♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯
議事 日程第八号
平成三 十年三月二 十日（火曜日 ）
一 、議案第

四四号

平成 三十年度秋 田県一般会 計予算

午 後一時開議
第

備事業特 別会計予算

平成三 十年度秋田 県環境保全 センター事 業特別

平成三十 年度秋田県 公債費管理特 別会計予算

五九 号
六〇号

平成三 十年度地方独 立行政法人 秋田県立病 院機

第 一六、 議案 第
第一 七、議案第

六 一号

会計予 算
第一 八、 議案第

構施設整 備等貸付金 特別会計予 算

平成 三十年度秋田 県国民健康 保険特別会 計予算

平成三 十年度秋田 県証紙特別会 計予算
六二 号

平成 三十年度秋田 県電気事業 会計予算

四五 号

第 一九 、議案 第

六 三号

平成三十 年度秋田県 工業用水道 事業会計予算

二、議 案第

第二〇、 議案第

六四号

第
会計予 算

第二一、議 案第

平成 三十年度秋田 県母子父子 寡婦福祉資 金特別
平 成三十年度秋 田県就農支 援資金貸付 事業等特

四六 号
四七 号

三号）

平成二 十九年度秋 田県一般会 計補正予算（ 第一

平成三十年度 秋田県中 小企業設備 導入助成資 金

第二 二、 議案 第一一 一号

三 、議案 第
四 、議 案第
四 八号

別会 計予算

第
第
五、議 案第

機構 施設 整備 等貸 付金 特別会計補 正予算（第 三

第

平成三十 年度秋田県 土地取得事 業特別会計 予算

平成 二十九年度 地方独立行政 法人秋田県 立病院

四 九号

第 二三 、議 案第一 一二 号

六、 議案第

号）

特 別会計予算
第

平 成三十年度 秋田県工業団 地開発事業 特別会計

秋田県 標準事務関 係手数料徴 収条例の一 部を改

秋田県県 税条例の一部 を改正する 条例案

六五 号
六六号

第二 四、 議案 第
第二 五、議案第

正する 条例案

別 会計予算

秋田県 産業廃棄物税 条例の一部 を改正する 条例

六九 号

を改 正する条例 案

市 町村への権限 移譲の推進 に関する条 例の一部

関する 条例の一部 を改正する 条例案

特定 非営利活動法 人に対する 県税の課税 免除に

案

六 七号

第二八 、議 案第

六八 号

第二 六、 議案第

算
平成 三十年度秋田 県沿岸漁業 改善資金特 別会計
予算
平 成三十年度秋 田県能代港 エネルギー 基地建設

第 二七 、議案 第

平成三 十年度秋田県 市町村振興 資金特別会 計予

平成三十 年度秋田県林 業・木材産 業改善資金 特

予算

五〇 号

五四 号

五三 号

五 二号

五 一号

七 、議 案第

九、 議案第

八、 議案第

第
第
第
第 一〇 、議案 第
第一一 、議 案第

用地 整備事業特 別会計予算
平成三 十年度秋田 県下水道事 業特別会計予 算

選 挙運 動の 公営に 関す る条例 の一部を改 正する

秋田県議会議 員及び秋 田県知事の 選挙におけ る

五五 号

平成 三十年度秋 田県港湾整備 事業特別会 計予算

七 〇号

第一二、議 案第

五六 号

第二九 、議 案第

第 一三 、議 案第

る条 例案

職 員の退職手 当に関する条 例等の一部 を改正す

条例案
第三〇 、議 案第一 一三 号

平成三十 年度秋田県 地域総合整 備資金特別 会計
平成三 十年度秋田 県秋田港飯 島地区工業 用地整

予算

五 七号
五八号

第一 四、 議案第
第一 五、 議案 第
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秋田県県 税条例の一 部を改正す る条例案
包 括外部監査 契約の締 結について

第三一、議 案第一一四 号
九一号

第 四五、 議案 第一 二〇 号

正する条 例案

秋田県 指定介護予 防サービス 等の事業の 人員、

設備 及び 運営並 びに 指定 介護予防 サービス等に

第三 二、議案第

係 る介 護予 防の ため の効果的 な支援の方 法に関

秋田県児 童福祉施設の 設備及び運 営に関する 基
準 を定める条 例の一部 を改正する 条例案

す る基 準を定 める 条例 の一部を 改正する条例 案

秋 田県指定介 護老人福 祉施設の人 員、設備及び

運 営に 関する 基準 を定 める条 例の一部を改 正す

第四六 、議 案第 一二 一号

秋田 県指定居宅介 護支援等の 事業の人員 及び運

る条例 案

金条例を 廃止する条 例案
営に 関す る基 準を定 める 条例を廃 止する等の 条

並 びに 運営に 関す る基 準を定め る条例の一 部を

秋 田県介護老人 保健施設の 人員、施設 及び設備

秋田県 国民健康保 険財政安定 化基金条例の 一部

改正す る条例案

例案
を改正 する条例案

秋田 県指定介護 療養型医療施 設の人員、 設備及

び運 営に 関す る基 準を 定める条例 の一部を改 正

秋田 県指定障害 児通所支援事 業者及び指 定障害
児入 所施 設の 指定 等の 申請者に関 する基準を 定

する条例 案
条例案

秋田県 介護医療院 の施設に関 する基準を 定める

める条例 の一部を改 正する条例案
秋田県 看護職員修 学資金貸与 条例の一部 を改正
する条 例案

秋田 県指定通所 支援の事業 等の人員、 設備及び

運 営に 関する 基準 を定 める条例 の一部を改正 す

第 五〇 、議 案第一 二五 号

定等 手数料徴収 条例の一部を 改正する条 例案

る条例案

秋田 県指定障害児 入所施設等 の人員、設 備及び

運営 に関 する 基準を 定め る条例の 一部を改正 す

第 五一 、議案 第一 二六 号

秋田県養 護老人ホー ムの設備及び 運営に関す る

る条例案

基 準を定める 条例の一部を 改正する条 例案
基準を定める 条例の一 部を改正す る条例案

設備 及び 運営に 関す る基 準を定める条 例の一部

秋田県 指定障害福 祉サービスの 事業等の人 員、
する 基準 を定め る条 例の 一部を改正す る条例案

を 改正する条 例案

秋田県 特別養護老 人ホームの設 備及び運営 に関
秋田 県介護保険 法関係手数料 徴収条例の 一部を

秋田県指 定障害者支 援施設の人 員、設備及 び運

営に 関す る基準 を定 める条 例の一部を 改正する

改正す る条例案
秋 田県指定居 宅サービス等 の事業の人 員、設備

条例 案

第五 三、 議案第 一二 八号

第五 二、 議案 第一二 七号

秋 田県軽費老 人ホーム の設備及び 運営に関する

秋田 県土壌汚染 対策法に基 づく指定調 査機関指

第四 九、 議案 第一 二四 号

第 四八 、議 案第一 二三 号

第四七 、議 案第一 二二 号

秋田県 高齢者健康保 持及び地域 支援体制整 備基

七 一号

七七 号

七六 号

七五 号

七 四号

七三 号

七 二号

第三 三、 議案第
第三 四、 議案第
第 三五 、議案 第

第三 六、 議案 第
第 三七 、議 案第

第三 八、 議案 第
第 三九 、議 案第
第四〇 、議 案第 一一五 号
第四 一、 議案第 一一 六号
第四 二、 議案 第一一 七号
第 四三 、議 案第一 一八 号
第四四 、議 案第一 一九 号

及 び運 営に関 する 基準 を定める 条例の一部 を改
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第五四 、議 案第一 二九 号

第 五五 、議 案第一 三〇 号

秋 田県障害福 祉サービ ス事業の設備及 び運営に
関 する 基準を 定め る条 例の一部 を改正する 条例
案
秋田 県児童福祉 施設の設備 及び運営に 関する基
医療法 施行条例の 一部を改正す る条例案

準を 定める条例 の一部を改正 する条例案
第五六、議 案第一三一 号

秋田 県林業開発 基金による貸 付金の貸付 期間の

する条 例案

秋田県 獣医学生修 学資金貸与 条例の一部を 改正

負担につ いて

平成三十 年度自然公 園事業に要 する経費の一 部

旅 館業法施行 条例の一 部を改正す る条例案

七 八号

九 二号

第五 七、議案第 一三二号
第五 八、 議案第
第五 九、 議案 第
七九 号
財産の貸 付けについ て

第 六〇 、議 案第
九三 号

特別措 置に関する 条例案
第六一、議 案第

平成三 十年度県営 土地改良事 業に要する 経費の

秋田県発 電用施設周 辺地域等企業 導入促進基 金

に ついて

平 成三十年度 林道事業 に要する経 費の一部負担

一部 負担につい て

平成 三十年度水 産基盤整備 事業に要す る経費の

一部負 担について

九四 号

八 〇号

九六 号

九五 号

第六 二、 議案 第
第 六三 、議 案第
第六四 、議 案第
第六 五、 議案第

第 七〇、 議案 第
第 七一 、議 案第
第七二 、議 案第
第七 三、 議案第

八五 号
九七 号
九 八号
九 九号

第七 四、 議案 第一〇 〇号
第 七五 、議 案第一 〇一 号
第七六 、議 案第一 〇二 号
第七 七、 議案第 一〇 三号
第七 八、 議案第 一〇 四号
第 七九 、議案 第一 〇五 号
八六 号

案

秋田県 建築基準法 関係手数料 徴収条例の 一部を

改正す る条例案

平成 三十年度都 市計画事業 に要する経 費の一部

負担 について

平 成三十年度 秋田湾・ 雄物川流域 下水道事業に

要 する経費の 一部負担につ いて

平成三十 年度米代川 流域下水道 事業に要する 経

費の一部 負担について

平成三 十年度流域 下水道汚泥 焼却施設の維 持管

理に要 する経費の一 部負担につ いて

平成 三十年度流 域下水道汚泥 炭化施設の 維持管

理に要 する経費の 一部負担に ついて

平 成三十年度 県北地区広域 汚泥処理施 設の維持

管理 に要する経 費の一部負 担について

平成三十 年度県北地区 広域汚泥処 理事業に要 す

る 経費の一部 負担につ いて

平成三 十年度急傾斜 地崩壊対策 事業に要す る経

費の一部 負担につい て

平成 三十年度港湾 事業に要す る経費の一 部負担

につい て

市 町村立学校職 員の給与等 に関する条 例及び義

務 教育 諸学校 等の 教育 職員の給 与等に関す る特

第八〇 、議 案第
秋田県 屋外広告物 条例の一部を 改正する条 例案

条例の一部を 改正する 条例案
八 一号

条例 案

学 校職員の定 数に関する条 例の一部を 改正する

改正す る条例案

秋田 県子育て支 援等臨時対策 基金条例の 一部を

第六 六、 議案 第

八七 号

別措置に 関する条例 の一部を改 正する条例 案
第 八一 、議 案第

秋田県砂利採 取業者登 録等手数料 徴収条例の 一
秋田 県営住宅条 例の一部を改 正する条例 案
八八 号

八 二号
八 三号

建 築物の設計 又は工事監理 の制限に関 する条例

第八二 、議 案第

第六七 、議 案第
第六八、 議案第

八四 号

部 を改正する 条例案
第六九 、議 案第

及 び秋 田県建 築基 準条 例の一部 を改正する 条例
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第八三 、議 案第
第八 四、 議案第

八九 号
九 〇号

第八 五、 議案第 一三 三号
第 八六 、議案 第一 三四 号
第八七 、議 案第一 三五 号
第八八、 請願審査の件
請 願第 四五 号
請願第 四四 号
請願 第四 二号
第八 九、 意見書 案第 一号
第 九〇 、意見 書案 第二 号

一号

第九一 、意 見書案 第三 号
第九二、決 議案第

第九 三、議員派 遣の件

秋 田県公安委 員会関係 手数料徴収条例 の一部を

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯

願 について

ス タジアム整 備の推進 に向けた取 組を求める請

な取 組を求める 請願につい て

秋田 県における 受動喫煙防 止対策に関 する慎重

いこと を求める意 見書の提出 について

秋田県 内にイージ ス・アショ アの配備を 行わな

改正 する条例案

秋 田県政務活動 費の交付に 関する条例 の一部を

める条 例の一部を 改正する条 例案

秋田 県保育所の設 備及び運営 に関する基 準を定

の一部を 改正する条 例案

秋田県 認定こども園 の認定の要 件に関する 条例

法 律施行条例 の一部を 改正する条 例案

三 十 番

二 十八 番

二十 五番

二 十三番

二十 一番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

七

五

三

一

番

番

番

番

番

近

土

石

原

北

菅

鈴

沼

三

加

鈴

薄

谷

田

林

原

山

木

谷

浦

藤

木

佐 々木

吉

藤

東海 林

平

藤

方

井

正

健 一郎

幸

丈

博

晴

雄

茂

麻

健

雄

清

敏

賢一 郎

勝

一

悦

寛

子

正

文

洋

彦

大

純

人

里

太

太

彦

司

四 十二番

四 十 番

三十 八番

三十五番

三十三番

三 十一番

二十九番

二十 七番

二 十四番

二十二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

鈴

小

大

小

加

工

三

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

佐

杉

石

木

田

関

松

藤

藤

浦

口

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

洋

美恵子

隆

鉱

嘉

英

博

雄

英

雄

正

一

範

一

英

孝

治

浩

策

晃

正一 郎

信

明

ひ とみ

武

衛

俊比古

徹

千鶴子

午後 一時開議

北海道 ・北東北の縄 文遺跡群の 世界遺産登 録に

三十 二番

佐

田

司

改 正する条例案

向けた推 薦を求める 意見書

三 十四 番

柴

口
有

司

四十一名

生活 保護世帯の子 どもの大学 等への進学 に関す

三十 七番

川

田

康

本日の出 席議員

る意見 書

三十九 番

鶴

林

風俗営業 等の規制及び 業務の適正 化等に関す る

労 働者の声を踏 まえた「働 き方改革」 の実現を

四 十一番

北

佐

敬

久

一

聡

喜

求め る意見書

四十三番

事

地方自治 法第百二十 一条による 出席者

知

竹

♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯

二〇二 五年国際博 覧会の誘致 に関する決議

♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯♯
本日の会議 に付した事 件
議事日 程に同じ
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観光文化スポーツ部理事

副

副
知

知
事

事

島

前

中

堀

崎

川

島

井

正

英

啓

実

史

一

観光文化スポーツ部長

あきた未来 創造部長

企 画 振 興 部 長

保

草

妹

中

坂

彅

尾

佐々木

博

明

司

浩

長
人

部
雅

務
田

総
) 鎌

健 康 福 祉 部 長

田

藤

聡

総 務部危 機管理 監 兼
(
広
報
監

生 活 環 境 部 長

佐

澤
公

一
秀

進

行

郎

満

博

子

学

博

農 林 水 産 部 長

水

田

作

産 業 労 働 部 長

柴

昌

長

藤
次

部

建

佐

越

設

会計管理者（兼）
出
納
局
長

名

部

長

務

部

総

神

長

田

課

財

米

政

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 ）

治

諸 般の 報告 は、お 手元 に配付し てあります 議長報告のと おりであり ま

すので 、朗読を省 略いたしま す。
長

報

告

（朗読 省略）

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯
議

秋田県政務 活動費の交 付に関する 条例の一部 を改

一、三 月二十日、 議会運営委員 長から次の 議案が提出 された。
議 案第 一三 五号

正する 条例案

一、三 月十 九日 、次の 議案に ついて予算 特別委員 長から審査報告 書が提出

同

同

同

第

第

第

第

議案第

五四号

五二 号

五 〇号

四八号

四六 号

四四号

同

同

同

同

同

同

第

第

第

第

第

第

五 七号

五五号

五三号

五一号

四九号

四 七号

四五号

さ れた。

同

第

第

同

同

第

五 六号

同

五九号

五八号

第

第

同

同

六一号

六〇号

第

第

同

同

六三号

六二 号

第

第

六四号

同

同

第

第 一一一号

同

第一一 二号

同
同

議案第

六七号

六五 号

された 。
第

同

同

同

第

第

六八号

六 六号

一 、三月 十九 日、 次の 議案につい て総務企画 委員長から 審査報告書 が提出

(22)(20)(18)(16)(14)(12)(10)(8) (6) (4) (2)

(4) (2)
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(1)
(23)(21)(19)(17)(15)(13)(11)(9) (7) (5) (3) (1)

(3) (1)

同
第一一三号

第

六 九号

同
第

九一号

同

同
第一一四号

第

七 〇号

同

一 、三 月十 九日、 次の 議案につ いて福祉環 境委員長か ら審査報告 書が提出

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

第一三二号

第一三〇 号

第 一二八号

第一二六号

第一二 四号

第 一二二号

第一二〇 号

第 一一八号

第一一六号

第

第

第

議案第

七 七号

七五号

七三 号

七 一号

され た。

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

第

第一三一号

第一 二九号

第一二七号

第一二 五号

第 一二三号

第一二一号

第一 一九号

第 一一七号

第一一 五号

第

第

第
七六号

七四号

七二号

九二号

同

一、三 月十 九日 、次の 議案に ついて農林 水産委員 長から審査 報告書が提出

同
第

第

議案第
九五号

九三 号

七八号

さ れた。

同

八〇号

同

同

同

第

第

第

九六号

九 四号

七九号

一、三 月十 九日 、次 の議 案について産業 観光委員 長から審査 報告書が提 出
さ れた。
議案第

一、三 月十 九日、 次の 議案に ついて建設 委員長から審 査報告書が 提出され
た。

同

同

同

同

同

同

第一〇四 号

第一〇 二号

第一〇〇号

第

第

第

議案第

九八 号

八五号

八三号

八 一号

同

同

第 一三四号

第

第

議案 第

九〇 号

八八号

八六号

された。

同

意見 書案第 二号

同

同

同

同

同

同

同

第一〇五号

第一 〇三号

第 一〇一号

第

第

第

第

九 九号

九七号

八四号

八 二号

同

同

第一三三号

第

第

八九号

八七号

北海道 ・北東北の 縄文遺跡群 の世界遺産 登録に向

けた推薦を求め る意見書

意見 書

生活保 護世帯の子 どもの大学等 への進学に 関する

一、三 月二十日、 加藤麻里議 員から次の意 見書案が提 出された。

意見 書案 第一 号

一、 三月二十日 、教育公安委 員長から次 の意見書 案が提出さ れた。

とおりで ある。

一、 関係 委員会 にお ける 請願の審 査の結果は、 別紙「請願 審査結果表 」の

産 業観光委員 長

福祉環 境委員長

総務 企画委員長

一、三月十 九日、次の 委員長から請 願審査報告 書が提出さ れた。

同

一、 三月 十九日 、次 の議 案について 教育公安委 員長から審 査報告書が提 出

(13)(11)(9) (7) (5) (3) (1)

労働者の 声を踏まえ た「働き方 改革」の実現 を求

一、三月 二十日、薄 井司議員か ら次の意見 書案が提出さ れた。
意見 書案第 三号

める意 見書
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(14)(12)(10)(8) (6) (4) (2)

(6) (4) (2)

(8) (6)
(26)(24)(22)(20)(18)(16)(14)(12)(10)(8) (6) (4) (2)

(6) (4) (2)

(7) (5) (3) (1)

(1)
(1)
(1)

(9) (7) (5)

(25)(23)(21)(19)(17)(15)(13)(11)(9) (7) (5) (3) (1)

(5) (3) (1)

(1)

一号

二〇二五 年国際博覧 会の誘致に 関する決議

一、三月二 十日、工藤 嘉範議員から 次の決議案 が提出され た。
決 議案第

一、 議員 の派遣 に関 する 申出及び依 頼のあったも のは、別紙 「議員派遣 一
覧 」のとおり である。
一、 三月 八日、 人事 委員 会から地 方公務員法第 五条第二項 の規定によ る回
答があり 、同日、各 議員に配付 した。
一 、三 月十四 日、 監査 委員から 住民監査請求 の要旨につ いて通知が あり、
三月十 五日、各議 員に配付し た。
一、本会期 中における審 査継続の申 出があった 請願は、次 のとおりであ る。

め る請願につ いて

乳がんに 関する項目 を健康診断に 付加するこ とを求

福祉 環境委員会

七号

二号

特別支 援学校での 児童生徒の障 害の多様性 に応じた

う求め る意見書の 提出につ いて

国の教育予 算を増やし 「高校無償化 」を推進す るよ

啓発を求 める請願に ついて

教 育現場に おいて、乳 がんについて の知識の普 及・

出について

高 校生への給 付制奨学金 の確立を求め る意見書の 提

て

秋田県 高等学校再 編整備計 画の見直しの検 討につい

書の提 出について

義務教育費 国庫負担制 度二分の一 復元を求める 意見

教育公 安委員会

請願 第二一 号

請願 第
請願 第
請 願第一 一号
請 願第 二二号
請願第 二四 号
請願 第二五 号

最 低限のガ イドライン を設けること を国に求め る意
見書の提 出について
♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯
【平成 三十年第一 回定例会（ 二月議会 ）請願審査

一

二

一

（委員会 ）結果表は 巻末に登載】

一

覧（第一 号）

オ ランダ王国に おける行政 事情の調査 のため

遣

派遣 の目的

平成三十 年四月十五 日（日） ～四月二十一日 （土）

派

派遣期間

オランダ王国

員

♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯
議

派 遣地

北林 丈正議員、 土谷勝悦議員 、三浦英一 議員、

海外事情 調査

派遣議員

派 遣期間

派遣の目 的

タイ 王国

平成三十年 六月四日（月 ）～六月八 日（金）

タイ王国 における行 政事情の 調査のため

渡部英治議 員、佐藤正一 郎議員

派遣地

沼谷純議 員、小原正晃 議員

海外事情調 査

派遣議員

員

派

遣

一

まち

まち

覧（第二 号）

♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯
議

県民との 意見交換 会「あなた の街で県議会 」

県民 との意見交 換会「あな たの街で県議 会」に出席 の
派 遣期間

潟上 市

平成三十年三 月二十二日 （木）

派 遣の目 的

派遣地

北林康司議 員、加藤鉱 一議員、近 藤健一郎議 員、

ため

派遣議員

工藤 嘉範議員、 竹下博英議 員、北林丈正 議員、

菅原博文議 員、鈴木雄 大議員、今 川雄策議員 、

佐 藤信喜議員 、鈴木健太 議員、杉本俊 比古議員、

佐々木雄 太議員、三 浦英一議 員、三浦茂 人議員、

吉方清彦議 員、沼谷純 議員、田口聡 議員、

加賀 屋千鶴子議 員、平山晴 彦議員
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(4) (3) (2) (1)
(4) (3) (2) (1)

(1)

(4) (3) (2)

(1)

(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

二

三

越 ・奥 羽本 線等 高速化促 進青森・秋田 ・山形・新 潟四県議会 協議会

森・秋田・山形・新潟四県議会協議会理事会及び平成三十年度羽

協議会理事会、平成三十年度日本海沿岸東北自動車道建設促進青

平成 三十年 度東 北中央自 動車道建設 促進秋田・ 山形・福島三 県議会

六 十一 号、 議案 第六 十二号、 議案第六十 三号及び議 案第六十四 号、合わ

第五 十七 号、議 案第 五十 八号、議 案第五十九号 、議案第六 十号、議案 第

第 五十 三号、 議案 第五 十四号、 議案第五十 五号、議案 第五十六号 、議案

案第 四十 九号、 議案 第五十 号、議案第 五十一号 、議案第五十二 号、議案

平成三十 年度右記三 協議会理 事会に出席のた め

度 とな ること から 、「 ふるさ と定着回帰戦 略」など、 プランに掲 げた六

せて 二十一件で あります。

派遣の目的
平成三十年五 月十一日（ 金）

つの重 点戦略に基 づく施策・ 事業を中心に 計上されて おります。

理事 会
派 遣期間
東京 都

今回 の当初 予算 案は 、「第三 期ふるさと 秋田元気創 造プラン」 の初年

派遣地
工藤嘉範議 員（三協議 会の常任理 事）、

平成三十 年五月二十九 日（火）

ま た、 産業観 光分 科会で は、「重点 市場にお けるＦＩＴ 誘客プロモ ー

開発支援 事業」など について質疑 がありまし た。

業」 、「 比内 地鶏 大規模 モデル経 営体育成事 業」、「秋 田型新製品 普及

また、農林水産分科会では、「販売を起点とした秋田米総合支援事

疑があり ました。

健 康宣 言』推 進事 業」 、「野生 鳥獣被害防 止対策事業」 などについ て質

また、 福祉 環境 分科 会では、 「介護人材確 保対策事業 」、「『あ きた

ました 。

費 」、 「私立 大学 等即 戦力人 材育成支援事 業」などに ついて質疑 があり

まず、総務企画分科会では、「広報事業」、「年齢別人口流動調査

その 主な内容に ついて申し上 げます。

査 において、 それぞれ 質疑を行い ました。

審査 に当 たって は、 まず、 当局から説 明を聞き、各 分科会及び 総括審

億一 千七百五万 円となりま す。

これ により 、平 成二 十九年度 の補正後の 予算総額は、 六千二百九 十九

につい て計上され ており、一 億四千四百 十四万円の 増額でありま す。

今 回の 追加 補正予 算案 は、除雪 費など決算 見込みによる 事業費の増 減

二件で あります。

度 秋田 県一般 会計 補正 予算（第 十三号）及 び議案第百 十二号の合わ せて

また 、追加 付託 され た補正予 算関係は、議 案第百十一 号平成二十 九年

派遣議員
渡部 英治議員（ 三協議会の 理事）

第 百三十四回北 海道・東北 六県議会議 長会議
第百 三十四回 北海道・東 北六県議会 議長会議に出 席の

派遣期間
青 森県

派 遣の 目的

派遣 地
竹下 博英議員（副議 長）

ため

派遣議員

登載省 略

♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯
住民監 査請求の監 査結果に関す る報告書

日程 第一、議案第 四十四号か ら日程第八 十六、

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

議案第 百三十四号 までの議案 八百三十六件 を一括議題 といたしま す。
各委員長の報 告を求めま す。まず、 予算特別 委員長の報 告を求めます 。
ただ いま議題 となりまし た案件につ い

【三十 九番（予 算特別委員 長川口一議員 ）登壇】
●予算 特別 委員 長（ 川口 一議員）

て 、予算特別 委員会に おける審査の経 過と結果 を報告申し 上げます。
本委 員会 にお いて 審査した 案件は、当 初予算では 、議案第四 十四号平
成三 十年 度秋田 県一 般会計 予算、総額 五千八百二億 六千万円の ほか、議
案 第四 十五号 、議 案第 四十六号 、議案第四 十七号、議 案第四十八 号、議
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(4) (3) (2) (1)
(1)
(4) (3) (2)

に 伝え たい企 業の 魅力 発信事業 」、「環日 本海物流ネ ットワーク 構築推

ショ ン事 業」、 「新 スタジ アム整備構 想策定事 業負担金」、「 いま若者

と 思うが、これ まで、こう した機関な どとどう いう議論をして きたのか 。

る機 関な どと目 標値 を共有 するなど、 密接に連 携しなければ意 味がない

む べき であ ると 思う がどうか とただした のに対し、 社会減の半 減につい

さら に、 県とし ては 、強 い意気込 みで、全庁を 挙げて目標 達成に取り 組

ま た、 建設 分科 会で は、「秋田 県建設産業 担い手確保 育成センタ ー事

て は、 大変困 難な 課題 であるが 、今や、首都 圏の大手企 業も地方に 一定

進事業 」などにつ いて質疑があ りました。
業 」、 「あき た安 全安 心住まい 推進事業」、 「県有建築 物エスコ推 進事

程度 依存 してい るこ とから 、地方の存 続が自社 の存続につ ながるという

を図 って いく ことで 、前 向きに捉 えていくべ きだと考え ている。また 、

業」 、「 県有建 築物 エネル ギー管理事 業」など について質 疑がありまし
また 、教 育公 安分科 会では 、「交通安 全施設整備 ・維持管理 事業」に

具体 的取り 組み を連 携して 進めていく大 学等とは、 目標数値に ついて具

意 識が 高まっ てい る。 そうい った動きに呼 応しながら 、地域の産 業振興

おけ る「道 路標 示整 備費」 及び「道路標 識整備費」 、「高齢者 等交通弱

体 的に 議論し たこ とは なく、大 学等では、 独自に県内 就職率を上げ る目

た。

者 対策 費」、 「秋 田の 教育資産 を活用した 海外交流促 進事業」、「 高等

標を 立て て取り 組ん でい るところであ るが、今 後は、県と しては、地 元

事業 を推 進す るほ か、 庁内関係部 局が一丸と なって取り 組んでまい りた

企 業へ の就 職促進 のた め、大 学や経済団 体などと、よ り密接に協 力して

学校に おける少人数 学習推進事 業」などに ついて質疑 がありました 。
次 に、 総括 審査で は、 初めに「 人口の社会 減目標値の達 成に向けた 取
り組み について」 であります 。

る こと で、産 業振 興を 図りつつ 、一方で、 雇用だけでは なく、さま ざま

に取り 組む こと が重 要であ る。これら戦 略と戦術を バランスよ く実施す

みな ど、 人を 呼び込 むた めの個別 対策に、き め細やかに、 かつ、戦術 的

基 本戦 略であ ると 考え ている 。そのため、 Ａターン促 進のための 取り組

雇用 が必 要であ り、 秋田の 特色を生か した産業 振興が、人 口減少対策の

の よう に考え てい るか とただし たのに対し、 人が暮らし ていくため には

り 組み を行 って いるが 、この 目標を達成 するための 県の果たす 役割をど

る。 人口 減少対 策や 地方 創生につ いては、全国 の自治体が いろいろな 取

き な目 標を掲 げよ うと している が、問題は これが実現 可能かどう かであ

によ る緩 衝帯の 整備 など 里山の整備を 行うこと は、本来の 森づくり税 の

を 講じ ること がま すま す重要と なっている 。こうした中 で、森づく り税

が以前 とは 変わ って きてい る中で、熊の 出没が顕在 化しており 、熊対策

源涵 養な どの 公益的 機能 を高める ことを目的 にしているが 、森林の状 況

と ただ したの に対 し、 水と緑 の森づくり税 は、森林の 環境を保全 し、水

でい くこ とを目 的と したも のであり、 税の導入 趣旨にかな うものなのか

要 であ るが、 森づ くり 税は、森 林の環境や公 益的機能を 次代に引き 継い

て 緩衝 帯の 整備 を行う ことと している。 県として熊 対策を行う ことは必

来年 度か らの水 と緑 の森づ くり税事業 の第三期計画 では、熊対 策とし

次に 、「水と緑 の森づくり 税事業につ いて」であ ります。

いとの答 弁がありま した。

な秋 田の 魅力を 発信 しな がら、より多 くの方に 秋田を選択 してもらう こ

導 入趣 旨で ある森 林環 境の保 全という目 的にも合致す るし、熊対 策にも

第三 期ふる さと 秋田 元気創造 プランに、 社会減を半減 させるとい う大

と が県の役割 だと考え ているとの答弁 がありま した。

次に、「イ ージス・ アショアの配備 について 」でありま す。

資する ものと考え ているとの 答弁があり ました。

困難 な課 題であ る。 目標達 成のために は、高校生の 県内進学や 大学生の

イ ージ ス・ア ショ アの配 備について は、秋田 市と山口県 萩市が候補 地

また 、こ の社 会減 の半減は 重要な目標 数値であり 、目標達成 は非常に
県 内就 職率向 上を 、直 接推進し ていく大学 等、具体的 な取り組み を進め
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とし て報 道され 、配 備され た場合の住 民の安全 や、生活、健康 に対する

【二十三番 （総務企画 委員長北林丈 正議員）登 壇】

てい ると のこと だが 、国 の説明に 納得できない 場合はどう するのか。 ま

六 十九 号、 議案 第七 十号、議 案第九十一 号、議案第 百十三号及 び議案第

六十 五号 、議案 第六 十六 号、議案 第六十七号、 議案第六十 八号、議案 第

ただい ま議題とな りました、 議案第

た 、説 明に 納得 して いない状 況で、国が 適地調査を 実施するこ とがある

百 十四 号、以 上九 件に ついて、 総務企画委員 会における 審査の経過 と結

● 総務企 画委 員長 （北 林丈正議員 ）

の かと ただし たの に対 し、国か ら、秋田県を イージス・ アショアの 配備

果を報告 申し上げま す。

不 安の 声も上 がっ てい る。知事 は、国に対 して速やか な説明を申 し入れ

候補 地と すると いっ た正式 な発表はな いが、様 々な不安を 抱いている住

の標 準に 関す る政令 の一 部を改正 する政令の 施行により 、所要の規定 を

本 委員 会に付 託さ れま した議案 第六十五号は 、地方公共 団体の手数 料

能な範 囲で情報収 集に努めな がら、国に対 して丁寧な 説明を求め ていく。

整備 すると とも に、 危険物 取扱者免状の 交付の申請 等に係る手 数料の額

民 もい ること から 、県 として も、国の説明 を鵜呑みに することな く、可
また 、仮に 秋田 県内 で適地 調査をしよう とする場合 には、速や かに防衛

を改 定しようと するもので あります。

議案 第六 十七 号は 、地方 税法等の一部 改正により 、産業廃棄 物税を犯

委 任する事項 を改めよ うとするものな どであり ます。

議案 第六十 六号 は、 地方税 法の一部改正 により、総 合県税事務 所長に

省 の責 任にお いて 十分 な説明を していただ きたい旨、 申し入れてい ると
ころで あるとの答弁 がありまし た。
ま た、 アメ リカと 北朝 鮮におい て、平和的 な解決が図ら れれば、北 朝
鮮の 脅威 に対 応す ると の理由で検 討されてい るイージス ・アショア の導

則事件の 調査手続の 対象にしよう とするもの であります 。

議 案第 六十八 号は 、県 民税の課税免 除を引き 続き受けよ うとする特 定

入が 必要 ではな くな るが、 知事はどう 思うかとただ したのに対 し、日本
政 府も アメリ カと 北朝 鮮の対話 については 一定の理解 を示してお り、県

非営 利活 動法人 の負 担の 軽減を図 るため、所要 の規定の整 備を行おう と

議 案第 六十九 号は 、知事 の権限に属 する事務の市 町村への移 譲の推進

とし ても 、国が 今後 どの ように対 応するのか見 極めていく 必要があり 、
そ のほ か、「 新ス タジア ムの整備に ついて」、「 秋田の農林 水産業の

を図 るた め、農 林水 産業パ ッケージに 係る権限 移譲対象事 務に、人への

す るものであ ります。

担 い 手 に つ い て 」 、 「 能 代 産 業 廃 棄 物 処 理 セ ン タ ー 問 題 に つ い て 」、

被 害を 防止す る目 的で 行うツ キノワグマの 捕獲の許可 の事務を加 えよう

引 き続き注視 してまい りたいとの 答弁がありま した。

「 警察 署の機 能強 化に ついて 」、「健康寿 命日本一へ の取組につ いて」

議案第 七十 号は 、県 議会議員 の選挙におけ る公正な選 挙の実現及 び候

とする ものなどで あります。

質疑を 終了 し、 討論 なく、採 決の結果、議 案第四十四 号及び議案 第六

補 者間 の選挙 運動 の機 会均等を 図るため、 ビラの作成を 公営としよ うと

などに 関して質疑 がありまし た。
十 二号 、以上 二件 につ いては、 賛成多数を もって、議案 第四十五号 から

するもの であります 。

給水 準の引き下 げ等を行お うとするも のであります 。

議案 第百十 三号 は、 一般職の 国家公務員 に準じ、職員 の退職手当 の支

締結し ようとする ものであり ます。

議 案第 九十 一号は 、平 成三十年 度の包括外 部監査につい て委託契約 を

議案 第六 十一号 まで 、議 案第六十三号 、議案第 六十四号、 議案第百十 一
号 及び 議案 第百十 二号 、以上 二十一件に ついては、全 会一致をも って原
案のと おり可決す べきものと 決定した次 第であります 。
総 務企画委員 長の報告を求 めます。

以上、報告 申し上げ ます。
●議長 （鶴田有司 議員）
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のた めの 装置を 備え る自 動車の取 得に係る自動 車取得税の 軽減等を行 お

業 税の 課税方 式の 見直 し、不動 産取得税の 特例措置の 延長、一定 の安全

議案 第百十 四号 は、 地方税法 の一部改正 に伴い、ガ ス供給業に係 る事

な がら 、代 表指 標で ある人口 の社会減を 二千五十人 に半減させ るために

進捗 状況 を管理 し、 年度 ごとの実 績値や経済情 勢等の外部 要因を検証 し

も 重要 である 。ま た、 個々の増 減要素につ いては、あ きた未来創 造部が

を高 め、 県内に 定着 する傾 向の高い県 内出身の 入学者を増やす 取り組み

福 祉環境委員 長の報告 を求めます 。

●福祉 環境 委員長 （三 浦茂人 議員）

ただ いま議題と なりました 、議案第

【十一番 （福祉環境 委員長三浦 茂人議員）登 壇】

●議 長（鶴田有 司議員）

以上、報告 申し上げ ます。

必要 な施策を講 じていきたい との答弁が ありました 。

う とするもの でありま す。
審 査に 当たっ ては 、当局 からそれぞ れ説明を聞き 、質疑を行 い、討論
なく 、採 決の結 果、 議案第 六十五号外 八件は、 全会一致を もって原案の
と おり可決す べきものと決 定した次第 でありま す。
次に、 所管事項審 査における 主なる質疑に ついて申し 上げます。
第三 期ふる さと 秋田 元気創造 プラン案にお ける施策の 代表指標で ある

え て、 県外 大学 等へ進 学した 学生の就職 による県内 回帰を促進 すると同

を捉 えて 進学先 を決 めて いること を踏まえると 、もっと大 きな視点で 捉

策 を講 じなく ても 減少 していく 要素がある 。高校生が 大学等の特 色など

こと だが 、年齢 別に 見て、 子供の数が 減っている現 状を勘案す れば、施

進学 率の 上昇 によ り県 外大学等へ の進学者を 六百四十人 減少させる との

入 ・転 出に おける 増減 要素な どの内訳が 新たに示され 、県内大学 等への

人口 の社会 減を 現状 から二 千五十人まで 半減させる ことについ て、転

本 委員 会に付 託さ れまし た議案第七 十一号は、児 童福祉法の 一部改正

つ いて、福祉 環境委員 会における 審査の経過と 結果を報告 申し上げま す。

第百 三十 号、議 案第 百三 十一号及 び議案第百三 十二号、以 上二十六件 に

六 号、 議案第 百二 十七 号、議案 第百二十八 号、議案第 百二十九号 、議案

案第 百二 十三号 、議 案第百 二十四号、 議案第百二十 五号、議案 第百二十

百十 九号 、議 案第 百二 十号、議案 第百二十一 号、議案第 百二十二号 、議

百 十五 号、 議案第 百十 六号、 議案第百十 七号、議案第 百十八号、 議案第

七十 五号 、議案 第七 十六 号、議案第七 十七号、 議案第九十 二号、議案 第

七 十一 号、議 案第 七十 二号、議 案第七十三 号、議案第 七十四号、議 案第

時 に、 県外か ら県 内大 学等に進 学してきた学 生の県内定 着を図るな どし

に伴 い、 秋田県 児童 福祉施 設の設備及 び運営に 関する基準 を定める条例

「人 口の社会減 」に関する 数値目標につ いてであり ます。

て、 人口 減少を 抑制 してい く必要があ ると考え るがどうか 。また、増減

に ついて、所 要の規定の整 理を行おう とするも のでありま す。

議案 第七 十二 号は、 秋田県 高齢者健康 保持及び地 域支援体制整 備基金

要 素は あくま でも 内訳 であり 、個々の目標 としては設 定しないと のこと
だが 、あ きた 未来創 造部 がしっか りと進捗状 況を管理し、 職員一人一 人

の所定 の事 業が 終了 するこ とに伴い、同 基金を廃止 しようとす るもので

議案 第七十 三号 は、 介護保 険法の一部改 正により、 指定居宅介 護支援

が責任 を持 って 施策 を進め ていくことが 重要だと考 えるがどう かとただ
県内 高校 生の入 学者 の拡 大を中期目標 に掲げて いる。一方 、卒業生の 県

等 の事 業の 人員及 び運 営に関 する基準は 、市町村の条 例で定める ことと

あり ます。

内就職の促進を図るため、学生の出身地にかかわらず、県内企業での

され たこ とに 伴い 、同基 準を定め る条例の廃 止等をしよ うとするも ので

した のに対し、 県が設置し た秋田県立大 学及び国際 教養大学に ついては 、

イン ター ンシ ップ を積極 的に実施 するなど、 県内定着に 向けた取り 組み

あります 。

議 案第 七十四 号は 、国民 健康保険の 国庫負担 金等の算定 に関する政 令

を進 めて いると ころ である が、県外出 身学生の多く が就職を機 に秋田を
離 れる 現状を 踏ま えれ ば、私立 大学等を含 めて県内高 等教育機関 の魅力
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の一 部改 正に伴 い、 同令に 規定する基 金事業交 付金の交付に係 る特別の

議案 第百二 十七 号か ら議案第 百二十九号 までの三件 は、障害者の 日常

議案 第七 十五号 は、 児童福 祉法の一部 改正に伴い、 秋田県指定 障害児

る 省令 によ る関 係省 令の一部 改正により 、それぞれ の条例につ いて所要

サー ビス の事業 等の 人員 、設備及 び運営に関す る基準等の 一部を改正 す

生 活及 び社会 生活 を総 合的に支 援するため の法律に基 づく指定障 害福祉

通 所支 援事 業者 及び 指定障害 児入所施設 の指定等の 申請者に関 する基準

の規 定の整備を 行おうとする ものであり ます。

事 情を定めよう とするもの などであり ます。

を 定め る条例 につ いて 、所要の 規定の整理を 行おうとす るものであ りま

議案 第百三 十一 号は 、医療法 の一部改正 に伴い、病 院又は診療 所の既

存 病床 数の算 定に 係る 介護老 人保健施設及 び介護医療 院の入所定 員数の

す。
議 案第 七十六 号は 、介 護保険法 の一部改正に より、修学 資金の貸与 等

取り 扱い につ いて、 所要 の規定の 整備を行お うとするも のであります 。

健 康福 祉部関 係の 「秋 田県庁舎敷地 内禁煙の 実施につい て」であり ま

次に、所管 事項審査 における主なる 質疑につ いて申し上 げます。

案のと おり可決す べきものと 決定した次 第でありま す。

な く、 採決 の結果 、議 案第七 十一号外二 十五件は、全 会一致をも って原

審査 に当た って は、 当局か らそれぞれ説 明を聞き、 質疑を行い 、討論

の緩 和等を行お うとするも のであります 。

議案 第百三 十二 号は 、旅館業 の施設の構造 設備基準及 び衛生措置 基準

の対 象と なる 看護職 員と して業務 に従事する 施設に介護 医療院を加え よ
うとする ものなどであ ります。
議 案第 七十七 号は 、土壌 汚染対策法 の一部を 改正する法 律の施行によ
り、 汚染 土壌処 理業 者の 地位の承継の 承認を受 けようとす る者等から 手
数 料を徴収し ようとす るものでありま す。
議案 第九 十二 は、 平成三 十年度自然公 園事業に要 する経費の 一部を関
係市町村 に負担させ ようとするも のでありま す。
議 案第 百十五 号か ら議 案第百十七号 まで及び 議案第百十 九号から議 案
び 運営 に関 する 基準等 の一部 を改正する 省令による 関係省令の 一部改正

回 の敷 地内禁 煙の 試行 日を設け るとのことだ が、五日だ けの試行で 喫煙

十 月か らの 敷地 内禁煙 の実施に 向けて、五 月から毎月 一日ずつ、 計五

す。

に より 、それ ぞれ の条 例につい て所要の規定 の整備を行 おうとする もの

する 職員 はその 後の 環境に 対応できる 態勢を整 えられるの かとただした

第百 二十 三号ま での 八件 は、指定 居宅サービス 等の事業の 人員、設備 及

でありま す。

の に対し、御 指摘のとおり 、試行日を 五日設け るだけでは 不十分であり 、

喫煙 する 職員 には、 共済 事業で実 施する禁煙 治療費助成等 を活用し、 十

議 案第 百十八 号は 、介 護保険法 の一部改正に より、介護 医療院の開 設
の許 可を 受け ようと する 者等から 手数料を徴 収しようとす るものであ り

月まで の間 に自 主的 に勤務 時間内の禁煙 に取り組ん でいただき たい。ま

ては 、三 月に行 われ る職 員安全衛生委 員会でも 検討いただ くよう伝え て

た 、敷 地内禁 煙の 実施 までのス ケジュール や試行日の回 数の設定に つい

ます。
議 案第 百二十 四号 は、介 護保険法の 一部改正 に伴い、介護医 療院の施
設に関す る基準を定 めようとす るものであ ります。
児童 福祉 法に 基づ く指定 通所支援 の事業等の 人員、設備 及び運営に 関す

たば こを 吸う方 への 配慮と いう観点も あろうかと思 う。喫煙者 の一部か

また 、敷 地内 禁煙 を実施し ようとする 県の立場も 理解できる 一方で、

い きたいとの 答弁があ りました。

る基 準等 の一部 を改 正する 省令による 関係省令の一 部改正によ り、それ

ら は、 たばこ 税を 納め ることで 社会貢献を しているの だから、堂 々とた

議 案第 百二 十五号 、議 案第百二 十六号及び 議案第百三十 号の三件は 、

ぞ れの 条例に つい て所 要の規定 の整備を行 おうとする ものであり ます。
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土地 、建 物及び 工作 物を大 潟村へ無償 貸付けし ようとするもの でありま

議案 第九 十四号 平成 三十年 度県営土地 改良事業に要 する経費の 一部負

ばこ を吸 ってよ いの だとい った主張も あるよう だが、こうした 主張に対
し、 国の 調査で もた ばこ による社 会的損失額は 、たばこ税 によって得 ら

担 につ いて から 議案 第九十六 号平成三十 年度林道事 業に要する 経費の一

す。

れ る税 収額 を上 回る と報告さ れている。 一人の喫煙 者が毎日た ばこ一箱

部 負担 につい てま での 三件は、 当該事業に要 する経費の 一部を関係 市町

し 、県 として はど のよ うに自ら の立場を説 明するのか とただした のに対

を 吸う ことで 納め るた ばこ税は 、年間で九万 円程度とい われている が、

審 査に 当たっ ては 、当 局から説 明を聞き、質 疑、討論な く、採決の 結

村に負担 させようと するもので あります。

り 、社 会貢献 活動 をす ること によって得ら れる社会的 な利益の方 がはる

果、 議案 第七 十八号 外五 件は、全 会一致をも って原案の とおり可決す べ

それ より も、そ の人 が禁煙 によって健 康寿命を 延ばし、長 く働き続けた
かに 大き いと 考える 。何 よりも、 その人がた ばこによっ て寿命を縮め る

きものと 決定した次第 であります 。

次に 、所管事項 審査におけ る主なる質疑 について申 し上げます 。

よう な事態 は、 貴重 な人生 の蓄積を失う ことであり 、社会にと っても個
人 にと っても 大変 な不 幸である 。こうした 理由から、 健康行政を司 る立

によ る本県農林 水産物への 影響に

初め に、「 日欧 ＥＰ Ａ及び ＴＰＰ

が 発効された 場合の本県 農林水産

い ては 、ＥＰ Ａで 約三 十四億円 、ＴＰＰで 約二十八億 円となって いる。

物へ の影 響額に つい て、試 算結果を公 表したが、林 産物への影 響額につ

県は 先般 、日 欧Ｅ ＰＡ及 びＴＰＰ

つ いて」であ ります。

場と して は、喫 煙よ りも 、健康増進の 取り組み を優先して いただきた い
と 考えている との答弁 がありました。
農林水産 委員長の報 告を求めま す。

以上、 報告申し上 げます。
●議長（鶴 田有司議員 ）

【三十 五番（農 林水産委員 長小松隆明 議員）登壇 】

協定発効によって関税が削減されれば、欧州などから大量の輸入材が

入 って くる こと が予想 され、 本県の林業 ・木材産業 への影響が 大きいの

ただいま議 題となりま した、議案 第

七 十八 号、 議案 第七十 九号、 議案第九十 三号、議案 第九十四号 、議案第

で はな いかと 懸念 する が、県で は対応策につ いてどのよ うに考えて いる

●農 林水 産委員 長（ 小松 隆明議員）

九 十五 号及び 議案 第九 十六号、 以上六件につ いて、農林 水産委員会 にお

競 合相 手とな って おり 、これ までも、国の 補助事業を 活用しなが ら、高

のか とた だした のに 対し、 本県にとっ て、現在 でも欧州産 の輸入木材は

本 委員 会に付 託さ れま した、議 案第七十八号 秋田県獣医 学生修学資 金

性能 林業 機械 の導入 や路 網整備、 木材加工施 設の増強とい った、コス ト

ける審査 の経過と結 果を御報告 申し上げます 。
貸与 条例 の一 部を改 正す る条例案 は、県の機 関において従 事する獣医 師

縮減や 生産 性の 向上 を図り ながら、輸入 材への対策 を進めてき ている。

格競 争が 激しく なる こと も予想される が、これ までの取り 組みに加え 、

の確保 を図 るた め、 貸与月 額に応じた返 還債務免除 の要件とな る従事期
議案 第七十 九号 秋田 県林業 開発基金によ る貸付金の 貸付期間の 特別措

「 杉材 を一 定の品 質で 安定供 給できる点 」や「木目が 細かく美し い秋田

今 後、 協定が 発効 され 、関税が 下がること によって、市 場において は価

置 に関 する 条例案 は、 同基金 から公益財 団法人秋田県 林業公社に 貸し付

杉の 品質 のよ さ」 など、 価格だけ ではない、 本県の強み を打ち出し なが

間を 定めようと するもので あります。

ける 資金 等の 貸付 期間に ついて特 別の措置を 講ずること により、同 公社

ら、 木材 総合加 工産 地とし て、県産材 をマーケット に認めても らう取り

組み を強化して まいりたい との答弁が ありました。

の負担軽 減を図ろう とするもので あります。
議 案第 九十三 号財 産の貸 付けについ ては、農 業試験場旧 生物工学部 の
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また 、林産 物だ けで なく、畜 産にも影響 が懸念され ており、とり わけ
豚 肉に ついて は、 ＥＰ ＡとＴＰ Ｐによる影 響額がそれ ぞれ六億円 以上と
なって おり、畜産 農家は心配し ていると思 うが、畜産 への影響に ついて、
県 はど う受 けと めて いるのか とただした のに対し、 豚肉につい ては、欧
州 産が 輸入豚 肉の 一定 量を占め ていることか ら、協定発 効によって 関税

も計 画的 に取り 組み 、経営 強化を図る こととし ているとの答弁 がありま
し た。

産業観光 委員長の報 告を求めます 。

以上、 報告申し上 げます。
●議 長（鶴田有 司議員）

ただいま 議題となり ました議案第

【三十 四番（産 業観光委員長佐 藤賢一郎 議員）登壇 】

が下がっ た場合の影 響が懸念さ れ、予断を 許さない状況 にある。た だし、 ●産業 観光 委員 長（ 佐藤賢一 郎議員）

八 十号 につい て、 産業 観光委 員会における 審査の経過 と結果を報 告申し

本委 員会に 付託 され ました議 案第八十号は 、中小企業 の振興に寄 与す

国 では 、銘柄 豚に つい ては比 較的影響が少 ないとみて おり、ブラ ンド豚
る。 また、 牛肉 につ いては 、格付の低い ホルスタイ ンなどの乳 用種が輸

る ため 、中小 企業 者の 経営の改 善及び向上 を図るため の創意工夫及 び自

上げま す。

入 品と 競合し 、影 響を 受けると されている が、本県で は、黒毛和種 の肥

主的 な取 組の促 進に 係る 臨時の事業に 充てる場 合に「秋田 県発電用施 設

の割 合が 高い 本県に おい ては、全 国に比べ影 響は少ない ものと考えて い

育が 主体 である こと から 、影響は少な いものと 考えている との答弁が あ

周 辺地 域等 企業導 入促 進基金 」を処分す ることができ るようにし ようと

審査 に当た って は、 当局から 説明を聞き 、質疑を行い ましたが、 その

するも のでありま す。

り ました。
次に 、「 第三 セク ターの 経営の健全化 等に関する 行動計画に ついて」
でありま す。

赤 字は 解消さ れる 見込 みとなっ ている。こ れまで公社で は、累積債 務の

平成二 十八 年度 末に は約六 百万円にまで 縮減してお り、あと一 、二年で

公社 の累 積債 務は、 平成 二十六年 度当初で約 四千五百万円 であったが 、

修 繕に も取り 組む べき と考え るがどうかと ただしたの に対し、食 肉流通

場合 でも 、食肉 の処 理が円 滑に行われ るよう、 施設の機能 強化や大規模

あ り、 県内の 大規 模畜 産団地の 整備によって 、牛や豚の 増頭が図ら れた

上 では 、県 産畜 産物の 流通拠 点となる食 肉流通公社 の機能強化 が大事で

幅に 解消 されて いる よう だが、こ の要因は何か 。また、畜 産振興を図 る

から 、今 回取り 崩し 型の 基金にするも のである 。平成三十 年度は、小 規

ば 基金 を返還 する か、 取り崩し 型の基金と するか判断を 求められた こと

新規の 貸付 実績 がな い状況 にある。国か らは、貸付 実績がない のであれ

低く、 ほかに有利 な融資制度 もあることな どから、平 成二十一年 度以降、

利 一・ 五％で 資金 の一 部を貸 し付けるもの であるが、 現在は市場 金利が

融資 機関 に無利 子で 資金を 預託し、県 内企業が 設備を取得 する際に、年

し たの に対し 、こ の基 金は、電 源立地地域対 策交付金を 財源とし、 県が

す るた めの 財源 にする とのこ とだが、ど のような事 業を行うの かとただ

同基 金を 取り崩 しが できる ように条例 を改正し、小 規模事業者 を支援

主な 内容につい て申し上げ ます。

解消 を最 優先課 題と して 取り組んでき ており、 赤字の解消 は、集荷頭 数

模 企業 者の 経営革 新な どを支 援する「小 規模企業者元 気づくり事 業」を

こ れま での第 二次 行動 計画の期間で 、県食肉 流通公社の 累積債務が 大

や 販売量を増 やすなど の営業努力によ るもので あると考え ている。ま た、

含む三 事業の財源 に充てるこ とにしてい るとの答弁が ありました 。

もっ て原案のと おり可決す べきものと 決定した次第 であります 。

質疑 を終了 し、 討論 なく、採 決の結果、 議案第八十号 は、全会一 致を

これ まで も県 が補 助を行 いながら 、豚の解体 ラインの改 修や、家畜 衛生
体制 の強 化に向 けた 施設改 修に取り組 んできている が、累積債 務の解消
後 には 、これ まで 実施 を見送っ てきた施設 の機能強化 や人材確保 などに
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次に、所管 事項審査 における主なる 質疑につ いて申し上 げます。
「 第三 セクタ ーの 経営 の健全化等に 関する行 動計画（第 二次）」の 取
組状況 についてで あります。
由 利高 原鉄 道や 秋田 内陸縦貫鉄 道の通学利 用について 、定期券の 購入
は 親の 負担が 大き いこ とから利 用していない 学生もいる のではない かと

げようと するもので あります。

議 案第 八十三 号は 、公 営住宅法の一 部改正に より、一定 の普通県営 住

宅の 入居 者につ いて 、収 入の申告 を要しないで 家賃を決定 することが で

き るようにし ようとす るものなど であります 。

議 案第 八十四 号は 、建築 基準法の一 部改正により 、所要の規 定の整備

議 案第 八十五 号は 、建 築基準法 の一部改正に より、田園 住居地域内 に

を行おう とするもの であります 。

支 援を 考える こと はで きない かとただした のに対し、 通学用定期 券の購

おけ る建 築の 許可を 受け ようとす る者から手 数料を徴収 しようとする も

思う 。鉄 道事業 者任 せでは なく、県と して通学 用定期券の 購入に対する
入に 対す る支 援は、 沿線 市町村が それぞれの 事情に応じ て取り組んで お

のなどで あります。

議 案第 九十七 号か ら議案 第百五号ま での九件 は、当該事 業に要する経

り、 県は各 鉄道 の利 用促進 の観点から、 協議会への 負担金等を 通じて支
援 して いると ころ であ る。定期 券の割引率 については 、基本的に事 業者

審 査に 当た っては 、当 局から説 明を聞き、 質疑を行い、 討論なく、 採

費の一 部を関係市町 村等に負担 させようと するもので あります。

収 入の 増に 結びつ く場 合もあ ることから 、本委員会で いただいた 御意見

決の結 果、議案第 八十一号外 十三件は、 全会一致を もって原案の とおり、

の経営 判断によるも のではある が、割引率 の拡大によ り利用者が増 加し、
につ いて 、鉄 道事 業者 や沿線市町 村に伝えて まいりたい との答弁が あり

可決すべ きものと決 定した次第で あります。

昨 年七 月及 び八 月に発 生した豪 雨災害に伴 う河川の改 良復旧事業 を進

初めに 、「地域振 興局建設部の 組織改正に ついて」で あります。

次に 、所管事項 審査におけ る主なる質 疑について 申し上げます 。

ました。
建設委 員長の報告 を求めます 。

以上 、報告申し 上げます。
●議長（ 鶴田有司議 員）

【 二十五番（ 建設委員長 原幸子議員 ）登壇】
議案 第八 十二号 、議 案第八 十三号、議 案第八十 四号、議案 第八十五号、

に 対し 、平成 三十 年度 から、 仙北及び平鹿 地域振興局 建設部の組 織を改

が、 この 組織改 正は 、どの くらいの期 間を考え ているのか とただしたの

め るた め、仙 北及 び平 鹿地域振 興局建設部の 組織改正を 行うとのこ とだ

議 案第 九十七 号、 議案 第九十 八号、議案第 九十九号、 議案第百号 、議案

正し 、災 害復 旧に特 化し た課や班 を新設する 予定であるが 、今後、三 年

ただいま議 題となりま した議案第 八十一号、

第百 一号 、議 案第百 二号 、議案第 百三号、議 案第百四号及 び議案第百 五

から五 年の 期間 にお いて、 集中的に河川 の改良復旧 事業に取り 組む予定

●建設 委員長（原 幸子議員）

号、以 上十 四件 につ いて、 建設委員会に おける審査 の経過と結 果を報告

で あり 、当該 期間 にお いては、 その組織体 制で臨みたい と考えてい ると

こ れに 対し 、さら に、 昨年の豪 雨被害は甚 大であり、そ の復旧事業 を

の答弁が ありました 。

申し 上げます。
本委 員会に 付託 され ました 議案第八十一 号は、屋外 広告物法の 一部改
正 によ り、 屋外広 告物 の表示 等の禁止地 域に田園住居 地域を加え ようと

よう な対 応を検 討し ている のかとただ したのに対し 、災害の発 生以降、

速や かに 進め てい く必要 があると 考えるが、 当該組織改 正のほか、 どの

議案 第八十 二号 は、 地方公共 団体の手数 料の標準に関 する政令の 一部

建 設部 内にお ける 人事 異動等に より対応を 進めてきた ところであ るが、

するも のでありま す。
改 正に より、 砂利 の採 取計画の 認可の申請 等に係る手 数料の額を 引き下
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加 え、 任期付 き職 員の 採用や近 隣市からの 職員派遣な ど、さまざ まな工

今年 四月 以降の 河川 の改良 復旧事業の 本格化を 見据え、当該組 織改正に

うとす るものなど であります。

学 校の 設置に より 、同 校に勤務 する職員に 支給する給 与について 定めよ

本委 員会に 付託 され ました議 案第八十六 号は、井川 町立井川義務 教育

議案 第八十 八号 は、 児童・生 徒数の増減 等に伴い、 学校職員の 定数を

備に 資するため 、同基金の設 置期限を延 長しようと するもので あります。

議 案第 八十 七号 は、 子供を安心 して産み育 てることが できる環境 の整

夫を 行い 、組織 を強 化す ることで 、迅速に復旧 事業を推進 してまいり た
い との答弁が ありまし た。
次 に、 「一般 財団 法人秋 田県建築住 宅センターの 経営につい て」であ
ります。

に係 る一 般的 な維 持管 理及び修繕 についての 指定管理業 務を受託し てい

の かと ただ したの に対 し、秋 田県建築住 宅センターで は、秋田市 営住宅

確認 件数 が固定 傾向 にあ る中で、どの ようにそ のシェア拡 大に取り組 む

建 築確 認業務 の確 認件 数を増や していきた いとのこと だが、県内の 建築

ながって いるのか。ま た、同セン ターの経営 をさらに安 定化させるた め、

経営 改善 に努 めてい ると のことだ が、どのよ うな点が経 営の安定化に つ

総理 大臣 、文部 科学 大臣及 び厚生労働 大臣が定める 施設の設備 及び運営

な提 供の 推進 に関 する 法律第三条 第二項及び 第四項の規 定に基づき 内閣

議 案第 百三 十三号 は、 就学前の 子どもに関 する教育、保 育等の総合 的

ける 風俗 営業の 営業 所の 設置を制限し ようとす るものなど であります 。

議 案第 九十号 は、 都市計 画法の一部 改正によ り、田園住 居地域内にお

伴い、運 転免許試験手 数料等の額 の改定を行 おうとする ものでありま す。

議案 第八 十九 号は、 道路交 通法施行令 の一部を改 正する政令 の施行に

改 めようとす るものなどで あります。

るが 、こ れによ り、 毎年、 人件費・管 理費として一 定程度の収 入が見込

に 関す る基準 の一 部改 正に伴い 、所要の規 定の整理を 行おうとす るもの

秋 田県建築住 宅センターで は、秋田市 営住宅の指 定管理業務 を受託し、

める ことから、 経営の安定 化に寄与し ているも のと認識してい る。また 、

であり ます。

てい るが 、定数 の減 少と ともに、教員 の偏った 年齢構成も 大きな問題 と

秋 田県 では、 児童 ・生徒 数の減少に 伴い、毎 年教職員定数が 減ってき

についてであ ります。

議案 第八 十八 号学校 職員の 定数に関す る条例の一 部を改正する 条例案

が 、その主な 内容について 申し上げま す。

審査 に当た って は、 当局から それぞれ説 明を聞き、 質疑を行い ました

の整 理を行おう とするもので あります。

議 案第 百三 十四 号は、 保育所保 育指針の全 部改定に伴 い、所要の 規定

さら に経 営の安 定化 を図 るため、 建築確認業務 の確認件数 について目 標
数 値を 定め 、取 り組ん でいる ところだが 、建築確認 業務を行う 建築主事
は 非常 に難し い資 格を 取得する 必要があり、 今後は、競 合する民間 事業
者に おい ても人 材不 足が予 想される。 そのため 、組織とし て、確実に人
材 を育 成し、 事業 を継 続する ことで、シェ アの拡大等 につながっ ていく
のでは ないかと考 えていると の答弁があり ました。
教 育公安委員長 の報告を求 めます。

以上、報告申 し上げます 。
●議長 （鶴田有司 議員）

【二十一番 （教育公安 委員長菅原 博文議員） 登壇】

偏っ た年 齢構 成を 是正す るため、 どのような 対策を講じ ているのか とた

な って おり 、今後 、大 量の退 職者が発生 することが想 定される。 現在の

十六 号、 議案 第八 十七号 、議案第 八十八号、 議案第八十 九号、議案 第九

だし たの に対し 、教 員の年 齢構成の偏 りは、特に小 学校で顕著 であり、

ただ いま議題とな りました議 案第八

十号 、議 案第百 三十 三号及 び議案第百 三十四号、以 上七件につ いて、教

五十 歳代の割合 が非常に高 くなってい る。これを解 消していく ためには 、

● 教育 公安 委員長 （菅 原博文議 員）

育公 安委員会に おける審査 の経過と結 果を報告申し 上げます。
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県内 出身 者が秋 田に 戻っ てこれるよう な取組も 検討してま いりたい。 と

機 会を 増やし 、人 材確 保に努め てまいりた い。また、 首都圏に進学 した

の学 生等に 対し て、 秋田の 教育環境の良 さや採用試 験の状況を 説明する

とも に、 首都 圏では 採用 試験の倍 率が上昇傾 向にあるこ とから、首都 圏

優 秀な 人材が 他県 に流 出しな いよう、県内 学生の確保 に一層取り 組むと

他県 でも 優秀な 人材 の確保 が大きな課 題となっ てきている 。そのため、

では ないかとた だしたのに対 し、教員の 大量退職は 全国的な傾 向であり、

産 を十 分に 生か しな がら、全 国から優秀 な人材を集 めてくるこ とも必要

さら に、 秋田県 の未 来を 開く子供 たちを育てる ためには、 秋田の教育 資

加 や受 験年齢 の引 き上 げなどを 行ってきた ところであ る。これに 対して

新規 採用 者を増 やし ていく ことが重要 であり、 これまでも、採 用枠の増

ほ 市の 治安 維持等 につ いて説 明し、理解 と協力を得ら れるように 努めて

署協 議会 、交通 安全 協会 、防犯協会及 び地域住 民等に向け 、今後のに か

に 対し 、今後 は、 パブ リックコ メントを実 施するとと もに、にかほ 警察

の説 明を強 力に 進め ること が重要である と考えるが どうかとた だしたの

交番 化さ れて いるが 、や はり地元 の理解が何 よりも大切 であり、地域 へ

れ てい ないた め、 住民 等の不 安が増大して いる。過去 にも警察署 が幹部

し、 経緯 や、さ らな る機能 強化を図る という警 察の目的が 地域に理解さ

存 続す ること とし てい る。これ に対しさらに 、現在のと ころ報道が 先行

す る警 察署 との 機能 分担、喫 緊の熊対策 など、総合 的に検討し た結果、

につ いて は、観 光イ ンバ ウンドに よる外国人対 応、地理的 な特性、隣 接

こ ろで ある。 また 、ほ かの小規 模警察署で ある男鹿警 察署と仙北 警察署

能に つい ても、 警察 本部と の連携によ り十分に 維持できると判 断したと

以 上で各委員 長の報告 は終わりました 。

質疑 はないもの と認めます 。

【 「なし」と 呼ぶ者あり 】

各委員 長に対する 質疑を行いま す。

●議長 （鶴田有司 議員）

以上、報告 申し上げ ます。

まいり たいとの答 弁がありま した。

の 答弁があり ました。
質疑 を終 了し 、討 論なく 、採決の結果 、議案第八 十六号外六 件は、全
会一致を もって原案 のとおり可決 すべきもの と決定した 次第であり ます。
次に 、所管事項 審査におけ る主なる質 疑について 申し上げます 。
警察 本部 におけ る「 秋田県 警察機能強 化プラン（案 ）」につい てであ
り ます。

●議長 （鶴田有司 議員）
討論を行い ます。

こ のプ ランの 中で は、に かほ警察署 を由利本荘警 察署に統合 し、幹部
交番 化す る計画 とな ってい るが、各警 察署には 運転免許証 更新等の窓口

二 番加 賀屋千 鶴子 議員 から討論 の通告があり ますので、 発言を許し ま
す。

【二番（加賀 屋千鶴子議 員）登壇】

業 務も あるが 、に かほ 警察署 は、沿岸や県 境部の警戒 、鳥海山の 山岳救
助な ど地 域特 有の役 割も 担ってい る。今後、 統廃合を進め ていくため に
は、こ うし た機 能が 適切に 維持されるの かが重要な 要素になる が、その

察 署は 小規 模警察 署で あり、 職員数が少 なく、夜間の 初動体制が 弱かっ

の比 較根 拠を明 確に 示す べきではない かとただ したのに対 し、にかほ 警

る基 準を 定め る条 例を廃 止する等 の条例案及 び議案第百 十五号秋田 県軽

議 案第 七十 三号秋 田県 指定居 宅介護支援 等の事業の人 員及び運営 に関す

議題 とな りまし た、 議案 第四十四号平 成三十年 度秋田県一 般会計予算 、

日 本共産党の 加賀屋千鶴子 です。ただ いま

たこ とや 、管 内の 刑法犯 認知件数 や交通事故 件数が県内 最少である 治安

費老 人ホ ームの 設備 及び運 営に関する 基準を定める 条例の一部 を改正す

●二 番（ 加賀 屋千鶴 子議 員）

情勢 等を 踏まえ 、由 利本荘 警察署との 統合による重 層的な取り 組みによ

る 条例 案から 議案 第百 三十一号 医療法施行 条例の一部 を改正する 条例案

点 を十 分に検 討し てい るのか。 また、今回 は統合しない 小規模警察 署と

り 、さ らなる 治安 維持 が図られ 、沿岸や県 境部の警戒 、山岳救助 等の機
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た実 質的 な地方 交付 税は、 前年度比で 五十三億 円減少して います。昨年

一 ・四 ％の減 少と なっ ています 。税収は伸び ず、臨時財 政対策債を 含め

の 知 事 選 後 の 本 格 編 成 さ れ た 六 月 補 正 後 の 予 算 に 比 べ 、 八 十 三 億 円、

第三 期プ ランス ター トの年 として、総 額五千八百三 億円で、昨 年四月

最 初に、議案第 四十四号に ついてです 。

広 く議 論し、 判断 する 機会を つくるべきで す。また、 国直轄河川 事業負

ポー ツの 多面的 発展 が進む 努力をする ことでは ないでしょ うか。県民が

としてやるべきことは、新スタジアム整備よりも、サッカーを含めス

も 、試 合日 数や 芝の 保全のた めに、利用 できるとし ても限定的 です。県

いと 見な ければ なり ませ ん。県民 に広く利用さ れるスタジ アムといっ て

総 括審 査での 知事 の発 言にもあ るように、 建設後の運 営の見通し も厳し

アム 整備 ありき 」で す。新 スタジアム は、整備 に係る費用だけ でなく、

の 大雨 災害の 復旧 工事 で公共 事業が大幅に 増える中で 、行政経費 を三〇

担金 には 、新 年度か ら本 体工事に 着工する成 瀬ダム建設 工事費が含ま れ

について 、討論いた します。

％削減 という大変 厳しい予算 編成となって います。

施設 整備 室の 財産 管理 費、学校営 繕費が大き く減額とな っています 。そ

わ れる ケー スが随 所に 見られ ます。例え ば、十款一項 二目教育庁 総務課

切に 評価 しての 判断 もあ るとは思いま すが、明 らかに財政 的な理由と 思

こ れま での事 業を 廃止 ・縮小・ 統合や組み 替えが目立 ちます。事業 を適

す。 すこ やか子 育て 支援事 業の拡充は 歓迎するもの ですが、待 機児童の

援を 大き く進 め、 中小 企業、農林 水産業への 支援を強め る必要があ りま

県 外流 出を 防ぎ、 人口 減少を 食いとめる ためにも、若 者対策、子 育て支

る予 定で 、これ らの 事業 については認 めるわけ にはいきま せん。若者 の

場 整備 費や、 計画 変更 に伴い当 初予定して いた事業費 が増え、まだ 増え

てお り、今 後、 事業 費が増 えていきます 。県・市連 携文化施設 は、駐車

の理 由は 、公共 施設 等の総 合管理計画 に基づき長寿 命化を図る ために、

解 消の ための 保育 士確 保対策な ど講じるべ きです。ま た、若者の 県外流

第三期プラ ンのスタート という年度 でもあり 、新規事業 もありますが 、

県 立学 校施設 等総 合管 理計画推 進事業二億 七百三十七 万三千円に 一部を

出の 大き な要因 の一 つは 、県内の 賃金が低いと いうことに あります。 若

中小 企業振 興臨 時対 策基金を 創設し、取 り組もうと しているこ とは評

移し たと いう説 明で した 。しかし 、二つの事業 を合わせて 減額された 金

にで きな いので はな いでし ょうか。橋 梁の長寿 命化も目標 に到達してい

価 しま すが、 規模 ・業 種を問 わず、地元の 企業・業者 を広く支援 し、社

者 が働 きた いと 思う魅 力ある 職場をつく ること、こ のことと併 せて、県

な いと 聞いて いま す。 昨年の 大雨被害で河 川改修事業 、水位計の 設置な

会経 済力 を引 き出す ため の施策を あらゆる部 署で取り組ま なければな り

額 は四 億一 千九 百六十 七万六 千円で、約 半分の金額 です。単純 な比較は

ど行 われ てい ますが 、県 民の安全 にかかわる 施設は最優先 して予算を と

ません 。住 宅リ フォ ーム推 進事業は、補 助対象の条 件を狭めず 、これま

外基 盤の弱い企 業の賃金引き 上げに結び つく支援を すべきです 。

る必要 があ りま す。 また、 本県の最重要 課題である 人口減少対 策を十分

で地域経済に貢献してきたようにすべきです。このほか、国保やマイ

で きな いもの の、 これ では日常 の維持管理も 教育施設の 長寿命化も 十分

に 図る べきで す。 その ために、 需要と財政 支出のバラン ス、現在と 将来

ナンバー などに関す る予算も含 まれていま す。

議案 第七十三号 、議案第百 十五号から 議案第百三十 一号につい てです。

のです。

ビス の向 上、 県民 の暮ら しと命を 守る立場か ら、本予算 には反対す るも

予 算編 成に 当たっ た職 員の皆さ んの御苦労 は理解します が、県民サ ー

の日 本財 源の負 担の 大き さを十分に検 討し、事 業を判断す る必要があ る
と いう意見を 、まず最 初に申し上げて おきます 。
八橋 陸上 競技 場整 備支援事 業三億一千 七百五万八 千円、新ス タジアム
整備 構想 策定事 業負 担金五 百万円は、 同時並行で進 められ、構 想策定か
ら スタ ートす ると いう のであれ ば理解でき ますが、こ れでは「新 スタジ
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これらの条例案は、全て「地域包括ケアシステムの進化・推進」と

団体 など から指 摘さ れてい ます。高齢 者と障害 者の施策を一体 化する方

「地 域包 括ケア シス テム の強化の ための介護保 険法等の一 部を改正す る

り ます が、 これ まで 述べた利 用者の負担 増ばかりで なく、社会 保障の公

施設 での 身体的 拘束 を規制 することな ど部分的には 理解できる 点もあ

向 を強めること にも、障害 者・家族か ら異論が 出されています 。

法 律」 に関 係す るも のです。 介護保険法 、社会福祉 法、障害者 総合福祉

的 責任 の原理 を崩 壊さ せること にもつながる 内容をもっ ており、反 対す

「介護保険制度の持続可能性の確保」を目的に、昨年六月公布された

法な ど、三十一 もの法律が一 括して改正 されていま す。その主 な内容は、

るもので す。

ました。

●議 長（ 鶴田有 司議 員）

以上をも ちまして、 通告者の発 言は終了いた し

以 上で私の討 論を終わりま す。御清聴 ありがとう ございまし た。

介護 保険 法を改 正し 、一定 以上所得の ある利用 者の介護保 険利用料を三
割 にする、自 立支援等保険 者機能を強 化するた めのインセ ンティブ付与 、
介護 保険 料の 算定に 総報 酬制度導 入など、新 たな負担増 、給付抑制の 仕
組みが導 入されます。

関 係者 ・家 族など から 怒りの 声が上がる のは当然です 。全市町村 が介護

設か ら退 所した ケー スも 生まれていま す。負担 増ばかり迫 るやり方に 、

百十 五号 から 議案 第百 三十一号ま で、以上二 十三件を一 括し、起立 によ

十 六号 、議 案第百 十三 号、議 案第七十三 号、議案第七 十四号及び 議案第

採決 いたし ます 。ま ず、議 案第四十四号 、議案第六 十二号、議 案第六

討論 は終局した ものと認め ます。

の「 自立 支援 ・重 度化 防止」に取 り組むこと を制度化し 、要介護度 や介

り採 決い たしま す。 以上の 議案二十三 件は、いずれ も原案のと おり可決

二 〇一 五年に 実施 された 利用料の二 割負担に より、利用 抑制や介護施

護給 付費 の低減 など を市町 村に競わせ 、介護費用を 抑制した自 治体に対

【賛成者 起立】

起立 者過半数で あります。 よって、議 案第四十

する ことに賛成 の方、御起 立願います 。

介護 保険 は、「 介護 の社 会化」と 銘打って、国 民から高齢 期の安心材 料

● 議長 （鶴 田有司 議員 ）

する 国の財政支 援を手厚く するなど、 給付抑制 に拍車をかける ものです 。
と いう こと で支 持され 、要介 護者やその 家族・介護 職員などか ら大きく

七 号、 議案第 百十 八号 、議案 第百十九号、 議案第百二 十号、議案 第百二

四 号、 議案第 六十 二号 、議案第 六十六号、議 案第百十三 号、議案第 七十

介 護療 養病床 廃止 と介 護医療院 の創設、「地 域共生社会 」の名目で 地

十一 号、 議案 第百二 十二 号、議案 第百二十三 号、議案第百 二十四号、 議

期 待さ れてい まし た。 しかし、 今、国民の介 護保障とし ては、ほど 遠い

域住 民等 の助 け合い を制 度化し、 高齢者・障 害者などの福 祉サービス を

案第百 二十 五号 、議 案第百 二十六号、議 案第百二十 七号、議案 第百二十

三号 、議 案第七 十四 号、議 案第百十五 号、議案 第百十六号 、議案第百十

包括化 しま す。 「福 祉サー ビスを必要と する人たち が孤立しな いよう地

八 号、 議案第 百二 十九 号、議案 第百三十号 及び議案第百 三十一号は 、原

内容にな っています 。

域 住民 が支援 する 」、 このこと を求める条 文を社会福祉 法に新設し まし

次 に、 残る 議案六 十三 件につい て一括し、 採決いたしま す。以上の 議

案のとお り可決され ました。

社 会福 祉法 人によ る互 助を地 域福祉に組 み込み、行政 の穴埋めを 求める

案六 十三 件は 、い ずれも 原案のと おり可決す ることに御 異議ありま せん

た。 誰も 否定で きな い「 助け合い」や 共生を掲 げることで 、地域住民 や
もの で、 公的 責任 の後退 を招きか ねません。 これが公的 な社会保障 費の

か。

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】

削減 路線 と結び つき 、国や 自治体が地 域福祉から手 を引き、地 域住民の
「 自助 ・互助 」の 役割 を押しつ けることに つながると の警告が、 障害者
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●議長 （鶴 田有司 議員 ）

御 異議ないも のと認め ます。議案第四 十五号、

議 案第 四十六 号、 議案 第四十七 号、議案第 四十八号、 議案第四十 九号、
議案 第五 十号、 議案 第五 十一号、 議案第五十二 号、議案第 五十三号、 議
案 第五 十四 号、 議案 第五十五 号、議案第 五十六号、 議案第五十 七号、議
案 第五 十八号 、議 案第 五十九号 、議案第六十 号、議案第 六十一号、 議案

ます。

討 論の 通告が あり ませ んので、直ち に採決い たします。 本案は、原 案

のとお り可決する 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 案第百三十 五号

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）

は、原案 のとおり可 決されまし た。

次 に、日程第 八十八、請願 審査の件を 議題といた します。

第六 十三 号、議 案第 六十四 号、議案第 百十一号 、議案第百 十二号、議案
第 六十 五号、 議案 第六 十七号 、議案第六十 八号、議案 第六十九号 、議案

お諮り します。請 願第四十五 号、請願第四 十四号及び 請願第四十 二号、

以上 の請願 三件 は、 いずれ も委員長の報 告及び質疑 を省略する ことに御

第七 十号 、議 案第百 十四 号、議案 第九十一号 、議案第七 十一号、議案 第
七十 二号、 議案 第七 十五号 、議案第七十 六号、議案 第七十七号 、議案第

異議 ありません か。
● 議長 （鶴 田有司 議員 ）

御異 議ないもの と認め、その ように決定 いたし

【「異議 なし」と呼ぶ 者あり】

百 三十 二号、 議案 第九 十二号、 議案第七十 八号、議案 第七十九号、 議案
第九 十三 号、議 案第 九十 四号、議案第 九十五号 、議案第九 十六号、議 案
第 八十 号、 議案第 八十 一号、 議案第八十 二号、議案第 八十三号、 議案第

ます。
討論を行い ます。

八十 四号 、議 案第 八十 五号、議案 第九十七号 、議案第九 十八号、議 案第
九十 九号 、議案 第百 号、議 案第百一号 、議案第百二 号、議案第 百三号、

二十 八番石田寛 議員から討 論の通告が ありますの で、発言を許 します。

た だいま議題 となりまし た、請願第 四十五号

ついて、 賛成の立場 で討論を行 います。

秋 田県 内にイ ージ ス・ アショア の配備を行わ ないことを 求める意見 書に

● 二十 八番 （石田 寛議 員）

【二十八 番（石田寛 議員）登壇】

議 案第 百四号 、議 案第 百五号、 議案第八十 六号、議案 第八十七号 、議案
第八 十八 号、議 案第 八十 九号、議 案第九十号、 議案第百三 十三号及び 議
案 第百三十四 号は、原 案のとおり 可決されまし た。
次 に、 日程第 八十 七、議 案第百三十 五号は、委員 会提出に係 るもので
あります ので、直ち に本会議に おいて審議い たします。

ま ず、 昨日の 総務 企画 委員会の 不採択の報告 、五対一で 不採択とい う

話を 聞い て、 ちょっ と驚 きました 。昨年の十 二月議会とは 違い、今年 に

♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯
【上程意 見書案は巻 末に登載】

入って から 、新 屋地 区を中 心として、住 民の皆さん がいろいろ 講師を囲

み 勉強 会を重 ね、 いろ んな意見 が上がって きております 。特に、不 安の

♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯
日程第 八十七、議 案第百三十五 号秋田県政 務活

声が 多い 。まだ 知ら ない 部分がいっぱ いある。 こういうと きなので、 私

●議 長（ 鶴田 有司議 員）

動費 の交 付に関 する 条例 の一部を改正 する条例 案を議題と いたします 。

と して は、 もしか する と継続 審査ぐらい になってくれ るのではな いのか

まず 第一に、コ ストの問題 について触 れたいと思い ます。

に驚きと ともに残念 に思ったとこ ろです。

と、 こう 期待 をし ていた ところで すが、不採 択という話 を聞いて、 非常

お 諮り しま すが、 本案 は、趣旨 説明、質疑 を省略するこ とに御異議 あ
りませ んか。
御異議 ないものと 認め、その ように決定 いたし

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（ 鶴田 有司 議員）
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は 八百 億円、 ポー ラン ドに今年 完成される と言われて いるのが七 百五十

イー ジス・ アシ ョア 一基一千 億円と言わ れておりま すが、夏の段 階で
なって いるそうで す。

レ ーダ ー波。 です から 、六キロ の幅で六キ ロの高さま で飛行禁止 区域に

いただいてドクターヘリが飛んだという記憶があるそうです。強烈な

ない けれ ども、 秋田 の市民 はどうする んですか 。電磁波過 敏症という言

住 まい してい るで はな いですか 。勤務する自 衛隊は転勤 があるかも しれ

そ うい うも のを 総合 的に見たら 、新屋の演 習場には、 すぐ近所に 人が

億円 、十 二月の 閣議 決定 では一千 億円で、その 後、まだ増 えるかもし れ

国内にある 米軍基地に いろい

な いと、こう 言われて おります。 どこまで膨 れ上がるか誰 もわからな い。
そう いうものが 本当に必要な のかと。
これ までも 日本 は、 アメリカ の基地

て 、ト ランプ 大統 領の 来日時に アメリカの 武器の購入 を要請され、 過去

内に ある米 軍基 地に 支援し ているのであ ります。そ れでもなお 足りなく

計よ りも 多い 金額で 、一 日に直す と十九億円

いう方 々にどういう ふうにこた えられます か。将来、 脳腫瘍や小児 がん、

ら 、と ても不 安だ 、恐 怖を覚え る、そう声 が届きまし た。皆さん、 そう

吐き 気をす る。 その ほかに 、心臓ペース メーカーを 埋め込んで いる方か

テレビ 、ＩＨ調理 器を使用で きない方々が いるそうで す。頭痛、 めまい、

葉 があ ります 。そ うい う患者 がいるそうで す。携帯電 話や電子レ ンジ、

の、 過去 という か、 これ からの国防計 画にもな かった、そ ういうもの を

白 血病 、そ ういう 患者 が出て きたとき、 誰が責任をと りますか。 私は、

ろ な支 援を行 って きま した。 年間七千億円 の支援です 。秋田県の 一般会

手 ごろ な金 額とし て持 ち出し てきたのが イージス・ア ショアだと いうこ

県民 の健 康、 命を 守る 立場になる ならば、も う一度再考 すべきでは ない

毎日十 九億円を日本 国

とに は、 驚き を隠 せま せん。米軍 の基地は世 界中にあり ます。でも 、ほ

のかとい うふうに思 います。
次に 、外交問題 です。

とん どが アメリ カの 予算で 賄われてい るそうです。 土地の借り 上げ料ま
で アメ リカが 払っ てい る。なぜ 日本だけが 、こんなに アメリカの ために

こ れか ら、 中国 と友好 を深め ながら産業 振興につな がればいい なと、皆

秋田県 は、中国甘 粛省と友好提 携三十五周 年の記念行 事を行いま した。

を 見た ら、 理解 できな いので はないでし ょうか。ア メリカから 見れば日

さ ん思 ってい るの では ないでし ょうか。そし てまた、ロ シア。プー チン

国民 の納 めた貴 重な 税金 が使われ なければなら ないのか。 外国から日 本
本 はた だ都合 のい い国 、そう言 えるのではな いのかなと 、私はそう 思っ

さん に秋 田犬を 贈り 、友好 が広がって いる。今 また、平昌 オリンピック

で 金メ ダルを 取っ たザ ギトワ 選手に秋田犬 を贈る。「 マサル」と いう名

ておりま す。
次 に、健康問 題、電磁波の 問題です。

端 から 端まで が見 えな い。です から、それ ぐらい住宅地 には縁がな い。

います 。イ ージ ス・ アショ ア、ハワイの 実験場、広 大な土地で 、基地の

その こと がどう いう こと なのか。射程 距離が二 千キロに延 びると言わ れ

ど んど んどん どん 広が るとき、 秋田にイー ジス・アショ アを設置す る、

その犬 が披 露さ れる ことに なっておりま す。そうい うふうな形 で友好が

前まで 決まってい る。五月三 日、大館市の 桂城公園で 開かれる本 部展で、

です から 、人的 被害 がな いと言われて おります 。でも、ハ ワイの実験 場

て おり ます から、 当然 、中国 とロシアが 入ってくるわ けです。そ れでは

新屋 地区の 皆さんが一 番心配して いるものだろ うと思

の 入り 口に は「放 射線 危険区 域」という 看板があるそ うです。ル ーマニ

中国 やロ シア に、 右手で 握手を求 め、左手で げんこつを 持っている 、そ

これ が一 番

アの 基地 の上 空も 飛行禁 止区域に なっており ます。四年 前に、京都 府の

ミ サイルを 迎撃できる かという問 題

ういう姿 に写るので はありません か。それで もいいんで しょうか。
次 に、 本当に 迎撃 できる のか

京丹後市に米軍のＸバンドレーダーが設置されました。この間、ドク
タ ーヘ リが九 回も レー ダー波を 止めてほし いというお 願いをし、 止めて
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です。
ハ ワイ の実験 場で 三回 実験したけれ ども、一 発より当た らなかった 。

お願いし ます。
● 議長（ 鶴田 有司 議員 ）

討 論は終局し たものと認 めます。

以上を もちまして 、通告者の 発言は終了 いたし

多 額の 金を かけ てど うするん ですか。飛 んでくるの は大気圏で すよ。五

採 決い たしま す。 まず、 請願第四十 五号について 起立により 採決いた

ました 。

百 五十 キロ上 空を 飛ぶ んです。 それに命中す るというの は誰も保障 でき

します。 本請願に対 する委員会 の決定は、 不採択であり ます。本請 願は、

二発 は当 たらな かっ た。 三割三分 三厘ではない ですか。そ ういうもの に

ない 。軍 事評論 家の 中では 、当たらな いから逆 に太平洋側 に飛んでいっ

【賛成者 起立】

起 立者少数であ ります。よ って、請願 第四十五

採 択すること に賛成の方、 御起立願い ます。

言っ てい る方 もおり ます 。百歩譲 って、有事 になったら 、イージス・ ア

●議長 （鶴 田有司 議員 ）

た もの を追っ かけ て撃 つこと になる。でも その方が難 しいだろう 。こう
ショ アを狙 うよ りも 国内に ある五十四基 の原発を狙 った方がい い。テロ

次に 、請願 第四 十四 号につ いて起立によ り採決いた します。本 請願に

号は 不採択と決 定されまし た。

福島 の原 発事故 以上 の被 害が予想でき る。これ では、頭隠 して尻隠さ ず

対 する 委員 会の決 定は 、採択 であります 。本請願は、 採択するこ とに賛

の 標的 にも原 発は 対象 になるだ ろうと。原 発にミサイ ルが当たった ら、
の 状態 では ないで すか 。イー ジス・アシ ョアを設置す るのだった ら、そ

成の方 、御起立願 います。
【賛成者起 立】
●議 長（ 鶴田 有司 議員 ）

起立者 過半数であ ります。よ って、請願 第四十

の前 にま ず、 五十 四基 の原発を廃 炉にすべき ではないの か。でなけ れば
効果がな い。こうい う話をする方 もおります 。私もその ように思い ます。
こ れか ら日本 のと るべ き道を考えた ときに、 今、米朝首 脳会談が四 月

次 に、 請願 第四 十二号 について 起立により 採決いたし ます。本請 願に

四号は 採択と決定 されました。

そ うい う世 界が 来てほ しい。 そうお互い に念じてい るのではな いでしょ

対 する 委員会 の決 定は 、採択で あります。本 請願は、採 択すること に賛

に行 われ る。す ばら しい ではない ですか。核も ミサイルも 飛ばさない 。
う か。 そのと きに 、な ぜこの場 でこの請願を 不採択にし なければな らな

成の方、 御起立願い ます。
【 賛成者起立 】

起立者過 半数であり ます。よって 、請願第四 十

いのか。 継続審査で もいいので はないのか。
日 本は 世界で 唯一 、広 島と長崎 に原子爆弾が 落とされた 。あの悲惨 な

●議 長（ 鶴田有 司議 員）

次 に、 日程第 八十 九、意 見書案第一 号は、委 員会提出に係る ものであ

二号は採択と 決定され ました。

戦争 を二 度と 繰り返 さな いという ことで、憲 法九条で戦争 放棄する憲 法
をもっ て、 戦後 、経 済発展 をしてきたの ではありま せんか。だ とするな
ら ば、 世界で 紛争 や戦 争をやめ ようと声高 に叫べる、反 戦のリーダ ーに

りますの で、直ちに 本会議にお いて審議い たします。

♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯

なれ る、 ならな けれ ばな らないのは日 本だと、 私はそう思 います。日 本
の とる べき 道は、 平和 外交。 戦争に向け て走るのでは なくて、戦 争をや

【上程意 見書案は巻 末に登載】
●議 長（ 鶴田 有司 議員）

日程第 八十九、意 見書案第一 号北海道・ 北東北

♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯

めよう と言える立 場にある一 番近い国が 日本だと思い ます。
そう いう意 味で 、今 日この本 会議でこの 請願が皆さん の賛成の同 意を
得 られ ますよ う声 を高 く叫んで 、私の賛成 討論を終わ ります。よ ろしく
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の縄 文遺 跡群の 世界 遺産登 録に向けた 推薦を求 める意見書を議 題といた
し ます。
お諮 りし ますが 、本 意見書 案は、趣旨 説明、質疑を 省略するこ とに御
異 議ありませ んか。
御異議 ないものと 認めます。

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】
●議長（鶴 田有司議員 ）
討 論の通告が ありませんの で、直ちに 採決いたし ます。本意 見書案は、
原案の とおり可決 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 。意見書案 第一号は 、

【「異議な し」と呼ぶ者 あり】
●議長 （鶴田有司 議員）

する意見 書について 、提出者とし て趣旨説明 を行います 。

今 回の 制度の 見直 しに より、生活保 護世帯の 子供が大学 等へ進学す る

際に 、新 生活の 立ち 上げ 費用とし て、自宅通学 は十万円、 自宅外通学 は

三 十万 円の 一時 金が 給付され ることにな りました。 また、大学 進学後も

自 宅か ら通学 して いる 場合は、 その子供の分 の住宅扶助 額を減額し ない

措置を講 じるなど、 支援が強化 されたこと は前進と言え ます。

し かし 、厚生 労働 省は 依然とし て、生活保護 世帯の子供 は高校卒業 後

は進 学し ない で稼働 能力 を生かし て就労すべ きであると し、当該世帯 の

家族 ととも に生 活保 護を受 けながら大学 等に進学す ることを認 めていま

せ ん。 そのた め、 生活 保護世帯 の子供が大 学等に進学 すると、家族 と同

費 が認 定さ れなく なる ため、 生活保護費 が減額されま す。また、 自宅か

居し てい ても「 世帯 分離 」として取り 扱われ、 当該子供に 係る基準生 活

お 諮り しま す。日 程第 九十、意 見書案第二 号及び日程第 九十一、意 見

ら通 学す る場 合を 除き 、住宅扶助 費も認定さ れなくなる ことから、 地域

原案の とおり可決さ れました。
書案 第三 号の 意見 書案 二件は、い ずれも委員 会付託を省 略し、直ち に本

や世 帯構 成にも より ますが 、当該世帯 が受け取るこ とのできる 生活保護

の進学 を諦める子 供は多いと思 われます。

費 は、 月四万 円な いし 六万円程 度減る運用 となってい るため、大 学等へ

会議にお いて審議す ることに御異 議ありませ んか。
【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】
御異議な いものと認め 、そのよう に決定いた し

は 七三 ・三％ 、二 〇一 七年度に は浪人を含む 大学等進学 率が八〇・ 六％

文 部科 学省 の調 査によ ると、二 〇一六年度 の一般世帯 の大学等進 学率
♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯

と、 過去 最高を 更新 してい ます。その 一方で、 生活保護世 帯の子供の大

●議 長（ 鶴田有 司議 員）
ま す。
【上程意見 書案は巻末 に登載】

学 等進 学率は 三三 ・一 ％と、 一般世帯の半 分以下であ ります。ま た、秋

田県 が行 った 「ひと り親 世帯等の 子育てに関 するアンケー ト調査報告 」

♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯♯♯ ♯♯♯
日程第九 十、意見書 案第二号生活 保護世帯の 子

による と、 貧困 世帯 の大学 等進学率は二 五・四％、 中学生の弟 や妹がい

●議 長（ 鶴田有 司議 員）

どもの 大学 等へ の進 学に関 する意見書、 日程第九十 一、意見書 案第三号

る世 帯になると 一九・六％ と、さらに低 くなってい るのが現状 です。

の 就学 を認め てし かる べき段階 に達してい るものと言 えるのでは ないで

学費 が支 給され るよ うにな りました。 この状況と比 較すれば、 大学等へ

で高 校に 進学 する ことを 認め、二 〇〇五年か らは、高校 生活のため の就

た が、 一般 の高校 進学 率が八 〇％を超え た一九七〇年 に、世帯分 離なし

国は 、かつ て、 生活 保護世 帯の子供の高 校進学を認 めていませ んでし

労 働者 の声を 踏ま えた 「働き方 改革」の実 現を求める意 見書、以上 二件
を一括議 題といたし ます。
ま ず、意見書 案第二号に ついて、提出 者の趣旨説 明を求めま す。
社 民党会派の 加藤麻里です 。ただいま 議題とな

【九番（ 加藤麻里議 員）登壇】
●九番 （加 藤麻里 議員 ）

り まし た、意 見書 案第 二号生活 保護世帯の 子どもの大 学等への進 学に関
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社会 民主党会派 の薄井司 です。ただいま 議題とな

り まし た、意 見書 案第 三号労働 者の声を踏 まえた「働 き方改革」 の実現

●一番 （薄 井司議 員）

運 用を 改め、 就学 しな がら生活 保護を受け ることを認 める規定に 早急に

を求め る意見書に ついて、提出 者として趣 旨説明を行 います。

しょ うか 。生活 保護 世帯の 子供が大学 等に進学 する場合に世帯 分離する
改定さ れるべきで す。

保 護世 帯の子 供が 大学 等に進 学し、その授 業料等に充 てるために 得た奨

入の 分だ け生活 保護 費が減 額されるこ とになっ ています。 それは、生活

活 保護 費以外 の収 入が あった場 合は、原則と して収入認 定され、当 該収

来展 望を 可能 にする ほか 、労働生 産性を改善 し、賃金の 上昇や需要拡 大

の 視点 に立っ た労 働制 度の抜 本改革により 、働く一人 一人のより よい将

日本 経済 再生に 向け たチャ レンジとし て働き方 改革を位置 づけ、働く人

ける 審議を経て 、「働き方改 革実行計画 」を決定し ました。こ の中では、

昨 年三 月、 政府 は、 総理大臣が 議長となっ た働き方改 革実現会議 にお

学金 やア ルバ イト収 入も 同様の扱 いです。教 育に必要な 費用が年々増 加

を通 じて、 経済 の成 長と分 配の好循環を 構築するこ とを目指す としてお

次 に、 収入 認定 の取 り扱いにつ いてですが 、現在、生 活保護世帯 に生

し、 世界的 に最 も高 額な水 準に達してい る中、貧困 家庭の子供 が大学等

りま す。また、 非正規雇用 の処遇改善や 賃金引き上 げと労働生 産性向上 、

長時 間労 働の是 正な どの 検討テーマを 設定し、 我が国の将 来を見据え て

に通 うことには 、経済的に 大きなハード ルが存在し ます。
昨年 五月、 超党 派の 議員で つくる「子ど もの貧困対 策推進議員 連盟」

具 体的な対応 策につい ても言及してお ります。

働き 方改 革が 推進 される ことは、企業 現場におい て、労働時 間短縮を

は 、生 活保 護世帯 の子 供の進 学率向上を 最優先に進め るべきとし 、一九
七〇 年に 高校 進学 につ いての世帯 分離が廃止 されたこと に鑑み、大 学等

通じ て、 働く人 の健 康確保 や仕事と家 庭の両立可能 性を高め、 女性や高

人 口減 少へ の対 応、一 人一人 の職業能力 向上などに もつながる ものと考

への 進学 につい ても 二〇一 八年度の進 学に間に合わ せられるよ う、早急

よ って 、国 にお いては 、貧困の 連鎖の防止 に必要な環 境整備と教 育の

え てお ります 。企 業に とって深 刻な課題とな っている人 手不足への 対応

齢 者の 就労を 容易 にし 、ひいて は少子高齢 化対策にも 結びつくほ か、同

機 会均 等を図 るた め、 生活保護 世帯の子供が 生活保護を 受けながら 大学

につ いて も、企 業の 生産性 向上により 、賃金引 き上げの可 能性を高め、

に 効果 的な支 援策 を講 じるべき とする提言 を、厚生労 働副大臣に 提出し

等に 進学 するこ とを 認め、 大学等に進 学する子 供を世帯分 離して生活保

労 働時 間の改 善や 休暇 制度の 充実などを通 じて企業の 魅力を高め ること

一労 働同 一賃金 の実 現に より、モ チベーション の向上、さ らには労働 力

護 から 外す運 用を やめ ること 、そして、大 学等に就学 しながら生 活保護

で、優 秀な人材獲 得につなが るものと考え ております 。

ました 。

を受 ける 子供 のアル バイ トや奨学 金等の収入 のうち、大学 等の授業料 、

本県に とっ て、 若者 の就職や 進学に伴う首 都圏等への 県外流出な どの

社 会減 緩和に 向け た対 策は、県 政の最重要 課題となって おります。 人口

教科書 ・参 考書 代、 通学交 通費その他大 学等の就学 に必要な経 費につい
ては 、収入とし て認定しな い取り扱いを するよう強 く要望する ものです 。

減少 対策 のため の就 労環 境整備のほか 、労働生 産性の向上 による賃上 げ

く 働く 人の意 見を 取り 入れ、本 県における 働き方改革 推進のため の課題

が必 要と 考えて おり ます。 本年度、「 秋田県公労使 会議」を設 置し、広

など 、多 くの 視点 から県 内企業に おける働き 方改革を促 進する取り 組み

と 賃金 の地 域間格 差の 是正、 働く人のワ ーク・ライフ ・バランス の推進

全て の先輩 議員 、同 僚議員 の皆さんの賛 同をお願い し、趣旨説 明とい
次に、意 見書案第三 号について 、提出者の 趣旨

た します。御 清聴あり がとうございま した。
●議 長（ 鶴田有 司議 員）
説明を求 めます。
【一番 （薄井司 議員）登壇 】
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「 働き 方改革 」に つい ては、痛まし い過労死 や過労自殺 が大きな社 会

促進 する ための 改正 法案 が上程さ れております が、先進国 の中でも所 得

現 在開 会中の 第百 九十 六回通常国会 において は、生活困 窮者の自立 を

賛成の立 場から討論 を行います。

問題 とな ってい る中 で、 全ての労 働者が健康と ワーク・ラ イフ・バラ ン

格 差や 経済 格差 が大 変大きく 、また貧困 率も高いと 言われてい る我が国

や対応方 策等を検討 し、施策に反 映させたい としており ます。

ス を確 保し なが ら働 き続ける ことができ るよう、長 時間・過密 労働を規

その 上で 、私 は、生 活困窮 者、いわゆ る貧困に対 する支援や 生活保護

にお いて、政府 が生活困窮者 の自立支援 の強化や子 供の学習支 援の拡充、

働を 助長 する ことに なり かねない 、極めて不 十分なもの となっている ほ

制度 のあり 方に 関し ては、 大きく二つに 分けて考え る必要があ ると考え

制 する 法整備 が求 めら れており ます。現在検 討されてい る「働き方 改革

か、 健康確 保措 置の 内容に ついても明ら かにされて おりません 。労働者

て おり ます。 一つ は、 大人の貧 困に対する 支援のあり 方です。この 大人

ある いは 生活保 護世 帯の子 供の大学進 学、こう いったこと についての支

の 声を 踏まえ た「 働き 方改革」 を実現する ためには、 長時間労働抑 止策

の貧 困に 対する 根幹 は、 「自立・自助 」であり ます。つま り、働く能 力

関連 法案 」は、 労働 時間や 休日・深夜 の割増賃 金等の規定 を適用除外と

を法 的強 制力の ある 形で 導入すべきで あり、現 在検討され ている「働 き

を 持つ 方、 働ける 方は 、その 能力を生か して働く義務 を負ってい るわけ

援 を拡充しよ うという姿勢 は、私自身 、大変評 価をしてお ります。

方 改革 」関 連法案 は、 働き方 に関する多 岐にわたる法 案を一括に するも

であり 、自助・自 立を促し、 自らが陥っ てしまった 貧困や困窮の 中から、

す る高 度プロ フェ ッシ ョナル 制度の導入が 盛り込まれ るなど、長 時間労

ので、 法案ごとに 丁寧に取り 扱うことが 望まれます 。
労 働者 の声を 踏ま えた 慎重な国 会審議を行 うとともに 、長時間労 働を解

です 。子 供は、 自ら の意 思や希望 、能力によっ て貧困にな るわけでは な

一 方、 この大 人の 貧困 と分けて 考えなくて はいけない のが、子供 の貧困

自らが立 ち上がろう とする行動や 努力を支え 、支援する ことが重要 です。

消し 、過 労死を 根絶 する ため、総 合的な視点か ら万全な措 置を講じら れ

く 、貧 困は 外的 環境と してそ の子供に与 えられてし まいます。 こうした

よっ て、国 にお いて は、「働 き方改革」 関連法案の法 制化に当た り、

る よう強く要 望し、本 意見書案に 御賛同を賜り ますよう御 期待申し上 げ、

チャ ンス 、機 会の付 与と いう、ま さに「共助 ・公助」を第 一とすべき で

出させるための、幼少期から成人期に至る、教育を初めとする多様な

のあ り方 とは異 なり 、与え られてしま った貧困 から抜け出 すため、抜け

子 供の 貧困に 対し ては 、自助・ 自立を基本と する大人の 貧困、この 支援

各提出 者に対する質 疑を行いま す。

趣旨 説明を終わ 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 ）
【 「なし」と 呼ぶ者あり】
質疑 はないものと 認めます。

ありま す。 その よう に考え たとき、この 生活保護世 帯の子供た ちの大学

●議長（ 鶴田有司議 員）
討論を行いま す。

進 学、 学びの 機会 の確 保、これ を公助によ って進めてい くことは大 変重

れ ない ことや 、ま た仮 に大学に 進学し得る 学力があっ たとしても 、やは

おい ては 、経済 的理 由によ り学習塾等 で学力を補う 機会がなか なか得ら

議員 から 御説 明が あった とおりで すが、この 背景には、 生活保護世 帯に

生 活保 護世 帯の子 供の 大学の進 学率が非常 に低いことは 、先ほど加 藤

要なこと だと私は考 えておりま す。

十 三番 沼谷純 議員 、二番 加賀屋千鶴 子議員、 以上の二名から それぞれ
討論の通 告がありま すので、順 次発言を許 します。
ま ず、十三番 沼谷純議員 の発言を許し ます。
次 の世代につ なぐ会の沼谷 純です。意 見書案第

【十三番 （沼谷純議 員）登壇】
●十三 番（ 沼谷純 議員 ）

二 号生 活保護 世帯 の子 どもの大 学等への進 学に関する 意見書につ いて、
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帯分離 」というル ールでありま す。

そ の中 でも私 が最 も問 題だと感 じているの が、この意 見書案にあ る「世

り家 庭の 経済状 況に より進 学を諦める といった 背景があるわけ ですが、

れる なら ば、そ れは 我が 国の政治 や社会そのも のの貧困さ の証左と言 わ

か 。仮 に、今 もな お、 貧困家庭 の子供が大 学に進むこ とが贅沢だ と言わ

ても 、五 十年前 の局 長通知 を墨守し続 ける必要 が果たしてある でしょう

なく 、自 分一人 で家 計を維 持し大学に 通うというこ とが、学生 にとって

険料 を納 めな くて は医 者にすら行 けません。 大学生が親 からの仕送 りも

は 自分 で稼 がなく ては いけま せんし、自 分で国民健康 保険に加入 し、保

から 、仮 に授業 料を 免除 され、奨学金 を借りた としても、 食費、生活 費

れ た子 供は、 原則 的に は独立し て一人で家 計を営むこ とになるわけ です

しゃ るかも しれ ませ んけれ ども、事はそ う簡単では ありません 。分離さ

れなら簡単だ、世帯分離すればいいじゃないかと思われる方もいらっ

れ ば、 その世 帯、 その 家族全 体が生活保護 を受けられ なくなりま す。そ

別々 の家 計、世 帯と するこ とになりま すけれど も、その手 段を取らなけ

が大学に進学するとき、その家庭からその子供を分離させる、つまり

の 夢や 希望に 反し て大 学進学を 諦め、就職 の道を進ん でいるのか 、その

この 三月 の巣立 ち、 卒業の 時期を迎え 、全国でどれ だけの高校 生が自ら

る親の もとで育つ ことができ る恵まれた 子供たちば かりではあり ません。

い ます 。し かし、 貧困 家庭に 生まれ育つ 子供たちは、 私のように 理解あ

てい られ るのだ と思 って いますし、母 には大変 な苦労をか けたと思っ て

と 言っ てくれ た、 その ときがあ ったからこ そ、私自身 、この場に今 立っ

がで きませ ん。 しか し、し ばしの沈黙の 後、母が「 わかった。 頑張れ」

かせ てほ しい と母に 懇願 したとき の、母の苦 悩の表情は 今も忘れるこ と

ま した 。高校 生だ った 私が、 自分で自分の ことは全て 賄うので大 学に行

きに 、こ の世帯 分離 か、生 活保護の受 給をやめ るか、二者 択一を迫られ

長 々と 申し上 げま したが 、私自身、 大学に進むと きに、その 志したと

ざ るを得ませ ん。

極め て困難なこ と、重い経 済負担とな ることは 言うまでもあり ませんし 、

ことを 思うと私は 本当に心が痛 みます。

世 帯分 離は 、先 ほど の御説明に もありまし たが、生活 保護世帯の 子供

この 世帯 分離の 壁に よっ て進学を 諦めてしまう 子供や、進 学を諦めさ せ
で はな ぜ、こ の世 帯分離 というルー ルがあるのか 。それは一 言で言え

皆様 お一 人お一 人の お力添 えで変えて いくため 、本意見書 案に御賛同い

い まだ 立ちは だか って いる一通 の局長通知を 、どうかこ こにいる議 員の

我 が国の未来 を担い、自 らの未来を 切り開こうと する子供た ちの前に 、

ば、 「生 活保護 世帯 の子供 は大学に行 かずに働 くべきだ、 大学に行くの

た だけ ますよ う心 から お願い 申し上げまし て、私の賛 成討論とい たしま

る 親が多くい ることも 想像にかた くありません 。

は 贅沢 だ」と いう 思想 がある からです。し かし、この 世帯分離の ルール

す。

次に、二 番加賀屋千 鶴子議員の 発言を許しま す。

日本共産 党の加賀 屋千鶴子で す。ただい ま

【二番 （加賀屋 千鶴子議員 ）登壇】

●議長（鶴田有 司議員）

は、 何か の法 律に書 き込 まれてい るわけでも ありませんし 、最近でき た
わけで もあ りま せん 。今か ら五十年以上 も前の昭和 三十八年の 厚生省の
局 長通 知、こ の通 知に よって、 その後連綿 と続いてきて いるのであ りま

●二番 （加 賀屋 千鶴 子議 員）

議題となりました、意見書案第三号労働者の声を踏まえた「働き方改

す。 確か に、当 時の 我が 国における大 学進学率 は、わずか 二割でした 。
二 割の 子供 しか大 学に 行かな い当時では 、生活保護費 という国民 の税金

革」の 実現を求め る意見書に ついて、賛 成の討論をい たします。

せ ん。 どうか 助け てく ださい。 誰か助けて ください」 、これは十 年前、

「体が痛いです。体がつらいです。気持ちが沈みます。早く動けま

で生 計を 得て いる 家庭の 子供が大 学に行くの は贅沢だと 判断された とし
ても不思 議ではあり ません。しか し、七割の 子供が大学 に進学する 現在、
来 年に は新し い元 号で 新しい時 代の扉を開 けようとす る今の日本 にあっ
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ス 残業 やパワ ハラ など のひどい 労働を強いる 「ブラック 企業」の横 行、

の姿 勢は 、過労 死を なくす ことよりも 、財界、 大企業が願 う労働強化を

過 労死 労災の 認定 基準を 残業時間の 上限に設定し ようとする 安倍政権

時間 労働 の後に 五時 間の残 業をすると いうこと になります。合 計十二時

そし て低 賃金の 非正 規雇用 労働者の増 加など、 異常な状態 です。労働法

優 先し ている こと を露 骨に示 しています。 安倍政権の 「働き方改 革」の

大手 居酒 屋チェ ーン 店で新 入社員とし て働き始 め、わずか二カ 月で自ら

に 弱点 がある とと もに 、政府 の企業に対す る取り締ま り体制の弱 さで状

二枚 看板 の一 つが「 長時 間労働の 是正」、も う一つが「 同一労働同一 賃

間 の労 働と昼 食の 休憩 を一時間 として、十 三時間の拘 束です。こ れに通

態は 悪化 して います 。「 働き方改 革」は、労 働者、国民 が切実に求め て

金の 実現」 、こ れで した。 労働者の四割 を占める非 正規雇用の 労働者の

命 を絶 った女 性の 手帳 に残され ていた、痛 切な心の叫 びです。現 状の労

いる重要 な課題であり 、労働者の 視点での改 革が強く求 められていま す。

賃 金が 正社員 の六 割と いう低さ で、格差の 是正が求め られていまし た。

勤時 間が 加わり ます から 、睡眠時 間も削らざる を得ず、と ても健康で 人

し かし 、安倍 首相 は、今 国会を「働 き方改革 国会」と位 置づけていま

とこ ろが 、通勤 手当 など の若干の改善 はありま すが、職務 の内容や人 材

働実 態を 見ると 、こ の女 性のよう に将来ある若 い労働者が 長時間労働 で

すが 、労 働基準 法や 労働 契約法など八 本の法律 の改正を一 括し、その 内

活 用の 違い 、企業 への 貢献な どによって 、同じ仕事で あっても正 社員と

間 的な労働を 可能にす る状況では ありません 。

容 は必 ずし も労働 者の 現状が 改善される ものではあり ません。「 働き方

非正 規雇 用労 働者 の賃 金に格差が あってもい いという現 状を肯定す る内

体 と心 を病 んで 命を 絶つ、「 過労死」、 「過労自殺 」が相次ぎ 、サービ

改革 」一 括法 案の 核心 部分だった 裁量労働制 拡大につい ては、厚生 労働

皆さ ん、 この意 見書 案を採 択し、若者 を「過労死」 、「過労自 殺」に

容が 中心 になっ てい ます。 法案には、 「同一労働同 一賃金」、 「均等待

度」 の新 設は、 残さ れて います。 高度プロフェ ッショナル 制度は、管 理

追 い込 むよ うな 過酷な 長時間 労働を是正 し、労働者 の状態悪化 を食いと

省が 示し た異常 デー タ問題 で法案から 削除すること になりまし た。しか

職 一歩 手前 の「 高度専 門職」 について、 労働基準法 で定めてい る労働時

め 、本 物の「 働き 方改 革」を実 現していくた めに一緒に 力を合わせ よう

遇」 の言葉はな くなってし まっていま す。

間、 休憩、休日 、深夜割増賃 金などの規 定を適用し ないという 制度です。

では あり ません か。 皆さん にこのこと を訴えま して、私の 討論を終わり

し 、労 働者を 労働 時間 規制の対 象から外す 「高度プロ フェッショ ナル制

労働 時間 や残業 とい う概念 がなくなり 、どれだ け長時間働 こうが残業代

以上をも ちまして、 通告者の発言 は終了いた し

ま す。御清聴 ありがとうご ざいました 。
●議 長（ 鶴田有 司議 員）

が 出な い、「 定額 働か せ放題 」といった働 き方です。 長時間労働 、過労
死をひ どくする点 では、裁量 労働制と同じ と言えます 。

ました。

討論 は終局した ものと認め ます。

また、 残業 時間 の「 上限規制 」については 、過労死の 労災認定基 準を
転用 しています 。過労死は 、月四十五時 間の残業で 危険が徐々 に強まり 、

採決 いたし ます 。ま ず、意 見書案第二号 について起 立により採 決いた

し ます 。本 意見書 案は 、原案 のとおり可 決することに 賛成の方、 御起立

月百 時間 、二カ 月連 続八 十時間になる と、まさ に死に至る ラインだと し
て いますが、 現実には この基準に満た ない認定 も多く認め られていま す。

【賛成者起 立】

起立者 少数であり ます。よっ て、意見書 案第二

願いま す。

いう こと になれ ば、 企業が 一斉に月百 時間の残業協 定に走って しまいか

●議 長（ 鶴田 有司 議員）

「月 百時 間」 もの 過労死 ラインま で残業させ ても罰則の 対象になら いと
ね ませ ん。月 百時 間の 残業とい うのは、月 二十日働く として、通 常の八
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号は否決 されました 。
次 に、 意見書 案第 三号 について起立 により採 決いたしま す。本意見 書

起立者 少数でありま す。よって 、意見書案 第三

案は、 原案のとお り可決するこ とに賛成の 方、御起立 願います。
【 賛成者起立 】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）
号は否決 されました 。
お 諮りします 。日程第九十 二、決議案 第一号は、 委員会付託 を省略し、
直ちに 本会議にお いて審議す ることに御異 議ありませ んか。
御異議 ないものと 認め、その ように決定い たし

【「異議な し」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田 有司議 員）
ます。
日 程第 九十 二、決 議案 第一号二 〇二五年国 際博覧会の誘 致に関する 決
議を議 題といたし ます。
お諮 りしま すが 、本 決議案は 、趣旨説明 、質疑を省略 することに 御異
議あ りませんか 。
御異 議ないもの と認め、そ のように決 定いたし

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
● 議長 （鶴 田有司 議員 ）
ます 。
討論の通告 がありま せんので、 直ちに採決い たします。
起 立に より採 決い たし ます。本 決議案は、原 案のとおり 可決するこ と

起立者 過半数であ ります。よっ て、決議案 第一

に賛成 の方、御起 立願います 。
【賛成者起立 】
●議 長（ 鶴田 有司議 員）

号は、原 案のとおり 可決されま した。
次 に、日程第 九十三、議 員派遣の件を 議題といた します。
お手 元に 配付 して あります 議長報告の とおり、議 員派遣に関 する申し
出及び依 頼がありま す。
まず 、議員派遣 一覧（第一 号）につい て、起立によ り採決いた します。

議員 派遣 一覧（ 第一 号）の 議員派遣は 、申し出 のとおり派遣す ることに

起立 者過半数で あります。 よって、議 員派遣一

賛 成の方、御起 立願います 。
【賛成者 起立】
● 議長 （鶴 田有司 議員 ）

覧 （第 一号） の議 員派 遣は、申 し出のとおり 派遣するこ とに決定さ れま
した。

次 に、 議員派 遣一 覧（ 第二号） について採決 いたします 。議員派遣 一

覧（ 第二 号） の議員 派遣 は、申し 出及び依頼 のとおり派 遣することに 御
異議あり ませんか。

御異議ないも のと認め ます。議員 派遣一覧（ 第

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】
●議 長（鶴 田有 司議 員）

二 号） の議 員派遣 は、 申し出 及び依頼の とおり派遣す ることに決 定され
ました 。

以上をもち まして、 二月議会の案件 全部を議 了いたしま した。

本日 は、これを もって散会 いたします 。
午後三時 七分散会
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