で きて いな い地 域もあ ると思い ますが、そ ういった地 域と県が一 緒に

併 せて 、地 域によ って はインバ ウンド自体 がほとんどな く、恩恵が 実

の観 光情 報を紹 介し ても らえる機会の 拡大につ ながるもの と考えてお り
ま す。
そこ で、 現在 、本 県におけ る観光地を 中心とした Ｗｉ
の程度整 備されてい るのか、お伺 いいたしま す。
ま た、 国では 、防 災等に 資するＷｉ
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訪 問す ること への 抵抗 感につ いて、「移動 できるか不 安だから」 という

きて いる ものの 、二 〇一五 年は東北六 県で下か ら二番目で あり、東北を

と 、本 県のイ ンバ ウン ド延べ宿 泊者数は、二 〇一一年か ら徐々に伸 びて

こ とで はあ りま せん 。しかし 、さきの「 観光復興対 策実施計画 」による

であ りま すが、 他の 地域 と比較し ても決して資 源が不足し ているとい う

源 がた くさん 存在 しま す。もち ろん、訪れ る方々の旅 の目的はそ れぞれ

うい った 方々 をさら に県 内各地へ 誘導し、滞 在型周遊観 光を楽しんで い

だ いて おりま す。 にか ほ市と 二次交通アク セスが確立 されること で、こ

ほ」 では 、今年 度は 一千人 を超える方 々からガ イド派遣を 利用していた

島 ジオ パーク の認 定に より、観 光地としての 魅力が一つ 加わった「 にか

事 も私 と同 じ見 解を お持ちで あると思い ます。二〇 一六年の鳥 海山・飛

観光 誘客 の窓口 とし ても 大変重要 な地域である と思います 。これは、 知

に かほ 市は、 秋田 県の 南の玄関口と して、経 済活動はも とより、本 県

地域観光 の命綱でも あります。

理由 が上 位に 来てお り、 首都圏と 離れた不慣 れな地域で の交通アクセ ス

ただ くこと も可 能で はない かと思います 。県には、 こういった 需要を掘

私が ここで 述べ るま でもなく 、県内各地 には魅力的 な観光地や観 光資

に対 する不 安感 が率 直な意 見として挙げ られていま す。観光客 への満足

り 起こ してい ただ くた めにも、 二次交通ア クセスの整 備に積極的に 取り

ま た、 二〇 一七年 の秋 田県への クルーズ船 の寄港は二十 五回となり 、

度 調査 でも、 「ア クセ ス」は、 他の調査項 目に比べて 満足度が低い 現状
一 例と して 、私の 出身 地である にかほ市を 取り上げさせ ていただき ま

過去 最高 を記 録し まし た。今年も 既に二十四 回が予定さ れているよ うで

組んで いただきたい と思います 。

すが 、平 成二 十五 年の デスティネ ーションキ ャンペーン の際は、全 国的

あり ます 。クル ーズ 船から の誘客につ いては、大曲 の花火やク ルーズ列

となっ ております。

な宣 伝戦 略が展 開さ れ、秋 田新幹線の 新型車両投入 の効果もあ り、本県

次に 、本県の火 山対策につい てお伺いた します。

車 を運 行した 竿燈 まつ りなどが ありますが 、由利地域 に対しても 、二次

果が 確認できま せんでした。 残念ながら 、にかほ市 では、観光 入込客数、

今年 一月二 十三 日午 前十時二 分頃、群馬 県西部草津 白根山の本 白根山

を 訪れ る観光 客は 全体 で伸びて おります。 しかし、当 時は、秋田 市や男

宿泊 客数 ともに 前年 よりも 減少してい ます。こ れには様々 な要因がある

鏡 池北 火口か ら突 然噴 火が起 きました。火 口から一キ ロ以上離れ たとこ

交通ア クセスを利 用した誘客促 進を実施し ていただき たいと思い ますが、

と 思い ますが 、や はり 大きな 要因として、 秋田空港や 秋田駅から の二次

ろま で噴 石が 飛んだ こと が確認さ れ、近くの 草津国際スキ ー場で訓練 中

鹿市 、新 幹線沿 線の 観光 地でにぎ わいが見られ た一方、に かほ市や由 利

交通 アク セス の不便 さが 挙げられ ます。にか ほ市では、二 次交通アク セ

だった陸上自衛隊員一名が噴石に当たって亡くなったほか、隊員やス

二 次交通アク セスの整 備に対する 県の考え方を お伺いいた します。

スの充 実と 周知 を図 るため 、民間が主体 となって「 観光二次ア クセス協

キ ー客 ら複数 のけ が人 が出まし た。このた びの噴火で亡 くなられた 方の

本 荘市 の由 利地 域では 、大型 イベントで あったにも かかわらず 、その効

議 会」 を設置 して おり ます。既 に「秋田空 港からにかほ 市内間」、 「庄

御冥 福を 心から お祈 り申 し上げます。 けがをさ れた方々の 一日も早い 全

本白根山や北側にある白根山など複数の山は、合わせて「草津白根

内空 港か らにか ほ市 内間 」、「市内か ら鳥海山 エリア間」 での運行を 開
の、 料金 設定 や便 数の状 況から、 利用者の満 足度の改善 などで十分 な効

山」 と呼 ばれて おり ます。 一九八三年 十二月に噴火 した白根山 は、再び

快 を併せて願 っており ます。

果が 期待 できる とこ ろまで には至って おりません。 他地域も同 様に、公

噴 火す る可能 性が 高い と予測さ れており、 監視カメラ を設置する など警

始 して おり ます。 しか し、従 来よりも利 便性の向上は 図られてい るもの

共 交通 機関が 限ら れる 中、二次 交通アクセ スの利便性 を高めるこ とは、
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予 測が 難し い「 水蒸 気噴火」 と見られて います。こ うしたこと から、気

でい ませ んでし た。 噴火 の種類も 、前触れなし に突然起こ ることが多 く

の 記録 がなく 、専 門家 も想定外 で、監視カ メラなど観 測網の整備 も進ん

戒を して いまし たが 、今回 噴火した本 白根山は 、三千年以上大 きな噴火

ラ を設 置して いま す。 しかし、 仮に噴火が起 これば、カ メラで確認 はで

鳥 海山 の観 測体 制と しては、 現在、上郷 小学校付近 に気象庁が 監視カメ

火に つな がる異 常な 兆候 があって もおかしくな いと言われ ております 。

だ った 火山活 動の 報告 はありま せんが、過 去の経験か ら、今後、 いつ噴

多く の方 が訪れ る、 登山者 に大変人気 の山とな っております。 現在は表

そ こで 、費用 や技 術面 、景観配 慮の必要性等 の課題はあ りますが、 避

象 庁は 噴火前 、草 津白 根山の噴 火警戒レベル を一から二 以上に引き 上げ
火 山対 策につ いて は、 死者・行 方不明者六十 三名を出し た二〇一四 年

難所 機能 を兼 ね備え た観 測網の整 備について 、県が主体 となって進め て

きると思 いますが、 異常を感知 するには難 しいのではな いかと思い ます。

九月 の長 野県 ・岐阜 県境 にまたが る御嶽山の 噴火を教訓 に、活動火山 対

いく考え はないか、見 解をお伺い いたします 。

ることが できません でした。ま さに想定外 だったのです 。

策特 別措置 法が 改正 されま した。この法 改正により 、関係自治 体は火山

とこ ろで 、北 海道 の十勝 岳を抱える関 係自治体で は、十勝岳 の火山泥

鳥海山を抱えるにかほ市は、ひとたび噴火が起きれば、広範囲にわ

四十 九活 火山 が火 山災 害警戒地域 に指定され ております が、周辺の 自治

流対策基 本計画を策 定し、泥流対 策に取り組 んでおりま す。同計画 には、

防 災協 議会を 設置 し、 噴火警戒 レベルに応 じた住民や 登山者への情 報伝

体延 べ百 五十五 市町 村のう ち、住民や 登山者向けの 具体的な避 難計画を

土 砂災 害を抑 える ため 、「砂防 施設」の配 置が盛り込 まれており 、十勝

たっ て火 山泥流 の氾 濫に 見舞われ、そ の規模は 日本海にま で達すると の

策 定し たのは 、五 十一 市町村に とどまって おります。 草津白根山 がある

岳に は多 くの砂 防施 設が 配置され ております。 しかし、こ うした砂防 施

達方 法や 避難ル ート など の対策を、地 域防災計 画に盛り込 むように義 務

草津 町は 作成し てい ませ んでした 。本県には、 鳥海山、栗 駒山、秋田 駒

設 を造 るに は、 長い年 月と多 くの費用が 必要となり ます。火山 泥流被害

被 害予測が出 されてお ります。

ヶ 岳、 八幡 平、 秋田焼 山、十 和田の六つ の活火山が あり、この うち八幡

の 防止 のため 、火 山砂 防施設等 のハード整備 を進めるこ とについて 、県

づ けられまし た。日本 国内には百十一 もの活火 山がありま す。そのう ち、

平 を除 く五つ の常 時観 測火山の 関係市町村及 び県は、火 山災害警戒 地域

の見解を お伺いいた します。
たしま す。

次 に「 次世代 農工 連携 拠点セン ター（仮称） 」構想につ いてお伺い い

に指 定さ れてま す。 秋田駒 ヶ岳は避難 計画を策 定済みであ りますが、鳥
海 山、 栗駒山 、秋 田焼 山、十 和田の四つの 活火山の避 難計画は、 いまだ
整備さ れておりま せん。
ま さに 減災で あり ます 。国民・ 県民の生命 と財産を守る ことが国や 地方

人間 が機 械を調 整し てい たのに対し、 人間の代 わりにＡＩ が機械を自 動

ま す。 様々な モノ がイ ンターネ ットにつな がるようにな り、これま では

ＡＩや Ｉｏ Ｔに 代表 される「 第四次産業革 命」が世界 的に進展し てい

公共 団体 の責務 であ り、 活火山を抱え る本県に おいては、 未整備箇所 の

制 御す るよ うにな りま す。生 産性の向上 や付加価値の 創出による 賃金の

災害を完全に 防ぐことは できません が、被害 を抑えるこ とはできます 。

避 難計 画を 早急に 策定 すべき と考えます が、知事の御 所見をお伺 いいた

を聞 いた とき、 私自 身、い ま一つ飲み 込めないとこ ろがありま したが、

上昇 、人 手不 足の 解消に 寄与する と期待され ております 。正直、こ の話

次に 、鳥海 山の 観測 体制と火 山泥流対策 についてお伺 いいたしま す。

先 月、 東京ビ ッグ サイ トで行わ れました、 アジア最大 級のエレク トロニ

します 。
鳥 海山 は、こ れか ら暖か くなると、 貴重な高 山植物を楽 しもうと毎 年
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ショ ンを 多数出 展し てい るのを目 の当たりにし 、なるほど 、ＡＩやＩ ｏ

多くの企業がＡＩやＩｏＴといった技術を活用した製品、ソリュー

クス 製造 ・実装 装置 の技術 展「インタ ーネプコ ンジャパン」を 視察し、

帰 への 取り 組み を積 極的に推 進している 企業の一つ であります が、これ

と地 方が 進める 地方 創生 事業の本 社機能の地方 移転等を契 機に、地元 回

こ とが できる もの であ ります。 総合産業機 械メーカー 「コマツ」 は、国

うに 修正 する自 動走 行や、 場所ごとに 適切な肥 料散布を行わせ たりする

ま で培 ってき た産 業機 械技術を 活用して、地 元石川県の 農業の生産 性を

Ｔ の時代到来 を肌で感 じてまいり ました。
ま た、 ＡＩや Ｉｏ Ｔは、 製造業分野 に限らず、既 にありとあ らゆる分
は 、ロ ボット 技術 や情 報通信 技術（ＩＣＴ ）を活用し て、農業の 省力化

して 、最 先端 農業へ の開 発投資や 誘致を積極 的に行うこ とで、他県に 負

本 県に おいて も、 こう いった技 術やノウハウ を持つ大学 や民間と連 携

高める取 り組みを社 会貢献活動 の一環とし て行っていま す。

や高 品質 生産 を目指 す新 たな農業 「スマート 農業」を実 現しようとし て

けな い高付 加価 値農 産物の 開発や県内関 係企業の産 業振興につ なげてい

野で の活 用が始 まっ ていま す。農業も その一つ であります 。農林水産省

いま す。こ のよ うな 動きの 中で、昨年十 二月に、秋 田県立大学 における

くべ きであると 考えますが 、知事の御所 見をお伺い いたします 。

組 みについて お尋ねい たします。

最後 に、「 日本 一安 全で誰 もが安心して 暮らせる秋 田」の実現 の取り

「 次世 代農工 連携 拠点 センター 」設置構想 が県議会に 示されました 。同
構想 は、 システ ム科 学技 術部と生物資 源科学部 が連携し、 ＩｏＴ、Ｉ Ｃ
Ｔ 、Ａ Ｉ、 ロボッ トや ビッグ データなど を農業分野で 活用するこ とを見

警察 に先 駆けて 「高 齢者対 策室」を設 置するなど、 県内の様々 な情勢の

秋田 県警 察で は、 昨年、 高齢化率日本 一の秋田県 の特徴を捉 え、全国

の担い手 確保に資す る取り組みへ の最新技術 の導入を目 指すものと され、

変 化に 応じた 体制 を構 築し、各 種施策を積 極的に展開 してきたほ か、現

据え たも ので 、秋 田独 自のビジネ スモデル・ 生産体制の 構築など、 農業
現在 策定中の次 期中期計画 に盛り込む とのこと であります。

況 が続 くもの と考 えら れます。 次世代農工連 携拠点セン ターの設置 構想

人 口減 少や 若者 の流出 による 労働力不足 などを背景 に、今後も 厳しい状

かし、善 良な高齢者 が被害者と なる特殊詐欺 は、手口が 悪質、巧妙 化し、

位 、犯 罪認知 件数 も全 国最少と 大きく報じら れたところ であります 。し

化 に取 り組 んで おりま す。そ の成果とし て、昨年、 刑法犯検挙 率全国一

場対 応能 力の向 上、 特に 若手警察 官の育成に力 を入れるな ど、警察力 強

は、 最先 端農業 で日 本一を 目指すべく 「秋田モ デル」を確 立し、しっか

社 会問 題とな って いる ことも 見過ごせませ ん。情報機 器端末の普 及拡大

本県農 業は、米政 策の見直しに 伴う価格の 下落懸念や 生産者の高 齢化、

り と次 の世代 につ ない でいけ る可能性を秘 めた取り組 みであると 思いま

に伴 い、 複数 県をま たぐ 犯罪、ま さに犯罪の ボーダレス化 が進行して い

警 察が 一体と なる ほか 、関係機 関・団体と 緊密な連携を 図り、さら なる

ると言 わざ るを 得ま せん。 これに対応す るために、 県警のみな らず全国

す。
そこで 、県 は、 県立 大学とと もにスピード 感を持って この構想を 推進
して いくべきと 考えますが 、知事の御所 見をお伺い いたします 。

天頂 衛星 初号 機「 みちび き」の測 位信号を利 用して、ト ラクターや コン

て 全国 でも 様々な 取り 組みが されており 、例えば、北 海道大学で は、準

数多くの木造船が漂着する事案が発生しています。さらには、ストー

国人八 名が漂着す るなど、私 の地元にか ほ市を含む県 内外各地の 海岸に、

昨 年十 一月 下旬に は、 由利本荘 市の本荘マ リーナ付近に 国籍不明の 外

犯罪の未 然防止に務 めていただ きたいと思 います。

バイ ンな どの農 業機 械をロ ボット化す る研究を行っ ています。 あらかじ

カ ーや ＤＶ、 児童 ・高 齢者虐待 事案につい ても、毎日 のようにテ レビや

また 、農業 への ロボ ット導 入については 、今後の本 格的な導入 に向け

め 走ら せたい コー スを トラクタ ー側に記憶 させ、コー スから外れ ないよ
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テ ィー の希薄 化、 規範 意識の変 化などが複 雑に絡み合 う犯罪であ り、現

新聞で報じられております。これは、家庭環境の変化や地域コミュニ

的 に用いた情報 発信にも取 り組んでま いります 。

在的 なニ ーズや 動向 を把握 する、デジ タルマー ケティングの手 法を戦略

案 への 対応な ど、 県警 察の活動 が秋田県の治 安情勢に大 きく影響す るこ

犯 罪防 止や 交通 事故 抑止、スト ーカーをは じめとする 人身安全関 連事

アや ウエ ブサイ トの 分析、 旅行会社等 へのヒア リング調査 等を実施し、

に 実施 した事 業に つい ては、北 東北三県が連 携して、ソ ーシャルメ ディ

そ れぞ れ事 業評 価指 標を掲げ 、効果検証 を行ってお り、平成二 十七年度

また、 東北観光復 興対策交付金 を活用した インバウン ド対策事業 では、

とは 間違 いあり ませ ん。こ れからも、 県民の安 全で安心な 暮らしを守る

事 業ご とに課 題や 改善 点を明 らかにし、次 回の取り組 みに反映さ せてお

代社会 を映し出し ている特徴的 な犯罪では ないかと考 えておりま す。

た めに 、県警 察に おけ る施策 や取り組みの みならず、 関係機関や 団体を

ります 。

なお 、当該 交付 金に ついては 、市町村に対 しても積極 的な活用を 働き

含め た総 合的 な対策 、時 代の変化 に応じた新 たな施策、 そして何より も
警察官個 々の対応能力 の向上に取 り組んでい ただきたい と思います。

か けて おり、 由利 地域 では、ジ オパークを 核とした旅 行商品の造成 を促

進 す る な ど 、 県 内 全 域 に お い て 、 地 域 の 市 町 村 が 連 携 し た 枠 組 み で、

そこ で、「日本 一安全で誰 もが安心して 暮らせる秋 田」の実現 へ向け、
一月 十五 日付で 新た に秋 田県警察本部 長に就任 されました 森末治県警 本

イ ンバウンド 誘客を図 る取り組みを進 めており ます。

－

Ｆｉ 環境の整備 でございます 。

県内 の観光 地に つい ては、国 の補助金等 を活用し、 県や市町村 による

次に 、Ｗｉ

組 みを、積極 的に推進 してまいり ます。

実施 して おり、 今後 も、 市町村と 一体となった インバウン ド誘客の取 り

地 域の インバ ウン ド誘 客に関わ る人材を育 成するため の研修会等 を随時

標の 設定 等を協 議す る段階 から関与し ているほか、 市町村職員 も含め、

県で は、 こう した 市町村 連携事業につ いて、その 進め方や事 業評価指

部 長の意気込 みをお聞 かせ願います。

県 当局の答弁 を求めま す。

以上、 壇上からの 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）

佐々木 議員の一般 質問にお答 えを申し上 げます。

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】
● 知事 （佐 竹敬久 君）

ま ず、 インバ ウン ド観光 振興につい て、外国人へ の情報発信 等でござ
います。

－

なって まい りま す。 海外に 向けた情報発 信について は、ＳＮＳ の普及等

にイ ンタ ーネ ットを 戦略 的に活用 した情報発 信が、今後ま すます重要 に

一層 の利便性の 向上に向け 、主要観光地 においては 、大都市圏 と同様に 、

施設の うち 八五 ％が 整備済 みとなってお ります。今 後、外国人 観光客の

られ てお り、 民間宿 泊施 設につい ても、観光 連盟の調査に よると、会 員

Ｆ ｉ環境の整 備が着実に進 め

を 踏ま え、国 や地 域の 特性に応 じて活用す る媒体をきめ 細かく選択 する

一定 のエ リアで 自由 に無 料Ｗｉ

観 光案 内所や 観光 施設 、道の 駅等のＷｉ

必要 があ ること から 、そ の都度、効果 等の分析 に努めてお り、例えば 、

い く必要があ るものと 考えております 。

近 年、 急速に 増加 して いる外国 人の訪日需要 を取り込む ためには、 特

台 湾や 韓国 ではパ ワー ブロガ ーの活用、 香港ではテレ ビと連動し たウエ

－

Ｆｉを利用 できる環境 の整備を進 めて

－

Ｆｉ環境 の整備につ いては、国 の計画に

おい て、 二〇二 〇年 までに 全国の主要 な観光・防災 拠点とされ る約三万

また 、防 災等 のた めのＷｉ

ど、 対象 マーケ ット を踏ま えた効果的 な手法により 展開してお ります。

箇 所で 整備を 推進 する ことにな っておりま す。県内で は、県と市 町村を

ブサ イト での ＰＲ 、タイ では著名 な俳優を活 用したテレ ビ番組の放 映な
今 後は 、オー プン データ やビッグデ ータを活 用し、外国 人旅行者の 潜
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県 では 、本庁 舎及 び第 二庁舎の 二カ所を整 備したほか 、今後、地 域振興

合わ せて 五百四 十八 箇所が 整備対象拠 点となっ ておりますが、 そのうち

大に結 びつけてま いります。

市 町村 への働 きか けを 継続し、 県内各地に おけるイン バウンド誘 客の拡

増加 につ ながっ てい る事例 も増えてき ており、 県としましては 、今後も

－

Ｆ ｉ環境を整 備するこ とにより、 災害時には 、

次 に、二次交 通アクセス についてで あります 。

局や県 立学校の五 十三カ所で整 備を進める ことにして おります。
こ れら の施 設に Ｗｉ

次に、 県の取り組 みの波及効 果についてで あります。

月に 運行を 開始 した 、男鹿 半島あいのり タクシー「 なまはげシ ャトル」

ウン ド誘 客を 拡大す る上 で重要な 取り組みで あります。 平成二十八年 四

訪 日外 国人観 光客 の個人 旅行への移 行が急速に進 む中、航空 機や新幹

平成 二十八 年の 「宿 泊旅行統 計調査」をも とに地域別 の外国人宿 泊者

に つい ては、 県が 構想 段階から 地元での協 議に参画し 、予約サイト の多

避 難者 等によ る情 報収 集や情報 発信のための 通信基盤と して利用で きる

数 を推 計する と、 秋田 ・男鹿地 域が全体の 三七・五％ の約二万五千 人と

言語 化へ の支援 等を 実施 しております が、今年 度は既に利 用者が五千 人

線を 利用 して本 県を 訪れる 個人旅行者 に対し、 空港や駅と いった主要交

最も 多く 、次い で仙 北地 域の約二万一 千人、鹿 角地域の約 九千人と、 大

を 超え 、こ のうち 外国 人利用 者が三百人 に達するなど 、大きな成 果を上

ほか 、平 常時に は、 外国人 観光客等の 観光関連 情報の収集 にも役立てて

規 模な 宿泊 施設を 有す る地域 が上位とな っております 。観光消費 額につ

げて おり ます 。こ うし た取り組み を県内各地 に広げてい くため、今 年度

通ターミナルから次の目的地への移動手段を提供することは、インバ

いては、宿泊による支出が大きなウエイトを占めることから、インバ

から、二 次交通の利 便性の向上や 、新たな整 備を検討す る市町村に 対し、

い ただきたい と考えており ます。

ウン ドに よる経 済効 果につ いても、こ れらの地域に 集中し、地 域間の偏

専 門ア ドバイ ザー の派 遣による 支援を行っ ており、に かほ市及び 由利本

荘市 にお いても 、地 域が 一体とな ったＰＲ活動 の展開や、 環鳥海エリ ア

りが 生じており ます。
外国 人宿 泊者数 が増 加して いる地域を 見ると、その 要因として 、例え

に おけ る二 次交 通のあ り方等 に関する検 討を進めて いるところ でありま

二次 交通の 改善 に向 けては、 行政はもと より、観光 事業者や交 通事業

ば 、仙 北地 域で は、田 沢湖高 原の宿泊施 設における 海外での積 極的な営
年では農家民宿における教育旅行の受け入れなども進み、地域全体で

者 など 、地域 の関 係者 が連携 して主体的に 関わってい くことが重 要であ

す。

イ ンバ ウンド 誘客 を拡 大しよ うとする機運 が高まって きているこ とが挙

ると 考え てお り、県 とし ましても 、地域の意 欲的な取り組 みに対し、 積

業 活動 や、秘 湯を 売り にした乳 頭温泉郷の効 果的な情報 発信に加え 、近

げら れま す。 インバ ウン ドによる 経済効果の 地域間の偏り の解消を図 る

な お、 クルー ズ船 からの 誘客につい ては、昨 年三月に、寄港 による経

極的に支援し てまいり ます。

で あり ますの で、 観光 連盟との 連携を図り ながら、地域 における民 間事

済効 果を 広く県 内に 波及 させることを 目指して 「あきたク ルーズ振興 協

ために は、 今後 、こ うした 取り組みを県 内全域に広 げていくこ とが重要
業者 への 働きか けや 、地 域一体となっ た態勢づ くりを支援 してまいり ま

議 会」 を設 立し、 官民 が一体 となった受 入態勢の強化 等を進めて おりま

次に 、火山対策 について、 避難計画の 策定でござい ます。

ただきた いと考えて おります。

すの で、 この 組織 を効果 的に活用 して、地域 での課題解 決につなげ てい

す。
また 、各 市町 村で インバウ ンド対策を 推進してい く上で、首 長のリー
ダー シッ プは欠 かせ ないも のであり、 近年、私自ら 行う海外ト ップセー
ル スに 市町村 長が 同行 し、積極 的にＰＲを 行った結果 、インバウ ンドの
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に 、迅速に避 難できる 体制の構築 が求められ ております。

であ り、 日ごろ から 登山 者や住民 に対して適切 に情報を伝 達するとと も

ぶ おそ れがあ る地 域に ついて、 事前に入山 規制や避難 を行うこと が重要

火山 の噴火 によ る被 害を防ぐ ためには、 噴石や火砕 流などの被害 が及

制 づくりを推 進してま いります。

ろで あり 、今後 とも 、万 が一の際 の被害を最小 限にとどめ る火山防災 体

火 山性 地震の 発生 状況 等を迅速 に情報伝達 できる仕組 みを構築し たとこ

気象 台、 市町村 等の 関係機 関と連携し 、避難小 屋や登山者など に対して

おりますが、策定に当たっては、その前提となる「噴火シナリオ」や

する 火山 防災協 議会 を組織 し、火山ご とに避難 計画の策定 に取り組んで

たハ ード ・ソ フト両 面か らなる緊 急対策を効 果的に実施 し、被害をで き

イ ンで は、火 山噴 火に 伴い発 生する土砂災 害に対して 、減災を目 的とし

恒久 的なハ ード 対策 には多大 な費用がか かることか ら、国のガ イドラ

次に 、火山泥流 対策について であります 。

「ハ ザー ドマ ップ」 、「 噴火警戒 レベル」を 、それぞれ 専門家の意見 を

る限 り軽減 する こと が重要 とされており 、そのため の計画策定 が求めら

本 県で は、秋 田焼 山など 五つの火山 について、隣 県や関係機 関で構成

踏ま え、段 階的 に定 めてい く必要があり ます。現在 、秋田焼山 について

れて おります。

鳥海 山にお いて は、 国が主 体となり、秋 田・山形両 県や学識経 験者等

は 避難 計画の 策定 作業 を進めて いるほか、 鳥海山、栗 駒山及び十和 田に
ついても計画策定の前提となる噴火警戒レベルの導入に向けた検討を

行動 の指 針とな るも のであ り、可能な 限り早急に策 定するよう 、引き続

避難 計画 は、 避難 する場 所や経路など を具体的に 示し、住民 等の防災

る こと にして おり ます 。今後、 実際の予兆 現象の発生 時に、これ らの対

ケッ トの 確保や 、人 家周辺 への大型土 のう設置など の緊急対策 を実施す

ろで あり 、噴 火の 予兆 があった場 合、既設の 砂防堰堤を 活用した土 砂ポ

に よる 検討 委員会 を設 立し、 平成二十六 年度に減災計 画を策定し たとこ

き 取り 組むと とも に、 地元市町 村との連携 のもと、登 山者や住民 に向け

策が 円滑 に行わ れる よう 、関係機 関と連携を図 りながら、 資材の備蓄 等

行 っていると ころであ ります。

た火 山情 報の周 知の ほか 、避難訓 練の実施等に 努め、県民 の火山防災 意

の 必要 な準 備を 進める など、 火山泥流に 対する減災 対策に取り 組んでま
いり ます。

識 の向上を図 ってまい ります。
次に 、鳥海山の 観測体制の整 備でござい ます。

全て の常時観測 火山につい て過去の噴火 履歴や現在 の監視体制 を精査し 、

視して おり ます 。ま た、国 では、このた びの草津白 根山の噴火 を受け、

大学 がＧ ＰＳ を使っ た観 測機器等 を設置する など、二十四 時間体制で 監

震 計や 傾斜計 など を同 市観音 森に設置して いるほか、 国土地理院 や東北

それ ぞれ の強み を生 かし た組織横断的 な教育・ 研究を行い 、将来の本 県

に とら われず 、農 学系 と工学系 を融合した 体制を新たに 構築した上 で、

に活用 して まい りま したが 、次期中期計 画において は、従来の 農学の枠

業試 験場 など 公設試 験研 究機関の 要請に応じ 、工学系の知 見を農業分 野

ま ず、 センタ ー設 置の 推進でご ざいますが、 県立大学に おいては、 農

次に、「次 世代農工 連携拠点セ ンター」構想 でございま す。

観測 機器 の追加 配置 等観 測網のさらな る整備を 検討するこ とにしてお り

農 業を 担う 人材を 育成 すると ともに、県 内企業の技術 支援に取り 組んで

鳥海 山につ いて は、 気象庁が 監視カメラ をにかほ市 上郷に、ま た、地

ま す。

設置 に当た って は、 ＩｏＴや ＡＩ、ビッ グデータなど 、目まぐる しく

いくこ とにしてお ります。

を通 じ、 避難小 屋へ の監視 カメラの設 置などについ て働きかけ てまいり

進 歩を 続ける 技術 を先 取りし、 スピード感 を持って検 討を進める ことは

こう した 国の 動向 を踏まえ 、県では、 火山防災協 議会におけ る議論等
ま す。 さらに 、火 山の 噴火を予 測すること は難しいと いう前提に 立ち、
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まら ない 、若者 から 関心 を持って もらえるよう な秋田の次 世代農業の あ

大 学と しての 目標 と役 割を明確 にし、単に 農業機械・ 器具の開発 にとど

もとより 、本県農業 の現状や課題 に対する認 識を関係者 と共有した 上で、

るこ とが できま した 。し かしなが ら、殺人や強 盗などの凶 悪事件が発 生

進 によ り、交 通事 故発 生件数、 死者数、負 傷者数とも に大幅に減 少させ

に、 検挙 率が全 国一 位、ま た、官民一 体となっ た交通安全総合 対策の推

ト ーカ ー及び ＤＶ 事案 の認知件 数は、高止ま りの状況に あります。 さら

し たほ か、 高齢 者が 被害を被 る特殊詐欺 や子供・女 性が被害者 となるス

今 後、 大学に おい て、農 業従事者や 県内企業など 広く学外者 の意見を

に、 交通 事故死 者数 に占め る高齢者の 割合は依 然として高 く、解決すべ

り 方をデザイ ンしてい く必要があ るものと考 えております 。
求め なが ら、ス ケジ ュール を含めて設 置に関す る検討を進 めていくこと

き 課題は山積 しております 。

のも とに、 「社 会環 境の変 化に対応した 警察機能の 強化」、「 犯罪の起

この よう な情 勢に基 づき、 県警察では 、平成三十 年の運営の 基本方針

に なり ますが 、県 とし まして も、農業の振 興のみなら ず、県内企 業の振
興の 観点 から も大学 と継 続的に協 議を行い、 できる限り 早期に構想が 取
りまとめ られるよう努 めてまいり ます。

Ｔ 等の 先進 技術の 活用 は、省 力化や大規 模生産を実現 し、高品質 な農作

生活 を脅 かす 事件 事故 や災害から 、どこまで も県民の安 全・安心を 守り

人 口減 少と 少子高 齢化 に直面す る本県の現 状を踏まえ、 県民の平穏 な

き にく い社会 づく りの 推進」な ど七項目を 重点目標に 定め、各種警 察活

物の 安定 生産 につ なが るものと期 待しており ます。こう したことか ら、

抜く 警察 を確固 たる ものと するべく、 警察活動の基 盤や産学官 民との連

次に 、農業への 先進技術の 導入と産業振 興でござい ます。

第三 期ふ るさと 秋田 元気創 造プランに おいては、自 動運転トラ クター等

携 を強 化しつ つ、 社会 環境の変 化に即した 施策を推進 し、「日本 一安全

動を推 進していると ころであり ます。

の ロボ ット農 機に よる 水稲の超 省力生産技 術の確立や 、パワーア シスト

で誰 もが 安心し て暮 らせ る秋田」 の実現に向け て強力に取 り組んでま い

農業 分野に おい ても 、高齢 化や担い手不 足が進む中 、ロボット やＩｏ

スー ツを 活用し た重 量作 物におけ る作業の軽労 化、栽培環 境を白動制 御

ま す。

五番 佐々木議員 の質問は終 わりました 。

追加提案い たしました 議案の説明に 先立ち、大 雪

な って おり ます。 また 、雪お ろし作業中 の転落等によ り、七名の 方が亡

間の県平均の一・四倍に達するなど、県南部を中心に記録的な大雪と

こ の冬 は、例 年に なく厳 しい寒波に 見舞われ 、累積降雪量が 過去五年

への対応につ いて申し 上げます。

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

【 知事（佐竹 敬久君）登壇 】

次に、日程 第二、知 事の説明を 行います。知 事の発言を 許します。

●議長 （鶴田有司 議員）

す るシ ステ ムに よる大 規模団 地での園芸 品目の安定 生産等に取 り組むこ
とに しておりま す。
また 、現在 、産 学官 で構成す る「秋田県 次世代農業 機器研究会 」にお
い て、 ＩｏＴ 技術 を活 用した 栽培管理シス テムの研究 開発等に取 り組ん
でお り、 研究 会の活 動や 、産業用 ドローンな ど、農業機器 の開発に取 り
組む県内企業 を支援す ることによ り、産業の 振興につな げてまいりま す。
私か らは以上で ございます 。
【警察本部 長（森末治 君）登壇】
佐 々木議員か ら御質問のあ りました、 「日本

くな られ ると とも に、百 四十二名 の方が負傷 されており ます。亡く なら

● 警察 本部 長（森 末治 君）

一安 全で 誰も が安 心して 暮らせる 秋田」の実 現の取り組 みについて お答

れま した 方々の 御冥 福をお 祈り申し上 げますととも に、被害に 遭われた

皆様 に心よりお 見舞いを申 し上げます 。

えいたし ます。
県 警察 では、 昨年 、刑法 犯の認知件 数が十六 年連続で減 少するとと も
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県で は、去 る十 三日 に「災害 連絡室」を 設置し、市 町村と連携し なが
ら 機動 的な除 排雪 に努 めるとと もに、危険 箇所の点検 や注意喚起 を行っ
てき たと ころで あり ます 。除雪費 については、 過去最高と なった平成 二
十 四年 度を 上回 るペ ースとな っているこ とから、今 回増額補正 を提案し
て おり ますが 、来 週に も、私自 ら関係大臣を 訪問し、道 路除雪や地 域の
共助 によ る除排 雪へ の支援 など、大雪 に関する 緊急要望を 行いたいと考

●議長 （鶴 田有司 議員 ）

次 に、日程第 三、予算 特別委員会への 議案付託

の 件を議題とい たします。

お諮 りし ます。 議案 第百六 号は、予算 特別委員会に 付託するこ とに御
異 議ありませ んか。

御 異議ないも のと認め ます。議案 第百六号は、

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】
●議長 （鶴 田有 司議 員）

予 算特別委員 会に付託され ました。

以上で 本日の日程 は全部終了 しました。

え ております 。
引き 続き 、屋 根の雪 おろし 事故等の防 止に向け注 意を促して まいりま

本日は、こ れをもって散 会いたしま す。
午後二 時二十四分 散会

すが、今 後、融雪期を 迎え、道路 法面等の雪 崩の発生や 、農業生産施 設、
果 樹な どへの 被害 の拡 大も懸念 されること から、関係 機関と連携し なが
ら、雪 害対策の徹底 に努めてま いります。
県 民の 皆様 には、 事故 に十分注 意していた だくようお願 い申し上げ ま
す。
次に 、追加 提案 いた しました 補正予算案 及びその他の 議案につい て説
明申 し上げます 。
この たび の補正 予算 案は、 国の補正予 算に係る事業 等について 計上す
る もの であ り、 林業・ 木材産 業の競争力 向上に向け た取り組み や意欲あ
る 農業 者の高 収益 な作 物・栽培 体系への転換 に対する助 成等を行う とと
もに 、公 共事業 につ いては 、土地改良 、河川等 の補助事業 や国直轄事業
の 負担金を計 上しておりま す。このほ か、今冬 の除雪費の 見込みにより 、
道路除 雪費等を増 額しており ます。
一般会 計補 正額 は、 二百二十 七億七千六百 三十七万円 であり、補 正後
の総 額は、六千 二百九十七 億七千二百九 十一万円と なります。
次に、単行 議案の主 なものにつ いて申し上 げます。
「 平成 二十 九年度 県営 土地改良 事業に要す る経費の一部 負担の変更 に
ついて 」は、関係 市町村の負 担額の変更 を行おうとす るものであ ります。
以上、提出 議案の概 要について申し 上げまし た。よろし く御審議の 上、
御可 決賜ります ようお願い 申し上げま す。
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