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これより本日 の会議を 開きます。

日程 第一、一般質 問を行いま す。

三十八番大 関衛議員 、二十九番三浦 英一議員 、三十一番 工藤嘉範議 員、

八 番佐 藤信喜 議員 、十 一番三浦 茂人議員、 七番鈴木健 太議員、六 番杉本

俊比 古議 員、十 八番 石川 ひとみ議 員、以上の八 名から一般 質問主意書 が
提 出されてお ります。

本 日は 、三十 八番 大関衛 議員、二十 九番三浦英一 議員、三十 一番工藤

嘉範議員 の一般質問 を許可する ことに御異 議ありません か。

御異議な いものと認 めます。ま ず、三十八番 大

【 「異議なし 」と呼ぶ者あ り】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）

関議員の 発言を許しま す。

おはようご ざいます 。自由民主 党の大関衛 で

【三十 八番（大 関衛議員） 登壇】（拍手 ）
●三 十八番 （大 関衛 議員 ）

す 。こ のた び一般 質問 の機会 を与えてく ださいました 自民党会派 並びに

関係各 位に心から 感謝を申し 上げ、質問 に入らせて いただきます 。

まず は、先 月十 八日 からの大 雨により被 害に遭われた 皆様に対し 、心

よ りお 見舞い 申し 上げ ますとと もに、一日 も早くふだ んの生活を 取り戻
せます よう願って おります。

そ れでは、通 告に従い、 順次質問さ せていただき ます。

はじ めに、イー ジス・アショ アの配備計 画について お伺いしま す。

今月 一日、 福田 防衛 大臣政務 官ら防衛省 幹部が、知 事、秋田市 長をは
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場 での 回答 を避 け、 全て持ち 帰るなど、 県民・市民 の不安や疑 問を解消

会は 時間 にして わず か四 十分ほど で、知事、市 長の質問に 対してもそ の

イ ージ ス・ア ショ アの 配備候補 地としたこ とについて 説明しまし た。面

じめ、県・市の幹部職員と面会し、秋田市の陸上自衛隊新屋演習場を

で はあ りませ んし 、導 入に一定 の期間を要す ることを考 えると、短 期的

我 が国 の防 衛に とっ て有効な のであれば 、導入その ものを否定 するもの

る怒 りを 、そう 簡単 に忘 れること はできません 。イージス ・アショア が

と 発言 してい ます 。私 も、昨年 の度重なる 北朝鮮のミ サイル発射 に対す

につ いて 、「配 備地 は別に して、構想 は決して 否定するもので はない」

な融和ム ードに流さ れ、必要な 準備を怠る べきではない と思います 。

でき るような内 容ではなかっ たと思われ ます。
防衛 省の説 明は 、イ ージス・ アショアの 必要性につ いて、「北 朝鮮が

ス よく 設置で きる 日本 海側の地 域」、「レ ーダーの障 害となる山な どの

した ことに つい ては 、「日 本全域の防護 のため、北 と西に二基 をバラン

防衛 能力 の抜 本的な 向上 を図るた め」とし、 新屋演習場 を配備候補地 と

疑問 に対 し、納 得で きる 説明を求めて いかなけ ればなりま せん。大切 な

「 最適 候補地 」な のか という疑 問も最もだ と思います 。こうした不 安や

住民の不安は当然のことであり、また、どのような比較検討の上での

街に 近接 して おり、 電磁 波の影響 やテロの攻 撃対象とな ることへの近 隣

た だ、 配備先 の決 定に は地元の 理解が不可欠 です。新屋 演習場は住 宅

遮蔽 がな い場所 」、 「広 く平たん敷地 を確保で きる場所」 、「電気・ 水

こ とは 、科 学的・ 合理 的な根 拠に基づき 、冷静に議論 を尽くすこ とだと

日 本を射程に おさめる弾道 ミサイルを 数百発保 有している ことなどから 、

道 等の 安定 供給が 見込 める場 所」、「速 やかに配備で きる自衛隊 施設が

思い ます 。住 民と 防衛 省との間に 立ち、そう した議論の 環境を整え るこ

とが県・ 市の役割で はないかと思 います。

ある場 所」という 五つの条件 に照らして 選定したと いうものでし た。
県議 会でも 十四 日に 全員協議 会を開き、 防衛省から説 明を聞き、 質疑

した 状況 の中、 二十 二日 には小野寺防 衛大臣が 来県し、知 事、県議会 議

然 とし て住民 の不 安や 疑問は解 消されない ままのようで あります。 そう

したが 、報 道で 知る 限りで は、これまで の説明の繰 り返しに終 始し、依

ざる を得 ませ んでし た。 十七日に は地域住民 に対する説明 会も開かれ ま

は わか ります が、 地域 の理解 を得ようとす る姿勢が不 足している と感じ

体的 な根 拠など は示 されず 、防衛上オ ープンに できない情 報があること

う いう ことが 起こ らな いよう警 備体制を強化 する」と答 えましたが 、具

性 は極 めて 低い 」とし 、テロ などの標的 となる危険 性について は、「そ

レー ダー が発す る電 磁波 の影響に ついては、「 周辺住民に 影響する可 能

ま だＪ ２へ の昇格 ライ ンであ る二位以内 には及んでい ませんが、 三月の

きな 夢と 希望を 与え たこ とは記憶に新 しいとこ ろです。今 シーズンは 、

ブ ラウ ブリッ ツ秋 田が昨 シーズン悲 願のＪ３ 優勝を果たし、 県民に大

次に、新スタ ジアム整備 について伺 います。

してい くのか、知 事の御所見 をお伺いしま す。

中 で、 県とし てこ の問 題にど のようにかか わり、どの ような役割 を果た

して 、県 の権限 が及 ばない ことは紛れ もない事 実だと思い ますが、その

で きる 方法は ない 」と いう答弁 があったと聞 いておりま す。現実問 題と

し 、新 屋演 習場 が国有 地であ るため、「 法的権限と いう意味で は、阻止

で、 県と してイ ージ ス・ アショア の配備を阻止 できるのか との質問に 対

今 月六 日、防 衛省 との 最初の面会を 受けて開 催された総 務企画委員 会

長 、秋 田市 長、市 議会 議長に 配備の必要 性等を直接説 明しました が、地

ホー ム開 幕戦 には 一万人 以上が応 援に駆けつ けるなど、 県民の期待 は大

を行 いましたが 、残念なが ら新たな情 報はほと んど示されませ んでした 。

域住 民の 理解 なし に、知 事や議長 が配備の可 否を判断す ることがで きな

きく なっ ていま す。 五月九 日には、県 などによる「 新スタジア ム整備構

想策定協議会」が発足し、スタジアム整備に向けた本格的な議論がス

いのは当 然のことで あります。
知 事は 、以前 の記 者会見 で、イージ ス・アシ ョアを含む ミサイル防 衛
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ると 思いま す。 いず れ、Ｊ ２に昇格する には、一万 人収容のス タジアム

の取 りま とめ 結果を 踏ま え、新設 するかどう かを最終判 断することに な

告 を、 年度内 に最 終報 告をま とめるとして います。県 ・市などは 協議会

パタ ーン をシミ ュレ ーショ ンするとの ことで、 九月県議会 までに中間報

補 地や 機能等 を想 定し 、それぞ れ建設費や民 間協力の可 能性など、 建設

す 。そ の協 議会 では 、昨年度 の検討で挙 がった八橋 や手形など 複数の候

育協 会や ブラウ ブリ ッツ 秋田、識 者らを加えた 専門委員会 が担うよう で

論 を踏 まえ、 秋田 市の 市街地へ の整備を前 提に、具体 的な検討は 、県体

ター トし ました 。昨 年度の 「スタジア ム整備の あり方検討委員 会」の議

階で の見通しを お聞かせく ださい。

その 財源は 一般 財源 なのか 、国等からの 補助金は活 用できるの か、現段

百億か ら百五十億 円とすると 、県・市の費 用負担はど の程度にな るのか、

で も大 きな財 政負 担で ありま す。仮に、新 設するスタ ジアムの整 備費が

です 。さ らに、 チー ムもＪ ２からＪ３ に降格し 、北九州の ような大都市

ス タジ アム新 設に 約百 億円、年 間維持費は一 億円以上か かっている よう

そ の費用負担 は大きな 課題です。 同じＪ３の ギラヴァンツ 北九州の場 合、

まさ にそ のとお りで 、新 スタジア ムの建設費は 百億円以上 とも言われ 、

す るこ とにな ると 思う が、無い 袖は振れな いだろう」 と話してい ます。

の取 材に 、「秋 田市 に設置 するとなれ ば、県と 秋田市がそれな りに負担

一方 、整備 費を 確保 するた め県民から資 金を募った 場合、十五 億円程

を 有し 、Ｊ３ で二 位以 内となる ことが条件 とされてい ます。ホーム ゲー
ム一 試合 当たり 三千 人の 平均観客数の 要件はな くなりまし たが、依然 と

リ ッツ 秋田 は、 六月末 までに スタジアム 新設を前提 にＪ２ライ センスを

協議 会の 議論に 大き く影 響するこ とは言うまで もありませ ん。ブラウ ブ

断 を持 って話 をす るこ とはでき ませんが、 ブラウブリ ッツ秋田の 成績が

以内 を確 保でき るか どうか です。今季 の試合は現在 も進行中で あり、予

私が 特に 心配 して いるの は、ブラウブ リッツ秋田 が今季もＪ ３で二位

寄 附を 集める こと も必 要と思い ます。スポー ツ庁による と、Ｊ１の ガン

に 向け て県 民世 論を盛 り上げ る意味でも 、クラブ主 導で企業や 個人から

議員 連盟 でも毎 年賛 助会 員として 協力していま すが、新ス タジアム建 設

が 資金 調達方 法と して 有効だと 見ているよ うです。私 どもスポー ツ振興

割愛 しま すが、 イン ターネ ット上で資 金を募るクラ ウドファン ディング

まと めた とい う記 事を 興味深く読 ませてもら いました。 詳細につい ては

度 集め られ る可能 性が あると いう調査結 果を県立大学 の島崎准教 授らが

申 請す る方針 です が、 同時にチ ームが結果を 残すことも 至上命題で す。

バ大 阪の 本拠地 であ るパナ ソニックス タジアム 吹田の建設 では、百四十

し て高いハー ドルであ ることは間違い ありませ ん。

私も 県議 会スポ ーツ 振興議 員連盟の会 長として チームの躍 進を願ってお

県民 球団 で頑 張るク ラブ としてブ ラウブリッ ツ秋田には早 急に行動し て

億 円の建設費 のうち、クラ ブ主導で約 百五億円 の寄附を集 めたようです 。

そこ で、 この 項の一 点目の 質問ですが 、新スタジ アムの建設は 、ブラ

もらい たい と思 いま すし、 県や秋田市な ども協力し てある程度 の資金を

り ますが、プ ロスポーツの 世界は言う までもな く厳しいも のです。
ウブリッツ秋 田の成績 に関係なく 進めるとい うお考えで しょうか。仮 に、

次に、外国 人観光客 の受け入れ について伺 います。

民間 で確保する ことが必要 と思いますが 、知事の御 所見をお伺 いします 。

をお さめ る保証 はあ りま せん。新スタ ジアム建 設には県民 の中でも賛 否

今 月五 日に 閣議決 定さ れた二〇 一八年版観 光白書による と、三大都 市

ス タジ アムを 新設 し、 Ｊ２ライ センスを取 得したとして も、毎年好 成績
両 論で 、い ろいろ な意 見があ ります。県 民世論を高め 、理解を深 めてい

超え たと のこと であ り、訪 日外国人増 加の経済効果 が地方に波 及してい

圏以 外の 地方 に宿 泊した 外国人観 光客数が、 二〇一七年 に初めて四 割を

二点 目の質 問は 、新 スタジア ム建設に係 る費用負担に ついてであ りま

る 実態 をうか がう こと ができま す。同白書 では、東京 オリンピッ ク・パ

くこと も大事かと 思いますが 、知事の御 所見をお伺い します。
す 。協 議会の 会長 を務 める秋田 商工会議所 の相場専務 理事は、協 議会後
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るとし ています。

目 標に 向け、 地方 への 誘客を進 める取り組 みをさらに 強化する必 要があ

ラリ ンピ ックが 開か れる二 〇二〇年に は、地方 の割合を五割ま で高める

持っ て県 勢発展 に頑 張っ ているよ うです。各県 とも外国人 観光客の受 け

県庁と議会棟を結ぶ廊下を通称「松の廊下」と呼び、お互い緊張感を

場してお り、遊び心 にあふれた演 出だと思い ます。ちな みに高知県 では、

過去最高を更新しました。ただ、前年比の伸び率は全国で七番目と高

泊 者数 が増加 した こと などによ り、前年比四 七％増の九 万八千四百 人と

り 、ま たは、 龍角 散の コマー シャルのよう に、佐竹家 の系譜に名 を連ね

例え ば、 本県の サブ ネーム を「秋田犬 」と書い て「あきた けん」とした

ギト ワ選手のお かげで世界中 で関心が高 まっている 秋田犬を前 面に出し、

入 れに 向け て、 様々 なアイデ アを凝らし ています。 本県も、ロ シアのザ

か った ものの 、宿 泊者 の絶対 数は東北最下 位で、全国 では四十三 位に止

る知 事自 ら県 の観光 ＰＲ に一役買 うなど、斬 新なアイデ アで他県との 違

そ うし た中 で、 本県 の二〇一七 年の外国人 延べ宿泊者 数は、冬場 の宿

まっ てい ます 。今後 は、 増加する 訪日外国人 観光客を、 どう本県に呼 び

いを出す ことも必要で はないかと 思います。

い ずれ にしろ 、人 口減少 が進む本県 では、外 国人観光客 をはじめ、交

込むかが 課題となって います。
最 近五 年間に おけ る外国 人延べ宿泊 者数の伸 び率全国上 位は、香川、

次に、由利 高原鉄道 の経営について 伺います 。

流人 口を 増やす こと が県 勢発展の重要 なファク ターです。 そのための プ

東南 アジ アから の誘 客に力 を入れ、外 国人観光客の 受け入れが 増えてき

過 日報 告され た由 利高 原鉄道株式会 社の二〇 一七年度決 算は、鉄道 事

佐賀 、青 森、沖 縄、 岡山 の各県で、そ れぞれ中 国や台湾、 韓国などと 結

て おり ます。 しか し、 長期運休 が続いてい るソウル便 については 、今年

業と 貸し 切りバ ス事 業を 合わせた 経常損失が九 千九百六十 三万円と、 二

ロ モー ショ ンにど のよ うに取 り組んでい くのか、知事 の御所見を お伺い

三月 末に 秋田空 港内 の大 韓航空事 務所が閉鎖さ れるなど、 定期便再開 の

〇 一六 年度 の九 千百五 十五万 円を超え、 二年連続で 過去最大を 更新しま

ぶ 国際 線の 新規就 航や 増便が 図られ、誘 客効果が発揮 されている ようで

見 通し が立 って いない のが現 状です。他 県の状況を 見ても、国 際便の有

し た。 経営計 画に おけ る赤字の 想定額九千十 二万円を一 千万円近く 上回

します 。

無 が外 国人観 光客 の受 け入れに 大きく影響す ることは明 らかです。 ソウ

り、 大台 の一億 円に あとわ ずかという 状況です 。平成二十 三年の三者合

す。 本県 でも 、台 湾と のチャータ ー便の運航 拡大やタイ をはじめと する

ル便 の長 期運休 の要 因と再 開の見通し 、他国と の定期便就 航の可能性に

県の 負担 は一 千八百 万円 を上限と しています ので、赤字の 拡大は由利 本

意 によ り、経 常損 失は 由利本 荘市と県が穴 埋めするこ ととなりま すが、

次に、 秋田のプロ モーション について伺い ます。

荘市の財政に 大きな負 担となって いるものと 思います。

つ いて、知事 の御所見をお 伺いします 。
外国人 延べ 宿泊 者数 の伸び率 が高い県とし て紹介した 香川県は、 別名

よる プロ モー ショ ンが展 開されて います。ま た、高知県 の尾崎知事 は、

県 をＰ Ｒし ていま す。 どちら も地元出身 の有名人を起 用し、県の 主導に

すため、 江戸時代に 高知を治め ていた山内 家に倣って 「高知家」と 称し、

私は 、第三 セク ター 等の経営 に関する調 査特別委員会 の委員長と して

高齢化 に伴う外出 機会の減少 などが要因 と分析してい るようであ ります。

を 補う には 至らず 、同 社は、 少子化やマ イカー送迎の 増加、地域 住民の

利鉄 応援 団によ る利 用増 があったもの の、通学 定期及び定 期外の利用 減

鳥 海山 ろく線 の輸 送人員 は、通勤定 期につい ては由利本荘市 職員や由

「リ ョー マの休 日」 という 観光キャン ペーンで、「 ローマの休 日」を思

提 言の 取りま とめ に携 わりまし たが、三セ ク鉄道存続 の本質的な 意義は

「 うど ん県」 とし て有 名ですが 、お隣高知 県も県全体の 一体感を創 り出

わ せる バイク に二 人乗 りしてい るポスター に、自ら坂 本龍馬に扮 して登
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地 域の 人口減 少や 少子 高齢化と いう同様の経 営環境にあ りながら、 赤字

額 は一 億九 千万 円台 で、由利 高原鉄道を 大幅に上回 ってはおり ますが、

て具 現化 される こと が必 要である と指摘しまし た。内陸縦 貫鉄道の赤 字

費 によ る路線 維持 の前 提となる 「地域住民 のニーズ」 が、利用実 態とし

地域 交通 の確保 であ るとい う考えに基 づき、内 陸縦貫鉄道につ いて、公

イー ク前 の四月 二十 七日に 冬期通行止 め解除と なり、連休 中は県外ナン

手 両県 の協力 によ り、 国道三九 八号・国道三 四二号とも にゴールデ ンウ

た めの 春山 除雪 には 相当の日 数を要しま す。今年は 、秋田県と 宮城・岩

かし 、県 内有数 の豪 雪地 帯である ため冬期間は 通行止めと なり、解除 の

つ の国 道は、 本県 と宮 城、岩手 両県をつな ぐ重要な路 線でありま す。し

秋の 紅葉 シーズ ンに は交通 渋滞が起き るほどの 人気観光スポッ トで、二

バ ーの 車が多 く訪 れ、 観光客 で大いににぎ わいました 。東成瀬村 の調査

額を拡大 させること なく、何と か二億円以 内を維持して います。
内 陸線 は、外 国人 観光 客の取り 込みに活路を 見出し、昨 年度の外国 人

によ りま すと 、ゴー ルデ ンウイー ク前の開通 とゴールデ ンウイーク後 の

一 方で 、その 両国 道を結 ぶ仁郷大湯 線の冬期 通行止め解 除は、五月二

乗客数 は二万五千 人と、前年 度の一万五千 人から大幅 に増加して います。
せ んが 、路線 維持 のた めに観光 利用の拡大 に戦略的に 取り組むこと を否

十五 日と 約一カ 月遅 くな ります。通常 、東成瀬 村の栗駒山 荘から湯沢 市

開通では 、観光客の入 込数が約三 割違うとい うデータも あります。

定す るも のでは あり ませ んし、内陸線 がインバ ウンド誘客 の貴重なコ ン

の 小安 温泉 郷まで は車 で三十 分ほどです が、通行止め 期間中は横 手市増

三セ ク鉄道 の意 義は 地域交 通の確保であ るという考 えに変わり はありま

テ ンツ にな ったこ とは 、地域 の活性化と いう観点から も望ましい 結果を

田町 を経 由し て行 くた め、一時間 半ほどかか ることにな ります。こ れま

でも 、県 は道路 管理 者とし て、落石防 止柵の設置な どを進めて おります

もたら したと言え ます。
由利 高原鉄 道も 、未 来づくり 協働プログ ラム「鳥海山 を核とした 広域

人口減少が続く本県では、観光客など交流人口の増加が県内経済に

が 、な かなか ゴー ルデ ンウイー ク前の開通 にはつなが っていない のが現

切 り口 とし た新 たな取 り組み に明るい兆 しが見られ ます。また 、今年七

と って 重要な ファ クタ ーであり ます。雪崩防 止柵など、 さらなる安 全対

観 光振 興プロ ジェ クト 」を契機 として二〇 一六年度か ら始めた貸 し切り

月 には 「鳥海 山木 のお もちゃ美 術館」がオー プンし、最 寄りの鮎川 駅も

策に より 一日も 早い 冬期通 行止め解除 が望まれ ますが、知 事の御所見を

状です 。

「お もち ゃ駅」 とし て整備 され、十月 には矢島 駅が開業八 十周年を迎え

お 伺いします 。

バス 事業 が、二 年目 にし て少ない ながらも黒字 を確保する など、観光 を

ま す。 こうし た話 題を うまく 乗客数の増加 につなげる 仕掛けが必 要と思
県も株主として由利本荘市と連携し、由利高原鉄道の経営改善をサ

秋 田市 ・大仙 市・ 横手 市などで 甚大な被害 が出ました。 一日も早い 復旧

昨年の 七月 と八 月、 そして今 年の五月に雄 物川が大雨 により氾濫 し、

最後に 、雄物川上 流の山田頭 首工改築につ いて伺いま す。

ポ ート すべき と思 いま すが、年 々厳しさを 増す経営環境 に対し、ど のよ

を願って おります。

います がいかがで しょうか。

うな 戦略 をもっ て収 益構 造の改善を図 ろうとさ れるのか、 知事の御所 見
次に、 仁郷大湯線 の冬期通行 止めの早期 解除について 伺います。

置さ れて いる山 田頭 首工は 固定堰であ るため、洪水 時に流下能 力不足が

が不 可欠 であ りま す。そ こで、雄 物川水系の 現状を見ま すと、上流 に設

今 後、 被害 発生を 最小 限度に食 い止めるた めには、効果 的な治水対 策

仁郷 大湯線 は、 西栗 駒山麓の 国定公園内 で国道三九八 号湯沢市大 湯と

生 じ、 右岸沿 いの 住宅 に浸水被 害を及ぼし やすい構造 となってい ます。

を お伺いしま す。

国道 三四二号東 成瀬村狐狼 化を結ぶ、 旧栗駒有料道 路のことで あります 。
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ていま す。

ボ ロボ ロの状 態で 、洗 掘・亀裂 ・破損が発 生するなど 、施設が老 朽化し

また 、完 成から 四十 六年が 経過し、コ ンクリー ト構造物は中性 化により

残っ てお り、住 民の 方々 と同様、 私自身も疑問 を抱かざる を得ないも の

か わら ず、最 適候 補地 とされて いることな ど、依然と して多くの 問題が

に住 民の 安全確 保と 基地防 御の両面か ら見て一 定のリスクがあ るにもか

工の 改築 につい ては 、平成 十八年に固 定堰であ った大久保 頭首工を可動

国 直轄 管理と なり 、国 により河 川整備が進め られてきま した。特に 頭首

す が、 一方で 、県 民の 生命と 財産を守るべ き知事とし て、国に言 うべき

につ いて も、国 会で の審議 を経て配備 に向けた 準備が進め られておりま

防 衛政 策は国 の役 割と責 任に属する ものであり、 イージス・ アショア

で あります。

堰 に改 良し、 続い て平 成二十 三年には、同 じく固定堰 であった湯 沢頭首

こと は言 い、 ただす べき ものはた だすのが私 の責務であ ると考えてお り

雄 物川 上流 区間 は、 昭和五十年 八月の出水 を契機に昭 和五十四年 から

工と 幡野 弁天 頭首工 を撤 去し、両 施設の機能 を統合し可 動堰とした湯 沢

加 えて 、防衛 政策 上も、 国内へのイ ージス・ アショアの 配備は極めて

ます。

常 気象 で、い ざ集 中豪 雨となっ た場合、山 田頭首工に おいて流下能 力不

重要な 案件であり、 県内に四つ の自衛隊関 係機関を有 する本県とし ても、

統合 堰が整 備さ れ、 残すは 山田頭首工の みとなって おります。 昨今の異
足に よる 氾濫が 懸念 され 、周辺におい て甚大な 被害が予想 されること か

にあ ると 考え てお りま す。このた め、小野寺 防衛大臣と の会談では 、住

そ の本 質的 な配備 のあ り方に ついて、国 に対して意見 を述べてい く立場

地元 の市 や町 、頭 首工を 管理する土地 改良区は、 国へ早期着 工を要望

民が 不安 や疑問 に感 じてい る点に加え 、県として新 屋に配備さ れた場合

ら 、その改築 は農家を はじめ地域住民 の悲願で あります。
して おり 、調査 費は 計上さ れておりま す。治水対策 の観点から 山田頭首

に 懸念 される 警備 や防 御上の問 題点につい て指摘する とともに、 質問状

次 に、 新スタ ジア ム整備 について、 ブラウブ リッツ秋田の成 績との関

し国に対して 強く求め てまいりま す。

ずは 住民 の不 安や疑 問に 適切に対 応すべきで あることを、 秋田市と連 携

確 認す るとと もに 、調 査結果 を公表し具体 的な対策を 提示した上 で、ま

ら、 実施 予定の 調査 におい ては、住民 への影響 等について もしっかりと

的 ・合 理的な 根拠 に基 づき十分 な議論を尽く すことが大 切であるこ とか

イージス・アショアの配備に関しては、議員御指摘のとおり、科学

を手渡 し、文書で の回答を求め たところで あります。

工 改築 の早期 着工 が必 要と考え ますが、知 事の御所見 をお伺いし ます。
以上 で私 の一般 質問 を終了 いたします 。当局におか れましては 、再質
県当 局の答弁を 求めます。

問 のないよう に明確な 答弁をお願 いいたします 。（拍手）
●議長 （鶴田有司 議員）

おはよ うございます 。大関議員 の一般質問 にお答

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐竹 敬久 君）
え申し 上げます。
まず、イージ ス・アショ アの配備計 画でござ います。
新 屋演 習場を 配備 候補地 とすること について は、これまで小 野寺防衛

けと めて おり ませ ん。新 屋演習場 は、住宅密 集地に隣接 し、かつ演 習場

て 、防 衛省 側から 具体 的・論 理的で十分 な説明や回答 がなされた とは受

おい て、 様々な 課題 を整理 しながら、 具体的な調査 ・研究を進 めており

と秋 田商 工会 議所 で立ち 上げた「 新スタジア ム整備構想 策定協議会 」に

現 在、 スタ ジアム の整 備に向け 、県や秋田 市など五つの ホームタウ ン

係でござ います。

自体 が一 平方キ ロメ ートル 程度しかな く、周辺に緩 衝地帯が存 在しない

ます 。

大臣 及び 福田防 衛大 臣政 務官との会談 、全員協 議会や住民 説明会にお い

こ とな ど、重 要防 衛施 設の配備 環境として は最適とは 考えられず 、当然
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ま た、 民間か らの 資金 の確保につい ては、必 要な資金の 大部分をチ ー

すことに しておりま す。

よ うな 開幕か らの 快進 撃とは言 えない状況 にあります が、こうし たチー

ムの 運営 会社が 中心 とな って集め た大阪府の「 パナソニッ クスタジア ム

ブラ ウブリ ッツ 秋田 の今シー ズンの成績 は、残念な がら昨シーズ ンの
ムの 成績 にかか わら ず、 新スタジ アムの整備に 向けた協議 会における 議

吹 田」 の事 例が あり ますが、 寄附の大半 は地元の大 企業による もので、

めた 企業 ・個 人から の幅 広い寄附 等を視野に 入れながら 、ブラウブリ ッ

こ うし たこと から 、協 議会にお いては、クラ ウドファン ディングを 含

導して整 備している 状況にあり ます。

本 県の ように 経済 基盤 が脆弱な 多くの地方都 市では、地 元の自治体 が主

論 は進めてま いりたい と考えてお ります。
ス タジ アム新 設に は、多 くの整理す べき課題があ ることに加 え、県民
の間 にも 様々な 意見 がある ことから、 幅広い分 野の専門家 を交えた議論
を オー プンに 進め るほ か、県 議会に対して も、協議会 の中間報告 及び最
終報告 をお示しす ることにし ております。

次に 、外国人観 光客の受け 入れでござい ます。

ツ秋田と ともに、財源 確保につい て併せて検 討してまい ります。

広 く県 民から 応援 され る魅力あ るチームと して、クラ ブの安定的な 経営

まず 国際定 期便 でご ざいま すが、第三期 ふるさと秋 田元気創造 プラン

なお 、新ス タジ アム 整備の具 体化に向けて は、ブラウ ブリッツ秋 田が
のも と、 Ｊ２昇 格後 も活 躍を続けてい くことが 基本となる ことから、 一

ありま す。スタジ アムについて は、「未来 投資戦略二 〇一八」に おいて、

行 政主 導によ る新 たな スタジア ムの整備の 方向性が確 認されたと ころで

し 、特 に、 本県 から韓 国への 安定的なア ウトバウン ド需要が見 込めない

平成 二十 七年十 二月 から 運休して おりますが、 これは、乗 客確保の見 通

か せな いもの と考 えて おります 。秋田・ソ ウル国際定 期便につい ては、

で は、 県内 におけ る外 国人延 べ宿泊者数 について、現 在の年間約 十万人

多 様な 世代 が集 う交流 拠点と して、その 整備の促進 が位置づけ られてお

こ とが 主な要 因と なっ ており、 現時点では運 航再開の見 通しは不透 明で

層 の健闘を期 待いたし ております。

り ます が、現 時点 では 、防災機 能に着目した 補助を除き 、国からの 支援

ある もの の、引 き続 き粘り 強く交渉し てまいり ます。また 、韓国におい

から 平成 三十 三年 に二 十万人まで 倍増させる ことを目標 としており 、そ

は行 われ ていな いこ とから 、これまで も制度創 設を強く要 望してきてお

て は、 大韓航 空以 外に も、Ｌ ＣＣを含む様 々な航空会 社や旅行会 社に対

次に、 費用負担で ございます 。

り ます 。一方 、独 立行 政法人 日本スポーツ 振興センタ ーのスポー ツ振興

し、秋 田空港への チャーター 便の運航を積 極的に働き かけたこと により、

の実 現に は、本 県と 海外と をダイレク トに結ぶ国際 航空路線の 充実が欠

くじ 助成 、い わゆる 「ｔ ｏｔｏ助 成」におい ては、Ｊ１及 びＪ２チー ム

今年二 月下 旬か ら三 月上旬 にかけて、ア シアナ航空 による五往 復十便の

先般開催さ れました 「新スタジアム 整備構想 策定協議会 」において は、

のホー ムス タジ アム の整備 も対象となっ ており、ブ ラウブリッ ツ秋田の

台 湾に つい ては、 昨年 度、百二 十便のチャ ーター便が運 航され、台 湾

チ ャー ター便 が運 航さ れるなど 、新たな動 きも出てきて いることか ら、

ス タジ アム 整備に 要す る経費の 負担につい ては、建設主 体、規模・ 機

から の宿 泊客 数も 前年の およそ一 ・六倍に増 加するなど 、路線の拡 充に

Ｊ ２昇 格を前 提と して 、その活 用を図って いくことが、 財政負担の 軽減

能の ほか 、具 体的 な建設 場所も決 まっていな い現段階で 申し上げる こと

向け た機 運も高 まっ てきて おり、今後 とも、私自ら 航空会社等 に対する

今後もさ らなる拡大 に向けて取 り組むこと にしており ます。

はで きま せんが 、協 議会で は、コンサ ルタント会社 による調査 結果を踏

セ ール スを行 い、 チャ ーター便 の運航実績 を着実に積 み上げてま いりま

につなが るものと考 えておりま す。

ま え、 候補地 ごと に建 設費、維 持管理費な どについて 一定の方向 性を示
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す。
ま た、 最近の 傾向 とし て、チャータ ー便にお いても、日 本人乗客の 確
保が 課題 となっ てき てい ることか ら、将来の定 期便化を見 据え、アウ ト

いわ ゆる インフ ルエ ンサー による情報 発信など 様々な手法を駆 使しなが

ら 、私 自身も 先頭 に立 ってイン パクトのあ るプロモー ションを展 開し、

誘客の 促進に努め てまいります 。

次 に、由利高 原鉄道の経 営でござい ます。

て、 さら には、 交流 人口の 拡大を図る ツールと しても地域 に欠かせない

バ ウン ドの 掘り 起こ しや、そ れに向けた 支援などの 取り組みを 強化して
なお 、海外 から の訪 日旅行需 要は拡大の 傾向にある ことから、 中国を

も ので ありま すが 、少 子化や 人口減少に加 え、マイカ ー利用への シフト

由 利高 原鉄道 は、 沿線住 民の通学や 通院など日常 生活の移動 手段とし

は じめとした その他の国や 地域につい ても、市 場の動向を 注視しながら 、

など によ り、 通勤・ 通学 利用者の 減少が続い ております 。こうしたこ と

まい ります。

本県へ のチャータ ー便運航の 可能性を探っ てまいりま す。

り 観光 情報を 発信 して いるほか 、海外のパ ワーブロガ ー等を招聘 し、秋

ショ ンを 展開し てお り、秋 田犬を活用 したポスター やウエブサ イトによ

本県 では 、一 昨年 から秋 田犬をキラー コンテンツ とした誘客 プロモー

収や 経費 削減に 向け た経 営改善に 鋭意努めてお ります。さ らに、沿線 の

活 性化 計画を 策定 し、 輸送人員 や収入、費 用などの数 値目標を定 め、増

また 、会 社では 、平 成二十 九年度から 平成三十一年 度までを期 間として

こと にし 、経 営改 善に 向けて三者 が一体的に 取り組んで まいりまし た。

から 、持続 的な 運行 を図る ため、平成二 十三年に締 結した県、 由利本荘

田犬 と触 れ合う 動画 をＳ ＮＳで配 信するなど、 広く秋田を アピールし て

企 業や 高校 、住 民団体 に対し 利用を呼び かけるとと もに、旅行 会社に対

次に、秋田 のプロモーシ ョンでござ います。

い ると ころ であ ります 。こう した取り組 みにより、 秋田犬は気 軽に触れ

し 沿線 地域や 鉄道 の魅 力を積極 的に売り込ん できたほか 、企画列車 の運

市 、由 利高原 鉄道 株式 会社によ る三者合意 に基づき、 基本的な役割 とし

合 うこ とがで きる 魅力 ある誘客 コンテンツと して認知度 が向上し、 大館

行や アテ ンダン トに よる地 域色あふれ るサービ スを提供す るなど、利用

国 の数 ある観 光地 の中か ら選ばれ、 実際に多 くのお客様 に訪れていた

市の「秋田犬ふれあい処」や秋田市にオープンした「秋田犬ステー

者 の増 加に向 けて 取り 組んで まいりました 。これらに 加えて、昨 年度か

て、 老朽 化した 鉄道 施設 の改修は県が 、住民利 用や観光利 用の促進を 由

シ ョン 」を訪 れる 外国 人観光 客も増加して おります。 さらに、ザ ギトワ

ら黒 字化 した バス事 業を 活用しな がら、鉄道 やバスの旅と 沿線観光地 を

だく ため には、 他に はな い魅力ある観 光資源に 加えて、そ れを際立た せ

選手 に贈 られ ました 秋田 犬がメデ ィアに取り 上げられたこ とから、国 内

セット にし た旅 行商 品を販 売するととも に、来月か らは、子供 が楽しめ

利 本荘 市が 、収支 改善 や安全 運行の確保 については会 社がそれぞ れ担う

外で大 きな 反響 を呼 んでお り、これを追 い風としな がら、九月 から行う

る 車内 に改造 した 「お もちゃ列 車」を運行 させることに より、「鳥 海山

る プロモーシ ョンが重 要であります。

大 型観 光キャ ンペ ーン などでも 「秋田犬の 里」としての プロモーシ ョン

木の おも ちゃ美 術館 」へ の来館者はも とより、 ファミリー 層などの新 た

な ニー ズも 取り込 みな がら、 利用者の増 加を目指して いくことに してお

を展開し てまいりま す。
本 県は、先日 、私がテレ ビで紹介した 八幡平のド ラゴンアイ をはじめ 、

今後 は、姉 妹鉄 道協 定を締結 してござい ます台湾の平 渓線との連 携強

ります 。

多く の魅 力的な 誘客 コンテ ンツを有し ております。 これらのコ ンテンツ

化 を図 るとと もに 、Ｊ Ｒ東日本 と一体とな った大型観 光キャンペ ーンな

台湾 等で 人気 の高 い里山 サイクリ ングやスノ ーアクティ ビティなど 、数
に 一層 磨きを かけ ると ともに、 海外のユー チューバー をはじめと した、
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どを 視野 に入れ なが ら、国 内外からの 誘客に取 り組むことにし ており、
い ります。

ら、 今後 の山田 頭首 工の早 期改築に向 けて、国 に対し強く働き かけてま
以上で ございます 。
● 三十 八番 （大関 衛議 員）

明 確な答弁あ りがとうご ざいました 。イージ

県 とし ても、 由利 本荘 市と連携 してこうし た会社の取 り組みをサ ポート
し、経 営改善につ なげてまいり ます。
次 に、仁郷大 湯線の冬期 通行止めの 早期解除 でございます。

まず、防衛大臣含め、防衛省の方に質問書の方を文書で提出してお

ス・ アショアに ついて、二点 だけ質問さ せていただ きます。

を担 って おりま すが 、冬期 間の厳しい 気象条件 に加え、落 石の危険性が

ら れる ようで すが 、そ の回答 については、 今相手方か らどのよう なお話

本 路線 は、栗 駒国 定公園 内における 周遊観光ルー トとして重 要な役割
あ る急 峻な地 形で ある ことか ら、接続する 国道に比べ 、通行止め 解除の

がござ いますでし ょうか。な ければないで 結構ですが 。
【知事（佐 竹敬久君）】

時期 が遅 くな ってお りま す。県で は、これま で、観光客 をはじめとす る
道路 利用者 の安 全を 確保す るため、平成 二十年の岩 手・宮城内 陸地震に
りま した 。しか しな がら 、定期的に行 っている 道路点検に より、春先 の

で きる だけ 早く回 答し たいと いうお言葉 をいただいて おりますが 、いつ

から も、 できる だけ 速や かにという話 をしてご ざいます。 大臣からも 、

大臣がお いでになっ て手渡しす るときに、私 の方

融 雪期 にお いて、 落石 を伴う 雪崩発生の 危険性がある 箇所が広範 囲にわ

いつ まで とい うこ とは まだ来てご ざいません 。いずれ、 少なくとも 、あ

●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

たり 点在 して いる こと が判明した ため、昨年 度から三カ 年の予定で 、斜

あいうものについて、かなり専門的な要素もございますので、逆にう

よ り落 石被害 が発 生し た箇所の 法面対策工 事などを計 画的に進めて まい

面状況な どの詳細な 調査を実施し ております 。

が った 見方を する と、 すぐ出て くるという ことは相当 検討してい ると、

事 前に 検討 して ないと いうこ との証拠で ございます 。そこら辺 はよくわ

今 後は 、この 調査 結果 を踏まえ、落 石や雪崩 等の対策内 容や実施に 伴
次 に、雄物川 上流の山田 頭首工改築 でございます 。

か りま す。そ のた め、 相当、専 門的に、防衛 省、陸海空 全部で協議 しな

なか なか 出てこ ない とい うことは 、ほとんど周 辺の関連項 目について 、

雄 物川 では、 昨年 の七月 と八月に続 き、今年五月 にも豪雨災 害に見舞

けれ ば出 せない よう な質問 も出してま すので、 そこら辺を 見定めてまい

う課題 を整理し、 冬期通行止め の早期解除 に向けて検 討してまい ります。

われ 、氾 濫が発 生し たこと から、治水 対策を早 期に実施す ることが重要

り ます。

その回 答が来る前 に、調査に入 るというこ と

で ある と考え てお りま す。こ のため、先日 、私自ら上 京し、石井 国土交

●三 十八 番（大 関衛 議員 ）

で公告 がな され たと いうこ とでございま すが、当然 、その回答 に向けた

通大 臣に 対し 、中・ 下流 部におい て、緊急的 に行われてい る「河川激 甚
災害対 策特 別緊 急事 業」の さらなる促進 について要 望してきた ところで

調 査な のか、 また 、設 置に向け た調査なの かというのは 判断に迷う とこ

この 種の問題は 、我々も公共 事業、ある いはいろ

いろ な事業を行 うときに、 地元との信 頼関係、そう いうことか らすると 、

●知事 （佐 竹敬久 君）

【知事（ 佐竹敬久君 ）】

表 として知事 はどのよ うにお考えです か。

ろで すが 、今回 既に その 調査の公告が なされた ことについ て、県民の 代

あり ます。
一方 、上流 部の 頭首 工につ いては、洪水 時における 河川の流下 能力を
確 保す るた め、固 定堰 から可 動堰への改 修が順次進め られており 、議員
御指 摘の 山田 頭首 工につ いても、 平成二十八 年度から測 量・調査等 を行
い、治水 対策の検討 を進めている と伺ってお ります。
県 とし まして も、 治水安 全度向上の ため、地 元の市町村 と連携しな が
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非常に遺 憾なことであ ると思いま す。

発注と いうのは、 普通、そこ ら辺からやっ ぱり不信感 が生まれま すので、

う か、 そこら 辺が 非常 に不信 感があるんで すね。いず れ、微妙な 時期に

ない と。 ここが 非常 に、政 務三役と官 僚との間 に、すごく 溝があるとい

で ちょ っと待 て」 と言 う。とこ ろが、ほとん どが官僚か ら上に上が って

ト ップ のと ころ に来 ます。そ うしますと 、私自身が 、「微妙な 問題なの

とか政務三役に言ってないのではないかと。県の場合、重要な問題は

と きも 時間は 一時 間半 とれると いうお話で したが、そ ういう話が 、大臣
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田

勝

三十三番

柴

口

議

聞き にな って いる と思 いますが、 議会の総務 企画委員会 のメンバー 、ま

二十 五番

石

谷

健一 郎

三 十七番

川

木

席

た、 その 他の議 員に も呼び かけて、現 地の視察を予 定しておる ようでご

二 十八番

土

藤

賢一郎

三十九番

鈴

出

ざ いま す。や はり 百聞 は一見に しかずでご ざいまして 、やっぱり 現地を

三 十 番

近

藤

衛

四十二番

大臣 がお いでに なる 前日と いう微妙な 時期に、 私からすると、 政務官の

見な いと なかな か判 断材 料になら ないというこ とで、今回 、総務企画 委

三 十二 番

佐

関

美恵 子

一

一

聡

喜

員会の委員長はじめメンバーの方々には、いい判断をしてもらったと

三 十四番

大

田

今の 答弁を聞い てますと、 まずいずれ防 衛省

思 って います が、 これ に、知事 、副知事、三 役、また、 担当部長も 同行

三十 八番

小

●三 十八 番（ 大関衛 議員 ）

する 予定 でござ いま すか。 是非同行し てもらい たいと思い ますが、知事

四 十 番

康

洋

い かがでござ いましょうか 。

林

司

北

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

休憩前に引 き続き会 議を開きます。

日程 第一 、一 般質問 を継続 いたします 。二十九番 三浦議員の発 言を許

●副 議長（竹下博 英議員）

休憩 前に同じ

四十三番

当日 、別の公務も ございます が、時間調 整できま

【知事（ 佐竹敬久君 ）】
●知事 （佐 竹敬久 君）

三十八 番大関議員 の質問は終 わりました。

した ので、いず れ私と関係 の者は一緒に 同行したい と思います 。
●議長（鶴 田有司議員 ）

暫 時休憩いた します。再 開は十一時五 分といたし ます。
午前十時 五十分休憩
午前十 一時五分再 開
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します。
【 二十九番（三 浦英一議員 ）登壇】（ 拍手）
会派 みらいの三浦 英一です。 今回、一般 質

と答 弁し ました 。私 はこれ を聞いて、 あきれて しまいました。 地域住民

や 学校 関係者 が当 然そ のことも 心配してい ることは、 わかってい ること

ではな いでしょう か。そのぐら いのことは あらかじめ 調べておく べきで、

そ れを 、あ の答 弁は 一体何な のでしょう か。余りに も我々議員 はもとよ

●二 十九 番（三 浦英 一議 員）
問 の機 会を 与え てい ただきま した先輩、 同僚議員の 皆様に心よ り感謝を

り、 地域住民、 秋田県を軽視 した答弁で はありませ んか。

さら に、戦 略企 画課 長は、平 山議員との 質疑のやり とりで、「 できる

申し 上げ、質問 させていただ きます。
はじめに、 イージス ・アショア についてお 伺いします。

は 、国 の地域 住民 に対 する思い やりや寄り 添う気持ち が全く感じ取 れま

略企 画課長 と東 北防 衛局長 を迎えての県 議会全員協 議会での質 疑応答で

田達 夫防 衛政 務官と 知事 とのやり とり、また 、同じく十 四日の防衛省 戦

も早 い段 階で、 地域 住民 の考えを踏ま えた意思 表示をする べきと思い ま

の であ ります 。国 が一 刻も早く 配備したい と言うので あれば、県も 一刻

して 、激し い口 調で 国を批 判しました。 まさに地域 住民の声を 代弁した

沖縄 の翁 長知 事は、 国が 普天間基 地の県内移 設への理解 を求めたのに 対

だ け早く配備 をしたい」、 「一刻の猶 予もない 」とも話し ました。以前 、

せんでした。このように思ったのは、私だけではないと思います。市

す 。防 衛大 臣や防 衛省 の今ま での説明で は、地域住民 の不安はま すます

地 上イ ージス の配 備候 補地とし て、今月一日 に説明のた め来県した 福

民 ・県 民も 全く同 じよ うに受 け止めたの ではないでし ょうか。知 事も知

さら に、追 い討 ちを かけるよ うに、小野 寺防衛大臣が 来県する前 日の

募るば かりであり ます。

する もの ではな い」 と厳し く指摘し、 「上から目線 だ」ともお っしゃい

六 月二 十一日 に、 新屋 演習場で 行う地質測 量調査の「 一般競争入 札」を

事室 で中 継を 見て いて 、「防衛省 側の説明は 、住民の皆 様の不安を 払拭
ま した 。私は 、よ くぞ 言ってく れたと思い ました。市 民・県民も 大変心

う とす る防 衛省 のやり 方に、 秋田県民の 怒りは頂点 に達し、知 事も県民

公告 した のであ りま す。 地元との 話し合いが続 く中で配備 手続を進め よ

今 回の 事案 は、 米軍飛 行場移設 に揺れる沖 縄の問題と 根本的には 同じ

を 代弁 し、「 非常 に不 愉快だ」 と強く批判し ました。こ れでは県民 の不

強く感 じたのでは ないでしょう か。
だ と思 ってお りま す。 なぜなら ば、国のやり 方は結論あ りきで、地 方に

信感は増 すばかりで あります。

防衛省 が我 々に 提示 した資料 には、北朝鮮 対策と書い てありまし た。

い。

こ うし た状況 を踏 まえ て、知事 の現在の率直 な考えをお 聞かせくだ さ

計画 を持 ってき て、 最初の 計画は何と してでも 変えない、 地域住民の声
に 真摯に耳を 傾けないとい うことであ ります。
地上 イー ジス に関し ては、 新聞等をは じめとする マスコミ報道 や地域
住民、 そし て県 ・市 両議会 で問題点を指 摘してあり ますので、 詳しくは

も変 わら ない でし ょう。 十四日の 全員協議会 で、石川徹 議員からの 「万

な いと 考え ます。 それ は、二 十二日に来 県した小野寺 防衛大臣の 説明で

現状 では、 地域 住民 の不安 は解消しない と思います し、賛同は 得られ

起き ない ために も、 今まさ に知事の重 要な決断を迫 られている のではな

も揺 らい でき てい るので あります 。沖縄のよ うに県民の 大きなうね りが

導 入決 定時 とは大 きく 変化し 、ミサイル 防衛システム のあり方や 必要性

に合 意し たこと を見 れば 、国際情勢は 昨年十二 月のイージ ス・アショ ア

し かし ながら 、先 の米 朝首脳会 談で北朝鮮 が完全な非核 化を目指す こと

が一 発射 された 場合 、どの くらいの大 きさの発射音 なのか」と いう質問

いで しょうか。 先般の防衛 省に対して の知事の厳し いコメント のように 、

述べ ません。単 刀直入に申 し上げます。

に 対し て、戦 略企 画課 長は「実 際に聞いた ことがない からわから ない」
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敬を 集め ており 、親 しまれ ている山で す。その 笹森山地にも、 高層ビル

三 十階 から四 十階 相当 の巨大風 車二十基が 計画されて いるとのこ とであ

国に対し 、一刻も早 い決断をお願 いするもの であります 。
次 に、風力発電 についてお 伺いします 。

二つ 目は、 風車 の低 周波音に よる健康への 影響につい てでありま す。

りま す。 これに つい ては 、今月二 十二日に「笹 森山風力発 電事業環境 影

う途 中、旧 由利 町森 子橋付 近や由利高原 鉄道曲沢駅 近くから見 る鳥海山

再 生可 能エネ ルギ ー発電 事業所のレ ノバ社が 今月二十日 、由利本荘市

一つ 目は 、風力 発電 の建設 が景観に与 える影響につ いてであり ます。

は特に美しく、その鳥海山をバックにして走る由利高原鉄道「おばこ

の沖 合で 計画し てい る大 規模洋上風力 発電所に ついて、現 時点で出力 規

響 評価 方法 書」 の住 民説明会 がありまし た。現在、 県と由利地 域では、

号」 の写 真を撮 るた めに 、県内外のア マチュア カメラマン からプロの カ

模 が最 大七 十万キ ロワ ット前 後になると の見通しを明 らかにしま した。

東 日本 大震 災に よる 福島の原発 事故以降、 原発に頼ら ない再生可 能エ

メ ラマ ンま で頻繁 に押 し寄せ てきており ました。とこ ろが、由利 高原に

昨年 三月 の計 画発 表時 は、出力規 模が最大五 十六万キロ ワット、風 車百

鳥 海山 を中心 とし た観 光誘客に 力を入れてい るところで すが、景観 を全

建設 され た風 車に よっ て景観が一 変し、そこ から見える 鳥海山の前 には

四十 基、 三列に 配置 し、西 目沖から岩 城沖の三十キ ロメートル にわたり

ネル ギーの活用 が以前にも増 して注目さ れてきてお ります。そ うした中、

多く の風 車が立 ち並 んだた め、最近で は、美しい鳥 海山を撮影 しようと

建 設さ れる予 定で した が、景観 や地域環境 への影響、 工期短縮の 観点か

く考 えず 、出羽 の富 士とも 呼ばれてい る、東北 でも有数の 名峰鳥海山の

す るカ メラマ ンの 姿も ほとんど 見かけなく なりました 。由利町の 方々の

ら、 風車 一基当 たり の容 量を大き くして出力を 上げる一方 、本数は七 十

我が 由利 本荘地 域で は、最 近、風力発 電の風車 の建設ラッ シュが相次い

お話 を聞 くと、 今ま でと 比べると 景観が余りに も変わって 、本当に評 判

基 ない し九 十基 に減ら し、二 列で配置す る方針だそ うです。し かも、そ

麓 に次 々に建 設さ れて いる風 車、このよう な現状を県 はどのよう に捉え

が よく ない ので ありま す。ま た、先般、 ソフトバン クグループ が矢島町

れ は私 が今ま で見 たこ ともない 巨大な風車で 、高さが二 百五メート ルも

で おり ます。 しか しな がら、 景観が損なわ れるという ことで様々 な問題

の 由利 高原近 辺に 風力 発電の建 設計画を発表 し、住民説 明会を開催 した

ある そう です。 その 巨大風 車が一斉に 回転すれ ばどういっ た健康への影

ている のか、お聞 かせくださ い。

とこ ろ、 景観が 損な われる ということ で反対意 見が相次ぎ 、すぐに計画

響 が出るのか 、地域住民に とっては重 要な問題 であります 。

も発 生し てき ており ます 。国道一 〇八号を本 荘から矢島 方面に車で向 か

を 取り やめた ので あり ます。 プロ野球球団 をグループ に持つ大企 業のイ

上離し てい ると ころ が多い のであります 。それは人 体への健康 影響を考

ヨー ロッ パで は、住 宅地域 と風車まで の距離を二 十二キロメー トル以

日本海 沿岸 東北 自動 車道を秋 田方面から来 て本荘イン ターチェン ジで

え ての ことな ので しょ う。風車 からの「低 周波音被害」 は、国内外 から

メージ が低下する こともなく 、賢明な判断 だと思いま した。
おりるとき、目の前には幾つもの風車が立ち並ぶ鳥海山や子吉方面の

多数の被 害報告があ ります。例 えば、低周 波音によっ て、「睡眠障 害」、

ぶっ たよ うな 違和 感」と いった症 状が報告さ れておりま すが、取り 上げ

山々 、そ して日 本海 が見 えます。もは や、のど かな原風景 ではなくな っ
さら には 、子 吉地 区玉ノ池 から小友キ タノマタ方 面に見える 龍馬山を

たら まだ まだあ りま す。こ の計画では 、住宅地域か ら風車まで の距離が

「気分が晴れずイライラする」、「耳の圧迫感や痛み」、「帽子をか

中心 に連 なる笹 森山 地の山 並みは、仏 様が横になっ てお休みに なってい

わ ずか 一キロ メー トル というこ とでありま す。由利地 域沿岸には 、保育

て しまったの でありま す。とても悲し いことで はありませ んか。

る 姿の ようだ とい うこ とで「仏 の寝たる姿 」と呼ばれ 、地域の崇 拝と尊
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リ ーナ のすぐ 裏手 には 、由利工 業高校、石 脇西保育園 があります 。ほか

こと とし ており ます が、 一方で、 風車の低周波 音が健康に 影響するこ と

県 は、 洋上風 力発 電の 導入促進と関 連産業の 育成に重点 的に取り組 む

由利本荘 地域なので あります。

にも 、こ の沿岸 には 、岩 城中学校 や、西目地区 には西目高 校、西目中 学

が 懸念 され てい るこ とについ てどう認識 しているの か、知事の 御所見を

園から小・中学校、高校と多くの教育機関があります。特に、本荘マ

校 、保 育園 など 多く の教育関 連施設があ り、未来を 担う私たち の子供や

お伺 いします。

ま ず、 一点目 は、 児童 の登下校 時における不 審者対策に ついてであ り

次に、子供 の安全対 策について お伺いしま す。

孫た ちへの健康 への影響がと ても心配で あります。
同社 は、来 年夏 にも 風車の配 置や設置基 数、予測さ れる影響な どを盛
り 込ん だ準備 書を まと める予 定で、二年後 の二〇二〇 年度までに は事業

す 。し かしな がら 、地 元では、 二月に有志 で結成した 「由利本荘・ にか

に建 設に着 手し 、二 〇二四 年度から順次 運転開始を 目指す方針 だそうで

人で 下校 中の女 の子 が、 自宅のすぐ近 くで行方 不明になり 殺害される と

生 の女 子児童 の遺 体が 見つかる 殺人・死体 遺棄事件が 発生しました 。一

先月 七日、 新潟 市西 区のＪＲ 越後線の線路 上で、近く に住む小学 二年

ます。

ほ市 の風 力発電 を考 える 会」が、眺望 景観への 影響や風車 騒音による 健

い うシ ョッ キング な事 件は、 地域住民を 恐怖のどん底 に陥れまし た。こ

を実 施す るか どうか を判 断し、事 業化を判断 した場合は 、二〇二一年 度

康 被害 を懸 念し、 同社 に事業 中止を求め る要望書を提 出するなど 、反対

のよ うな 弱者 を狙 った 冷酷かつ残 忍な事件が 、最近後を 絶たないの であ

こ のよ うな幼 い子 を守り 、凶悪な犯 罪を未然に防 ぐには、ど のような

の動 きが 日に 日に 強ま ってきてお ります。こ の考える会 主催の学習 会が

風力発電は余りにも陸地に近過ぎると指摘しています。レノバ社の風

対策 が必 要なの でし ょうか 。一番に挙 げられる のは、地域 住民による見

りま す。 一週間 後の 十四日 に逮捕され た犯人は、近 所に住む二 十三歳の

力・ 地熱 事業本 部長 は、地 元紙のイン タビュー で「健康被 害を及ぼすこ

守 り活 動と青 色防 犯パ トロー ルでの巡回パ トロール、 次に防犯カ メラの

今 月 二 日 に あ り ま し て 、 北 海 道 大 学 の 田 鎖 順 太 助 教 を 講 師 に 招 い て、

と が明 らかに なれ ば、 事業は 実施しない」 と明言して おり、今後 、各種

設置 であ るこ とは言 うま でもあり ません。地 域の高齢者や 保護者会に ボ

会 社員 の男と いう こと で、同世 代の子供を 持つ保護者 の心配は募 るばか

調査 を行 って 、事業 化に ついてし っかり検証 していくとし ております 。

地 域に よって 人数 や配 置場所に ばらつきが あり、目の届 く範囲にも 限界

「風車騒音による健康影響と由利本荘市沖洋上風力発電事業の影響評

県においても「第二期秋田県新エネルギー産業戦略」 平
( 成二十八年
か ら三 十七年 まで ）の 策定では 、「施策体 系」に「洋上 風力発電の 導入

があ るの が実情 であ りま す。スポ少や 部活動で 下校時間が 夜遅くなる 場

りで あり ます。 秋田 県内 でも相次 ぐ不審者情報 が寄せられ ており、県 警

促進 と関 連産業 の育 成」 としておりま す。目標 達成のため に上半期五 年

合 は保 護者 が迎え に行 きます から安心で きますが、そ れ以外の下 校時間

価」 との 演題で 講演 して いただき 、その後、市 民との質疑 応答もなさ れ

間 に重 点的 に取り 組む 「重点 プロジェク ト」の一番に 、洋上風力 発電の

帯は 各自 がば らば らであ ります。 朝の登校に ついては、 皆が同じ時 間帯

は 注意を呼び かけてい るところで あります。

事業 化と 秋田 発の 関連産 業の育成 を挙げてお り、全国に 先駆けた事 業化

に登 校し ますの で、 危険地 域は集団登 校を徹底させ ることで不 審者対策

ま した 。助 教に よると 、低周 波音の健康 影響を認め た上で、日 本の洋上

と、 県外 におけ る事 業化案 件にも参画 できる企業の 育成と明記 しており

に は一 定の効 果が あり ます。問 題なのは、 放課後の下 校時間帯に おける

ランテ ィア でお 願い してい る見守りは、 善意に支え られている 状況で、

ます 。この県の 新エネルギ ー産業戦略 の効果が顕著 にあられて いるのが 、
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我が 県も 他人事 のよ うに思 ってはなら ないのです。 こうした痛 ましい

ず、 かわ いい孫 娘を 大切に 育てて、す くすくと 健康に育ったに 違いあり

その 間の 見守り 活動 には 大変な労 力が伴います 。そのため 、下校時間 帯

事 件が 起こ らな いよ うにする ためには、 保護者、地 域、児童相 談所、学

安全 対策 であり ます 。小学 校低学年か ら高学年 の下校時間帯は まちまち

の 見守 りを 徹底 させ るために も、ある程 度労務に対 する報酬を 提供する

校 、教 育委員 会等 の緊 密な連携 が不可欠であ りますが、 旧来のやり 方で

ま せん。

こ とも 必要に なっ てく るのでは ないかと考え ております 。県が主導 して

はな く、 他県に はな い秋田 県独自の取 り組みや 対策を検討 すべきと考え

な ので、下校が 完了するま で二時間か ら三時間 ぐらいの時間を 要します 。

県内 各市 町村の 実情 に合っ た取り組み や対策を 早急に行う べきと考えま

ま すが、知事 のお考えをお 聞かせくだ さい。

三点目 は、安全・ 安心で住み よい秋田づく りについて であります 。

す が、現状と 今後の取り組 み方針につ いて、教 育長にお伺 いします。
また 、不 審者 から子 供を守 る対策とし て、防犯カ メラの設置 計画につ

効 果が 高まっ てき てお ります。 このような 防犯カメラ を設置して いる店

凶悪 な事 件の解 決は もとよ り、犯罪を 未然に防ぐ抑 止力として の期待と

ものが 、最近では 数多く見受 けられます 。この防犯 カメラの設置 により、

エ ンス スト アの入 り口 付近や 各金融機関 のＡＴＭ付近 に設置され ている

例が多くあります。市街地道路に設置しているもの以外にも、コンビ

昨 今の 犯罪で は、 防犯カ メラの映像 により事 件のスピー ド解決に至る

を育 てる 場とし て秋 田の 地を選び 、親が子供を 連れて秋田 に移り住ん で

全 ・安 心で、 かつ 日本 一住みや すいと実感 できる秋田 県、そして 、子供

これから先、子供たちの将来のためにも、秋田の子供たちが日本一安

とと もに 、県 外か らの 移住の促進 を図る取り 組みを進め ております が、

は 人口 減少 の克服 を最 重要課 題に掲げ、 若者の県内定 着や回帰を 進める

を掲 げ取 り組ん でい ます 。これには私 も大賛成 であります 。一方で、 県

感 しな がら暮 らせ る健 康長寿社 会を実現す るため、「 健康寿命日本 一」

県で は今、 県民 一人 一人の健 康寿命を延伸 し、生きが いや豊かさ を実

舗や 事業 所と県 警と の間 の連携は どのようにな っているの か、併せて 県

く れる よう な、 住みよ い魅力 ある秋田県 をつくって いただきた い。こう

いてお伺 いします。

内 の子 供の 通学 地域へ の防犯 カメラの設 置状況と今 後の計画に ついて、

し た秋 田の将 来を 目指 し、秋田 ならではの地 方創生を進 めていくこ と、

これが私 の切なる願 いでありま すが、知事の 御所見をお 伺いします 。

警察 本部長にお 尋ねします。
二点目は、 児童への 虐待防止対 策についてで あります。

が子 のメ モを 読ん で、何 とも思わ なかったの でしょうか 。なぜこん な世

や るか と怒 りに震 えま した。 母親も自分 のおなかを痛 めてまで産 んだ我

いて いた そうで す。 女の 子は父親の実 子ではな かったにし ろ、ここま で

ね がい 、ゆる して 」と 、五歳の 女の子が手 書きのメモを 毎日のよう に書

ました 。両 親か ら十 分な食 事も与えても らえず、虐 待に耐えな がら「お

せた とし て、 保護責 任者 遺棄致死 の疑いで目 黒区の父親と 母親を逮捕 し

両が 頻繁 に往来 しま すが、 ダム工事箇 所である百宅 地区へ向か う道路、

工事 が始 まれ ば、 建設機器 を運搬する 大型トレー ラーや大型 の工事車

る ことから、 観光振興 にも大いに貢献 されるも のと期待さ れておりま す。

ます 。ま た、周 辺に は法 体の滝をはじ めとする 多くの観光 スポットも あ

水 調節 、水道 用水 の確 保や水力 発電と、多 目的に活用さ れるダムで あり

であり 、い よい よ工 事が本 格的に始まり ます。鳥海 ダムは、子 吉川の洪

鳥海 ダム の建 設事業 は、平 成三十年度 内に基本計 画が告示され る予定

次 に、鳥海ダ ム建設の関連 道路整備に ついてお伺 いします。

の中 にな ってし まっ たので しようか。 もしこの母親 の実家に両 親がいる

県道鳥海矢島線の道路整備は不可欠であります。特に、「鳥海町中直

今 月六 日、警 視庁 捜査 一課は、 衰弱した五歳 の女の子を 放置し死亡 さ

の であ れば、 親元 に預 けてさえ いればこの ような痛ま しい事件は 発生せ
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は国 会で の審議 や議 決を 経て進め られているも のであり、 国防上、弾 道

まず、イー ジス・ア ショアについて でありま す。

いて、 戦略四の「 秋田の魅力が 際立つ、人 ・もの交流 拡大戦略」 として、

ミ サイ ルへ の防 護を 多層化す る上で必要 な装備であ ると判断さ れたもの

根・ 大川 端間」 の道 路は狭 く、早急に 拡幅など の改良工事が必 要となっ

「 地域 の力 を結 集し た『総合 的な誘客力 』の強化」 を施策の一 つとして

と 認識 してお りま す。 その重要 性に鑑みれば 、イージス ・アショア につ

イ ージ ス・ア ショ アの 導入は、閣議 において 決定され、 その適地調 査

取 り組 んでお り、 秋田 ならでは の体験型観光 の推進を掲 げ、体験型 コン

いては、 能力を最大 限に発揮で きる環境に おいて整備さ れる必要が あり、

て きま す。ま た、 県で は、「第 三期ふるさ と秋田元気 創造プラン 」にお

テン ツの 整備を 進め 、複数 のコンテン ツを組み 合わせた県 内周遊ルート

地 域の理解が 必要不可欠で あります。

配備 候補 地と なった 自治体 の長として 、まず私の 果たすべき 役割は、

の 形成 を図る とし てお ります 。そして、今 まさに「鳥 海ダム建設 」は、
新た な観 光資 源の一 つと して、本 荘由利地域 はもとより 、秋田県内や 旅

まれ ます 。ダム 観光 も含め た環鳥海山 観光の周遊ル ートを形成 するため

と連 携し ての 環鳥 海山 エリアなら ではの滞在 型・体験型 の観光振興 が望

す 。「 ダム ツーリ ズム 」を含 めた「環鳥 海山観光」に ついては、 山形県

なく 、建 設現場 視察 など 、建設中も観 光資源と して生かす ことができ ま

ダ ム観 光につ いて は、「 ダムツーリ ズム」と して、ダム 完成後だけで

防 衛省 に対し ては 、私 から苦言 を呈したほ か、小野寺 防衛大臣に 具体的

など から 、住民 の不 安は解 消されてい ない状況にあ ります。こ のため、

の警 備や 防御 等に 関す る説明内容 が抽象的で 具体性が十 分ではない こと

る 影響 がほ とんど ない とする 根拠が示さ れていないこ とに加え、 演習場

す。 これ までの 防衛 省の 説明では、レ ーダーの 電波が住民 の健康に与 え

備 され た場合 の地 域住 民への影 響などを問 いただして いくことであ りま

市街 地に隣 接す る新 屋演習 場が最適候補 地として選 定された理 由や、配

に は、 大型観 光バ スな どの往来 も可能な、 複数のコン テンツを結 ぶ観光

な根 拠を 示し住 民の 不安 解消に努 めるよう申し 入れるとと もに、質問 状

行業者か らも注目を浴 びていると ころであり ます。

道路 整備 は欠か すこ とが できませ ん。また、ダ ムに水没す る市道百宅 線

現時 点では 、演 習場 の面積の 狭隘さや緩 衝地帯がな いこと、住 宅地と

を 提出 した とこ ろであ り、引 き続き、客 観的で科学 的な根拠に 基づく詳

につ いて は、拡 幅整 備も含 め、相当規 模の事業 費が見込ま れ、地元負担

隣 接し ている こと など 、イー ジス・アショ アの配備地 としても、 また、

は 、付 替道 路と して、 橋が五 カ所、トン ネル五カ所 を含む総延 長五千四

も 大き くなる と思 われ ますが 、完成後は、 県道鳥海矢 島線ととも に環鳥

周辺 地域 の安 全確保 の面 でもリス クが厳然と して存在して おり、今後 、

細な 説明を求め てまいります 。

海山 観光 の周 遊ルー トと しての活 用も多いに 期待できます 。観光振興 の

質問状 に対 する 回答 内容を 十分に見極め ながら、慎 重かつ厳し く対応し

百 メー トルが 整備 され ると聞い ております。 この市道の 付替道路の 整備

観点か らも 、こ れら 関連す る道路整備に ついて県は どのように 対応して

てま いります。

実 施に 当たっ ては 、景 観に対し て十分に配 慮すること が必要であ ると考

活用 し、 洋上風 力を 含む風 力発電の導 入を推進して おりますが 、事業の

再生 可能 エネ ルギ ーの導 入拡大を 図るため、 本県の恵ま れた風力資 源を

ま ず、 風力 発電の 建設 が景観に 与える影響 でございます が、県では 、

次に、風力 発電でご ざいます。

いく おつもりな のか、お伺 いします。

県 当局の答弁 を求めます。

これ で私の 一般 質問 を終わ ります。御清 聴、誠にあ りがとうご ざいま
し た。（拍手 ）
●副議長 （竹下博英 議員）

三浦英一 議員の一般 質問にお答 え申し上げ ます。

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
●知 事（ 佐竹 敬久 君）
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えており ます。

察な どの 関係機 関が 、保護 を要する児 童等の状 況について、情 報の共有

事業 者が 現地調 査に 基づ く客観的 な予測及び評 価を行い、 その結果を 踏

委 員、 宅配 業者 など で安否確 認を行う見 守りネット ワークが形 成されて

県内 の各 地域で は、 高齢者 や障害者等 について、地 域住民や民 生児童

化 を図りながら 、連携した 支援を行っ ておりま す。

ま え、 景観 を含 む環 境への影 響を回避ま たは極力低 減するよう 求められ

い るこ とから 、今 後、 市町村と 連携しながら 、こうした 見守りの輪 を子

こ れま で、環 境影 響評 価法の対象と なった風 力発電事業 については 、

て おり 、最終 的に は、 国が知事 や住民等の意 見を勘案し て審査を行 い、

供にも広 げていく取 り組みを進 めてまいり たいと考えて おります。

事案に ついては、 自治体間に おける情報の 引き継ぎを 丁寧に行う ことや、

な お、 今回の 死亡 事件 を受けて 、児童相談所 と市町村に 対して、転 居

実施され ているもの であります 。
県 とし まして は、 今後 とも、法 に基づく適正 な手続によ り、景観に 配
慮した 風力発電の 導入に努め てまいります 。

能性 が示 唆され てい るも のの、一定の 距離のも とでは人の 健康に直接 的

犯罪や事故のない地域づくりについては、子供たちが自ら作成する

次に、 安全・安心で 住みよい秋 田づくりに ついてであ ります。

児童 と家族 への 面接 を速や かに行うこと など、改め て徹底を図 ったとこ

に 影響 を及 ぼす可 能性 は低く 、低周波音 と健康影響に ついては、 明らか

「地 域安 全マ ップ 」を 通じて防犯 意識の醸成 を図るとと もに、市町 村、

次に、風車 の低周波音に よる健康へ の影響で ございます 。

な関 連を 示す 知見 は確 認できない とされてお ります。こ のような知 見を

警察 等関 係機関 との 連携に より登下校 時の見守りを 行う自主防 犯活動を

ろで あります。

もと に、 風車騒 音の 評価の 目安に関す る指針と測定 マニュアル が示され

強 化す るなど 、次 代の 担い手で ある子供た ちを地域全 体で見守る 体制の

環 境省 によれ ば、 風車騒 音は、睡眠 への影響 のリスクを 増加させる可

て おり 、個々 の事 業に おいては 、これらの 指針等に基 づいた環境 影響評

充実 に努 めてお りま す。 また、子 育てしやすい 社会づくり については 、

世 代包 括支援 セン ター による妊 娠期からの切 れ目ないサ ポートのほ か、

価を 行い ますが 、そ の過 程におい て、県として は厳密な視 点からこれ ら
次に 、子供の安 全対策につい て、児童へ の虐待防止 対策でござ います。

女性 の活 躍推進 や仕 事と育 児・家庭の 両立に取 り組む企業 への支援等を

全 国ト ップ レベ ルの保 育料助 成をはじめ とする経済 的な支援や 、子育て

東京 都目黒 区で 発生 した児童 の死亡事件 は、本来、 子供を守る べき保

通 じて 、秋田 での 暮ら しやす さを実感しな がら、健や かに子育て できる

環 境に 万全 の配 慮をす るよう 、事業者に 求めていく とにしてお ります。

護 者に よる痛 まし い事 案であ り、亡くなっ た幼い健気 な子の心情 を思う

環境 を整 備し てまい りま す。こう した取り組 みに加え、豊 かな自然や 文

化、全 国ト ップ クラ スの学 力を誇る教育 環境を積極 的にアピー ルするこ

と、深 い悲しみと 強い憤りを 覚えます。
増加し てい る児 童虐 待に適切 に対応してい くためには 、児童相談 所や

な お、 中国 は現在 、ま さに教育 ブームの真 っただ中にあ り、先般訪 問

と によ り、首 都圏 から の子育て 世帯の移住 など人の流れ を創出し、 地域

職 員の 資質 向上に 向け た研修 の実施など 、児童相談所 等の体制を 強化す

した 大連 市で は、 本県児 童の高い 学力に大き な関心が寄 せられ、こ の秋

市 町村 におけ る対 応能 力の向上 や、関係機 関の連携体制 の強化を図 って

ると とも に、 各児 童相談 所への警 察職員の配 置や情報共 有に関する 協定

には 大連 市の小 学生 や教師 が本県を訪 問するとの意 向が示され ているな

の活性化 に結びつけ てまいりま す。

の締 結な ど、警 察と の連携 強化を図っ てまいりまし た。また、 市町村の

ど、 観光交流を 足がかりに 、今後、多 面的な効果が 期待される ことから 、

いく 必要 があり ます 。こ のため、県で は、児童 福祉司の計 画的な採用 や

要 保護 児童対 策地 域協 議会にお いては、児 童福祉や保 健医療、教 育、警
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引き 続き 、秋田 の教 育環境 を国内外に 配信する ことにより、秋 田の魅力
を ＰＲしてまい りたいと考 えておりま す。

お答えい たします。

ま ずは じめに 、先 月七 日、新潟市で 起きた事 件により亡 くなられた 児

童の御 冥福を心か らお祈りいた します。

県 では 、通 学路 等に おける児童 の安全対策 の充実に向 け、学校が 所在

次に、 鳥海ダム建 設の関連道路 整備でござ います。
鳥 海ダ ムの 建設 地周 辺は、法体 の滝や桑ノ 木台湿原な ど四季折々 の表

す る地 域の警 察署 や通 学路等の 管理者、児童 の保護者及 び地域住民 の協

実施 して いる ほか、 県警 から提供 を受けた不 審者情報を 市町村教育委 員

情 が楽 しめる 美し い自 然景観を はじめ、国指 定重要無形 民俗文化財 「本

鳥海 ダム の建 設によ り、「 ダムツーリ ズム」とい う新たなコ ンテンツ

会に 周知す るな ど、 児童・ 生徒が安全・ 安心な生活 を送ること ができる

力を 得な がら、 登下 校時の 見守り活動 、通学路 の安全点検 などを実施し

が加 わり、 環鳥 海エ リアの 魅力は一層高 まるものと 期待してお り、この

よ う努 めてい ると ころ でありま す。さらに 、登下校時 における見守 り活

海獅 子舞 番楽」 に代 表され る地域固有 の伝統文 化が脈々と 受け継がれて

たび 、由利本荘 市が設置し た「鳥海ダム 周辺整備検 討会」にお いて、国 、

動の体制を整備するため、防犯指導を行う「スクールガード・リー

て おり ます。 また 、県 教育委 員会では、安 全教育に関 する教職員 研修を

商工 団体 、市民 団体 等と ともに、ダム 完成後の 観光面での 利活用策に つ

ダ ー」 の活 動を支 援す るとと もに、学校 安全ボランテ ィアの育成 を図っ

お り、魅力あ る誘客コンテ ンツに恵ま れた地域 であります 。

い て検討して いくこと にしております 。

用 者の 安全確 保が 重要 課題であ り、今後、 ダム事業者 と協議を行 い、必

内が 狭隘 となっ てい る県道 鳥海矢島線 の中直根地区 においては 、道路利

な見 守り 活動を どの よう に展開し ていくかが課 題となって いるところ で

減 少に 伴い年 々減 少し ているこ とから、地 域や時間帯 によっては 、必要

しか しなが ら、 県内 の学校安 全ボランテ ィア数につい ては、児童 数の

てきて おります。

要な 対策 につい て検 討し てまいり ます。また、 市道百宅線 の付替道路 の

す。

一方 、ダ ム建 設中 は長期 間にわたり工 事用車両が 通行するた め、集落

整 備に つい ては 、市の 費用負 担が大きく なる見込み となってい ることか

この ような状況 を踏まえ、下 校時間帯の 巡回や不審 者情報の共 有など、

それ ぞれ の学校 の実 情に応 じた見守り 活動のあ り方につい て、警察や関

ら 、国 の交付 金制 度や 交付税措 置のある有利 な起債の活 用等につい て提
案す ると ともに 、必 要な予 算の確保に 向け、先 日、私自ら 、国土交通大

係 機関 と協議 を進 め、 さらな る連携を図り ながら、地 域ぐるみに よる安

三浦英一議 員の御質 問にお答え いたします 。

ト アな どの事 業所 と防 犯に関す る協定・覚 書を結び、 日頃から緊 密な連

県警 察では 、防 犯カ メラを設 置している 金融機関やコ ンビニエン スス

事業所 との連携に ついてお答 えいたしま す。

ま ずは じめ に、御 質問 のありま した防犯カ メラを設置し ている店舗 や

●警察 本部 長（ 森末 治君 ）

【警察 本部長（ 森末治君） 登壇】

以上でござい ます。

全対策 を講じてま いります。

臣 に要望して きたところで あります。
県と しま して は、ダ ム建設 を契機とし た周遊観光 ルートの確立 につい
て、引 き続 き検 討す るとと もに、関係機 関と連携し 、鳥海ダム と周辺地
域 の観 光資源 を組 み合 わせ、様 々な可能性 を探りながら 、環鳥海エ リア
の観光誘 客の強化を 図ってまい ります。
私 からは以上 でございま す。
三浦 議員から御質 問のありま した、児

【教育委 員会教育長 （米田進君 ）登壇】
●教育 委員 会教育 長（ 米田進 君）

童 の登 下校時 にお ける 不審者対 策の現状と 今後の取り 組み方針に ついて
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ラの 画像 を確認 させ ても らうなど 、警察の捜査 活動にも協 力していた だ

止 に努 めてい るほ か、 万が一、 事件・事故 が発生した 際には、防 犯カメ

携を 図っ ており ます 。警察 官が店舗や 事業所に 立ち寄り、犯罪 の未然防

ま す。 ほん の道 路一 つ、国道 七号線を隔 てた向かい ですので、 このイー

そこ には 学校、 勝平 小・ 中学校、 千秋学園、そ して秋田商 業高校とあ り

を 左手に見て、 その反対側 右手には住 宅街がた くさんあります 。そして 、

来る 都度 、国道 七号 線を通 ってくるん ですけれ ども、いつも新 屋演習場

ます 。防 衛省の 方で は新屋 演習場が最 適地と説 明しており ましたが、私

ジ ス・ アショ アの 問題 が起きて から、私もい つもそこを 通るたびに 思い

い ております 。
次 に、 子供の 通学 地域へ の防犯カメ ラの設置状況 と今後の計 画につい
てお答え いたします 。

できる だけ先手先 手を打って 、国に赴いて 地域の声を 伝えていた だいて、

か ら見 れば最 も適 さな い場所 というふうに 私は考えて おります。 県も、

はあ りま せん が、犯 罪の 発生が多 い地域を中 心に計六十 九台の防犯カ メ

でき れば計 画の 見直 しも視 野に、何とか 要望を強く していただ きたいの

県 警察 では、 これ まで 子供の通 学地域を対象 にした防犯 カメラの設 置
ラを 設置し 、各 種犯 罪の抑 止に努めてま いりました 。今後は、 地域の実

であ りますが、 知事いかが でしょうか。
【知事（ 佐竹敬久君） 】

情 や犯 罪の発 生状 況に 基づき、 子供の通学 地域への防 犯カメラの設 置に
ついて も検討を進め てまいりま す。

私ども も、いろい ろな面から相 当あそこは そうい

う意 味で 無理 があ るの ではないか と。いろい ろなことを これまでも 言っ

● 知事 （佐 竹敬久 君）

ける 安全 確保 のた め、 自治体や市 町村の教育 委員会に対 しても、防 犯カ

てお りま すし、 今後 いろい ろな質問に 対する回答も あると思い ますが、

ま た、 昨今 の子供 が被 害者とな る事案の発 生を踏まえ、 通学路等に お
メラの設 置を呼びか けてまいりま す。

です から 、そう いう リス クをどう やって軽減す るか。これ が具体的に わ

もと もと最適と いうのは、 基地の防衛 上もあそ こは最適ではな いんです 。

パト ロー ルを強 化し てい るほか、 学校や教育委 員会と協力 し、通学路 の

か らな いこ とに は、や っぱり そう簡単に これを理解 というのは 、私もそ

な お、 県警察 では 、今 回の事件を受 け、子供 の登下校時 間帯におけ る
安 全点 検を 行う ととも に、不 審者に関す る積極的な 情報提供に 努めてい

いて は機 会を求 めな がら言 っていきた いと思い ます。ただ 、通常の例え

う です し、誰 しも そう だと思い ます。そうい うことで、 強くこの面 につ

先般 、政府 の関 係閣 僚会議で も同様の内 容が取りま とめられて いるこ

ば 各省 庁の事 業、 ダム とか、 ああいうもの とは違って 、国防上の 問題、

ると ころです。
と から 、通学 路の 安全 対策を はじめ、防犯 カメラの設 置について 、より

これ は非 常に 国全体 とし て、いわ ばほかの事 業とは相当別 の捉え方と い

うか、 そう いう ふう に、沖 縄の例を見て もわかるよ うです。そ ういうこ

一層関 係機関と連 携を図り、 対策を進めて まいります 。
鳥海ダムの 道路整備に 関しては、 大変前向

と で、 いずれ 厳密 に慎 重に厳し くやってい きますが、や はりこれは 、そ

●二十 九番 （三浦 英一 議員）

き な答 弁をい ただ いて 、大変感 謝しており ます。ありが とうござい まし

こら 辺を いかに 、単 に対 決だけではど うしよう もございま せんので、 や

は り相 当い ろいろ な方 面から 、国に対し それを示して いくという 、これ

た。
私 の方から二 点だけ。

は私 自身 だけ では なくて 皆さんの 御協力も必 要でござい ますので、 よろ
しくお願 いします。
●二 十九 番（ 三浦 英一議 員）

も う一点は、 不審者対策 で教育長に お伺い

まず 一点 目は 、イ ージス・ アショアな んですけれ ども、さき の総務企
画委 員会 で、東 海林 洋委員 の提案で新 屋演習場を視 察するとい うことが
実 現し て、先 ほど 知事 も同行す るというこ とでありま した。私も 議会に
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します。昨日の白昼、富山市で男が警察官を刃物で刺して、拳銃を振
る って 近くに いた 警備 員の男性 に発砲した と、そうい う極めて残 忍な事
件が 発生 しまし た。 お二 人はその 後死亡された のでありま す。お二方 に

午前十一時 五十五分休 憩

件で ある という ふう に思っ ております 。一歩間違え ば、本当に 大惨事に

いう 、あ って はな らな い事件が起 こりました 。非常にシ ョッキング な事

た ちに とっ て一番 安全 である べき学校が あのような危 険にさらさ れると

聞かせ願 います。

方の 不審 者対 策等の 防犯 訓練の取 り組み状況 について、 最近の状況を お

で 起こ るかわ から ない 、こう いう世の中で 、学校現場 での教職員 の皆様

した が、 幸い子 供た ちは無 事でありま した。こ のような事 件がいつどこ

そ の男 は、交 番向 かいの 小学校敷地 内に侵入した ということ でありま
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午後一時 三十分再開

つな がることで ありました 。

二十 三番

原
田

健一 郎

三十 七番

小

木

三十 九名

学校 にお ける安 全対 策の徹 底について は、さらに強 化していか なけれ

二 十五 番

石

谷

賢一郎

四 十 番

鈴

員

ば いけ ない と考 えてお ります 。各学校に は、防犯等 に関する危 機管理マ

二 十八番

土

藤

衛

四 十二番

議

ニ ュア ルとい うの がご ざいまし て、それに基 づいて様々 なケースを 想定

三 十 番

近

藤

司

席

して訓練を行っています。児童・生徒、あるいは教職員全体で訓練を

三 十二 番

佐

関
有

出

行 って おりま す。 ただ 、実際 不審者の侵入 等に対して の訓練は、 必ずし

三十 四番

大

田

司

は 心より御冥 福をお祈 り申し上げ ます。

も十分 であるとは 言い難いと 捉えておりま す。昨日の 事件を受け まして、

三十八 番

鶴

康

●教 育委員 会教 育長 （米 田進君）

まず 、昨日の 事件であり ますが、子 供

一

聡

喜

改めて 学校 にお ける 不審者 への対応訓練 、とりわけ 教職員の方 々がどう

四 十一番

林

【教育 委員会教 育長（米田 進君）】

対 応す るべき か、 どう 連携すべ きかという ことについて も訓練等を 実施

北

地方自治 法第百二十 一条による 出席者

四十三番

休憩前に 同じ

する とい うこと 、そ れか ら、警察や関 係機関と の連携をさ らに強化す る
べ きで ある という こと を含め た通知を、 今日中にまた 発出すると いうこ
二十九 番三浦議員 の質問は終 わりました 。

とで今 準備を進め ているとこ ろでありま す。
●副議長（ 竹下博英議 員）
暫時 休憩いたし ます。

- 258 -

●議 長（鶴田有司 議員）

休 憩前に引き 続き会議 を開きます。

日程 第一 、一般 質問 を継続 いたします 。三十一番工 藤議員の発 言を許
し ます。
自民党の 工藤嘉範 でございま す。皆様の御

【三十 一番（工 藤嘉範議員）登 壇】（拍 手）
●三十 一番 （工 藤嘉 範議員）

次に、介護 保険との 関係について述 べたいと 思います。

高 齢化 の進行 とと もに 、介護保険制 度利用者 の急増と保 険料の高騰 が

大き な社 会問題 とな って おります 。今年に入っ て、各新聞 には「介護 の

負担限界」、「要介護者七百七十万人に」、「介護保険料止まらぬ上

昇 」、 「二〇 四〇 年度 社会保障 費百九十兆円 」、「軽介 護百自治体 が運

営難 」と 、介護 保険 制度の 危機的状況 の見出し が切れ目な く続いており

ま す。 三年ご との 見直 しが行 われる介護保 険料につい ては、今年 四月か

全国 平均で は月 額で ちょう ど二倍の水準 に高騰し、 県内平均も 当初の約

協 力、 御理解 で一 般質 問の機 会を与えてい ただきまし た。心から 感謝を
それでは、 質問に入らせ ていただき ます。

二 ・二 倍とな りま した 。参考ま でに、五城 目町は月額 八千四百円で 全国

ら六 十五 歳以 上の高 齢者 の保険料 が、制度が できた平成 十二年に比べ 、

はじ めに、健康 寿命と介護 保険について 伺います。

のワ ース ト五位 とな って おりますが、 他のワー スト上位が 、原発事故 の

申し上 げます。

昨年 七月、 「十 年で 健康寿 命日本一」を 達成するた め、国、県 、市町

影 響で 帰還 困難地 域に 指定さ れている福 島県の双葉町 、大熊町、 浪江町

ま た、 介護 費用 にも地 域差が生 じておりま す。六十五 歳以上の高 齢者

村 、経 済・ 労働・ 保健 ・医療 ・検診・社 会活動団体や 企業などが 相互に

指 すと いう 目標 やその ための 取り組みは 、まだ県民 に浸透して いないよ

一 人当 たりの 年間 介護 給付費は 、全国平均で 二十五万円 であり、最 低が

など と、 東京 都の 離島 である伊豆 諸島の青ヶ 島村という 状況では、 実質

う に感 じます 。県 では 、この一 年間、健康寿 命日本一に 向けた機運 の醸

埼玉 県の 十九万 円、 最高が 沖縄県の三 十二万円 と、都道府 県においても

連携 し、 県民 の健 康づ くりを応援 するため、 「秋田県健 康づくり県 民運

成や 具体 的な取 り組 みを行 ってきたと 思います が、これま での取り組み

大 きな 格差が 生じ てい ます。 ちなみに秋田 県は、五番 目の二十九 万円で

全国 ワー ストワ ンと 言われ ても否定で きない現状で はないでし ょうか。

を どの ように 検証 し、 現状を どう捉えてい るのか、お 聞かせくだ さい。

す。 高齢 者が 支払う 介護 保険料の 県内格差を 見ますと、最 低額は大潟 村

動推 進協 議会」 を設 立しま した。県民 が生涯、心身 ともに健や かで、生

県主 導で 設立 した「 推進協 議会」の設 置目的に異 論はありませ んし、

の四千 六百 円、 最高 額は五 城目町の八千 四百円とな っておりま す。この

県 内で は井川 町も 七千 九百円と 高額で、ワ ースト第十 一位となっ ており

健康寿命日本一に向けて策定した「健康秋田いきいきアクションプ

よ うな 地域に よる 格差 はどうし て生じるの でしょうか。 地域の特性 だか

き がい を持ち 暮ら すこ とができ る健康長寿 あきたを目 指すことは 、県民

ラ ン」 も一見 すば らし いのです が、課題を 解決し、目標 を達成する ため

ら仕 方が ないと お考 えで しょうか。県 は、県内 の介護保険 料の状況に つ

ます。

には 、単 年度の フォ ロー アップだけで はなく、 五年後の達 成度の検証 や

い てど のよ うに分 析し 、また 、地域間の 介護に係る費 用の格差に ついて

の等 しい 願いで あり ます 。しかし 、「健康寿命 」を延伸し 、日本一を 目

見 直し が必 須だと 思い ます。 また、「日 本一」という 知事の意気 込みを

どのよ うに認識し ておられる のか、お聞 かせください 。

険 料の 上昇と 介護 予防 の取り組 みによる保 険料の抑制 などの諸課 題を取

私は 、平成 二十 一年 からの第 四期保険料 改定に向けた 頃から、介 護保

牽引 する ため に、 組織の イニシア チブを誰が 担うのかが 見えず、私 の目
には 現場 のリー ダー が不在 のように映 りますが、こ の点につい ても併せ
てお 聞かせくだ さい。
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り上 げ、 その間 、介 護や予 防にかかわ る現場の 方々や市町村の 担当職員

重要 なこ とは、 市町 村ごと の課題を鮮 明にし、 個別の健康寿命 目標を掲

今 回、 知事が 健康 寿命を 施策の柱に 据えたのは「 県民が元気 だったら

げ た上 で県全 体の 改善 を図って いく具体的 な道筋をつ けることで あり、

答 えて くれま した が、 その後の 介護保険制度 はどのよう に変遷して きた

いい な」 という よう な漠然 としたもの ではない はずです。 私が思うに、

と も意 見交換 など をさ せていた だきました 。かつて、 介護保険に かかわ

でし ょう か。要 支援 者への 給付新設に よる介護 予防の重視 、介護施設に

現 状に おいて 市町 村に よる住 民への介護予 防と健康教 育がきめ細 かに行

それ がな ければ 、成 果の 上がらな い意味なき目 標、アクシ ョンプラン に

おける食費・居住費の全額自己負担、全国一律となっている予防給付

われ てい ると は全く 感じ られませ ん。相当な 覚悟を持っ て市町村と連 携

る秋 田市 の幹部 職員 は、 改定のた びに上がる介 護保険料に 対して、「 介

サー ビス の見 直し、 特別 養護老人 ホームへの 新規入所者 を要介護三以 上

しな ければ 効果 は出 ないと 思いますがい かがでしょ うか。それ とも、介

な ろうかと思 います。

の高 齢者に 限定 、所 得のあ る利用者の自 己負担、そ して今、高 齢者が介

護 費用 の膨張 を負 担可 能な水準 に抑えるた めの取り組 みは、県が関 与す

護 保険 を利 用す る高 齢者が求 めるサービ スを提供す るのが行政 です」と

護 サー ビスを 使う 際に ケアマネ ジャーが作 成するケア プランの有料 化が

る領域 ではないとお 考えでしよ うか。

私 は、 これ までも 県内 市町村の 介護費用の 格差解消につ いて考えを 述

検討 され ている など 、こ れまでになさ れた全て の改定が、 介護保険支 出
の 抑制 を図 り、制 度の 持続を 狙うものと して行われて きたように 思いま

のど こか が上位 にな るか もしれな い」というよ うな感想を 漏らしてい る

ね た県 内自治 体担 当者 が、「我 が町は今回 は高くなっ たが、次回 は県内

こう した状 況の 中で 、今回の 介護保険料 改定により全 国上位に名 を連

い て健 康寿 命日 本一の 取り組 みを進める ことによっ て、介護保 険料の削

合わ せた 上で、 あえ て伺 いたいと 思います。県 の主導によ り全県域に お

を 構成 する要 素に よっ て分析す ることが有 効であるく らいの認識 は持ち

変動 する ことか ら、 一概に 語れないこ とも承知して いますし、 介護費用

べて きま した 。保 険料 が決まる介 護費用の要 素は、様々 な要因によ って

こ とを 伝え 聞い て、私 は県内 自治体関係 者の意識の 低さに愕然 としてし

減 にも つなが って いく ものと期 待しているの ですが、健 康寿命延伸 と介

す。

ま いま した。 県内 全て の自治体 において、も っと危機意 識を持って 介護

次 に、高齢者 の運動機能改 善に向けた 取り組みに ついて伺い ます。

護保険制 度の関連性 について、 知事の御所見 をお聞かせ ください。

う か。 介護保 険制 度の 運営主 体・保険者は 市町村であ りますが、 県にお

かつ て厚 生労 働省は 、医療 福祉費に大 きな影響を 与え、健康長 寿最大

保険 支出 の抑制 に向 けた取 り組みを進 める必要 があるので はないでしょ
いても 、制度の枠 組みの中で 拠出分相応の 責務と県民 の健康を担 う責務、

介護 保険 制度 が定 める保 険料にこ れだけの格 差がある状 況において 、格

の 目標 に向 かって 努力 するこ とは大変価 値のあること だと思いま すが、

れま す。 目標を 設定 する ことはすばら しいこと で、県民一 丸となって そ

知 事は 、秋田 県と して「 健康寿命日 本一」を 目指すと宣言さ れておら

成果 が出 ていな い原 因とし て、足の問 題があると思 います。健 康増進の

える 方向 性へ と転 換した わけです が、それで も厚生労働 省の思惑通 りの

モ ティ ブシ ンドロ ーム 、いわ ゆるロコモ 対策として骨 ・関節・筋 肉を鍛

ころ か減 少した とい うデ ータを御存じ ですか。 その反省を 踏まえ、ロ コ

キ ング で歩数 を増 やす 取り組み を推奨しま したが、国民 の歩数は増 加ど

の阻害要因である「メタボリックシンドローム」対策として、ウォー

差解 消の ため、 市町 村に対 して、きめ 細かな具体的 手立てを講 じず、示

た め「 歩く」 こと がよ いとわか っていても 、足の痛み で歩くこと が困難

それらを発信 していく 権限がある と思います 。

さず 、ただ漠然 と数値だけ を掲げるの であれば、意 味がないと 思います 。
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齢者 衰弱 対応の 具体 策はあ りません。 秋田県で は、相変わ らず、がんや

「 歩け よ高齢 者」 とい ったスロ ーガンばかり で、フレイ ルと言われ る高

国 が成果を出 せなかっ たにもかか わらず、「 家事をせよ、 運動をせよ 」、

くい らっ しゃる ので す。 「健康秋 田いきいきア クションプ ラン」では 、

裏 に故 障を抱 えて 、歩 くことが ままならな い多くの高 齢者の方々 も数多

な高 齢者 、関節 や筋 肉を鍛 えても、足 首より下 のかかと・つま 先・足の

うか。

き た知 事には 、こ の寓 話の意味 が実によく理 解できるの ではないで しょ

に 携わ り、 同僚 職員 、県議会 、あるいは 住民との議 論を数多く こなして

には 市長 を経験 、そ して 今は知事 として、新し い施策の立 案や新規事 業

と がで きない とい う寓 話です。 行政マンと して豊富な 経験を持ち 、さら

づき 、対 立が解 消す るとい う話で、視 野が狭い と全体の姿を把 握するこ

知 機能 の改 善にも つな がると されており 、「結果も出 やすい」、 「取り

分が 多く 、高齢 化社 会で はとても重い 問題です 。しかし、 足の運動は 認

化 に伴 い克服 され る一 面がある ものの、「 認知症」は まだまだ未知 の部

健康 寿命を 阻害 する 要因で ある「がん」 は遺伝性も 指摘され、 医療の進

康寿命 日本一の達 成に当たっ ては生活習慣 病の予防が 大きな課題 ですが、

見が 検証 され たり 、柔 軟さを持ち 合わせてさ えいれば、 自分と他者 の知

が 難し い場 合であ って も、他 者とかかわ り合いを持つ ことで、自 分の知

こと を示 唆して くれ てい ます。もう一 つは、個 々では全体 を見渡すこ と

る 」と 断定す る、 他者 を否定す る思い込み に誰もがは まりやすいと いう

やすいということです。同時に、他者に対して「あなたは間違ってい

錯覚 や独 善的 判断に 陥り やすく、 自分は正し いとの前提 で物事を主張 し

こ の寓 話に学 ぶべ き点 の一つは 、人間はすぐ 自分にはわ かっている と

組み も簡 単」 と、 よい ことばかり です。高齢 者の状況に 合わせた詳 細な

見と が融 合し合 うこ とによ り、それぞ れが他者の知 見を受け入 れ、物事

脳 ・循 環器疾 患な どの 生活習 慣病の死亡率 が高い状況 が続いてお り、健

分析 とメ ニュー が必 要です から、ノウ ハウを持つ「 健康運動指 導士」と

の真 実に近づく 可能性があ るというこ とだと思 います。

昨シ ーズ ンのブ ラウ ブリッ ツ秋田のＪ ３リーグ優勝 という好成 績を受

の連 携が最も効 果があると 考えますが 、いかが でしょうか。
アク ショ ンプラ ンを 議論し た「あきた 健康長寿政策 会議」には 、健康

なっ たチ ーム への愛 着心 の持続、 県がやるの か秋田市がや るのかとい う

け 、ス タジ アム 整備の 議論に さらに弾み がつき、既 存施設の暫 定改修、

次に、 スタジアム 整備につい て伺います。

主導論 など 、実 に多 岐にわ たる指摘があ ります。ど れも正しい 御意見で

運 動指 導士 は入 ってい ません 。この分野 の専門家の 養成も必要 だと考え

知事は 、「 群盲 象を 評す」と いうインド発 祥の寓話を 御存じでし ょう

は ある のです が、 一方 で、「群 盲象を評す 」のように、 形のない虚 像の

あ るい は新設 につ いて 様々な意 見や提言がな されました 。そもそも のス

か 。数 人の盲 人が 象の 一部だけ を触って感 想を語り合う というイン ド発

一部 分だ けを見 て指 摘し ているように 感じます 。特に私が 残念だと感 じ

ま す。 単純に 「運 動イ コール歩 く」と定義せ ず、健康運 動指導士を 活用

祥の もの で、世 界に 広く 広まっていま す。この 話には数人 の盲人が登 場

て いる のが 、スタ ジア ム整備 に反対する 方の意見のベ ースに、サ ッカー

タジ アム 不要論 、高 額な建 設費に対す る財源問 題、一企業 に対する投資

し 、彼 らは 象の別 々の 一部分 だけを触り 、その感想に ついて語り 合いま

の世 界的 人気 やそ の将来 性など全 体を俯瞰し て前向きに 議論をする とい

した高齢者衰弱対応などの下半身の運動機能改善を含めた取り組みも

す。 例え ば、 象の 腹を触 った人は 立派な壁だ と主張し、 牙を触った 人は

う考 えが 、特に 年齢 層の高 い方々の間 に若干不足し ているよう に思われ

への疑問、今後のプロサッカーの衰退予測、昇格できない・勝てなく

槍だ 、鼻 を触っ た人 は大蛇 だと、それ ぞれが自分が 正しいと主 張し対立

る とこ ろです 。日 本の プロ野球 は、わずか なチーム数 で覇権を争 い、入

行 ってはどう かと思います が、知事の 御所見を 伺います。

が 深ま ります が、 ある きっかけ によりそれ が同じ象の 一部分であ ると気
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こ とが 、特 に情 報量 が限られ 閉鎖的と言 われてきた 秋田県人の 県民性へ

ぬシ ステ ムで、 こう した 環境が日 本のプロスポ ーツの中心 であり続け た

神 事な のかと いう 論争 が起こる 大相撲は、 所属部屋の 移籍さえま まなら

れか え戦 のない シス テムで す。スポー ツなのか 、伝統的要素に 基づいた

て の見通しな ど、行政 からのアシ ストが必要 であると思い ます。

ブが Ｊ２ ライセ ンス を取 得するた めには、新設 スタジアム の計画につ い

在 Ｊリ ーグが 求め る規 格を全て 満たしてい るわけでは ありません 。クラ

工事 が予 定され る八 橋陸上 競技場は、 陸上トラ ックがあること など、現

こう した様 々な 御指 摘も踏ま えた上で、 これまで答 弁をしてこ られた

展 した と考え てよ いの か、Ｊ ２ライセンス の申請に向 けた具体的 なアシ

備構 想策 定協議 会」 や専門 委員会の設 置により 新スタジア ムの整備が進

改 めて 伺いま すが 、県・ 市などが新 しく立ち上げ た「新スタ ジアム整

知 事の 新スタ ジア ム整 備に向 けた思いや基 本的スタン スを改めて お聞か

ストを 期待すると ころですが 、知事の御所 見をお聞か せください 。

影響 を与えてき たことも原因 の一つかも しれません 。

せくだ さい。

」と言われる 十チームで スタートし たＪ

とを知事は御存じですか。ナイター照明を整えた競技場がこれまでな

なっ た秋 口か らで も高 校生などが 薄暗いトラ ックで練習 に励んでい るこ

がら反対の意見もありました。八橋陸上競技場では、日の入りが早く

す。 この 整備事 業に つい ても様々な議 論がなさ れた経緯が あり、当然 な

の 暫定 改修工 事が 間も なく始ま り、年度内 には完成の 予定となって いま

御 存じ でしょ うか 。Ｊ ２の基準 を満たすス タジアムと しての主た る条件

タジ アム と各都 道府 県にお けるスタジ アム整備の現 状について 、知事は

たし なが ら昇 格を 果た せない最大 の要因とな った、各ク ラブのホー ムス

目 指す クラ ブが存 在し ます。 昨年、ブラ ウブリッツ秋 田がＪ３優 勝を果

四ク ラブ が参入 する まで に至り、現在 、残り九 県全てにＪ リーグ参入 を

リ ーグ も四半 世紀 が過 ぎ、国内 の三十八都 道府県に本 拠地を置き、 五十

一九 九三年 、「 オリ ジナル

か った のは、 全国 規模 の大会な どに併せて 整備をして こなかった 、行政

であ る、 座席数 一万 、ナ イター照 明、大型映像 装置を整え たスタジア ム

おか げさま で、 県と 秋田市の お力添えによ り秋田市営 八橋陸上競 技場

の意識 の低さによ るところが大 きいと思い ます。
機 運に 欠かせ ない 今シ ーズンの 戦績が思うよ うに伸びず 、後半戦の 奮起

たす スタ ジアム を持 たない クラブは、 ブラウブ リッツ秋田 やグルージャ

十 二県 となっ てい ます 。また、 Ｊ３リーグで 闘いながら Ｊ２の基準 を満

が 存在しない 都道府県 は、本県の ほか、Ｊリー グチームが ない県も含 め、

に期 待し たいと 思い ますが 、そもそも Ｊリーグ クラブの存 在にかかわら

盛 岡の ほか、 福島 県や 神奈川 県、静岡県に ある計七ク ラブです。 神奈川

昨 シー ズン にＪ ３で優 勝したブ ラウブリッ ツ秋田のス タジアム整 備の

ず 、ナ イター 照明 はこ れまで も必要な設備 であったと 思いますし 、これ

県、 静岡 県の 二県に はＪ １のクラ ブがあるた め、Ｊ１の基 準を満たす 立

すし 、隣 県の青 森県 では 、二万人の観 客を収容 できるスタ ジアムを現 在

から も秋 田県 のスポ ーツ 環境にと って無用な 設備ではない と思います 。

また 、ブラ ウブ リッ ツ秋田 は、八橋陸上 競技場の改 修により、 Ｊ２ラ

建 設中 で、 年内に 完成 予定で す。岩手県 でも、釜石に 一万六千人 が収容

派なスタジア ムが県内 に複数あり ます。Ｊリ ーグのクラ ブのない福井 県、

イ セン ス申 請の必 須条 件とな るスタジア ムの照明灯や 大型映像装 置など

でき る復 興ス タジ アムが 八月に完 成予定とな っておりま す。もはや 日本

八橋陸 上競 技場 の改 修が本 県のスポーツ 環境に与え る影響につ いて、知

の整 備が 進み つつ あるこ とから、 昨年見送っ たＪ２昇格 に向けた申 請を

でＪ ２の 基準に 近い スタジ アムがない 都道府県は、 わずかに八 県となっ

高 知県 は、一 万人 以上 の観客席 の設備を備 えたスタジア ムが既にあ りま

間も なく 行うよ うで す。今 回の機会を 逸した場合、 クラブ運営 にとって

て しま いまし た。 知事 は、この ような現状 をどのよう に受け止め ておら

事の 御所見を伺 います。

大 変な ロスと なり 、危 機的状況 にもなりか ねないと思 われますが 、改修
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れますか 。

米主 産県 の中で も珍 しい決 定をしまし たが、今 年の作付動向が 把握でき

と 批判 的で あっ たよ うに記憶 しています 。あれから 二十五年、 まさしく

悲観 的、 特にプ ロ野 球や 大相撲世 代の高齢者の 方々は、ど ちらかとい う

な ど不 安は隠 せな いと 思います 。しばらくは ＪＡなどと 連携してき め細

理 に組 み込 まれ たこ とへの意 識が未熟な 米農家にと って、情報 収集分析

県内 では 、米の 独自 販売で 重大な事象 が発生したＪ Ａもあり、 市場原

る ようになり、 初めてこの 判断につい てどのよ うに感じていま すか。

現 在、 地球上 最大 のス ポーツイ ベントである サッカーワ ールドカッ プが

かな 対応 が今ま で以 上に重 要かと思い ますが、 生産数量目 標の配分廃止

Ｊ リー グが発 足し て四 半世紀、スタ ート前の 日本社会の 風潮はかな り

開催中であり、グループリーグを突破できるかどうか、国民は固唾を

また 、コ シヒ カリに 代表さ れる特Ａ指 向に呼応す るように、 県議会で

に 係る県の対 応について、 知事の御所 見を伺い ます。

ドカ ップ に出 場でき るま で成長し たことを私 は感慨深く 思っています 。

も良 食味米 の議 論が 活発に なりましたが 、秋田の至 宝「あきた こまち」

飲 んで 見守っ てい ます が、当 時を思い起こ せば、日本 サッカーが ワール
プロ サッカ ーに 厳し い声を 上げた年配の 方々の多く は、残念な がらその

の販 売戦略につ いて、知事 はどのように 考えている のでしょう か。

あき たこま ちの 需要 傾向を 注視し、業務 用米需要と のバランス による

成 長を 目の当 たり にす ることも なく、既に 鬼籍に入ら れているかも しれ
ません 。

価 格の 動向 なども 踏ま えた販 売戦略を構 築し、あきた こまちの品 質向上

国 は、 減反政 策廃 止を 決定すると同 時に、農 地の集積に よる農家の 経

今 、秋 田で 新サッ カー スタジア ム整備の議 論が進んでい る中、比較 的

機 運が 高まり 、仮 に整 備の方向 へ世論が進 んだとして も、完成ま でには

営安 定を 図るた め、 「信 頼できる 農地の中間的 受け皿」、 いわゆる農 地

にさ らに 磨き をか ける ことも不可 欠と思いま すがいかが でしょうか 、知

相当 の時 間を要 する と考 えますか ら、若い世代 へこの議論 の中心を委 ね

バ ンク を全 都道 府県に 設置し ております 。秋田県農 業公社は、 賃借によ

年齢 層の 高い 県民 から 提言される 懐疑的、悲 観的、批判 的な御意見 も真

る 寛容 さが あっ てもよ いので はないでし ょうか。「 群盲象を評 す」、そ

る 農地 の権利 設定 にお いて全国 屈指の実績を 上げてきま したが、農 地の

事の御所 見を伺いま す。

れぞれの御指摘に間違いはないとしても、今やサッカーが日本でもメ

集積 が一 定量進 んで きたと ころで、新 たな課題 が現場で生 じているよう

実で しょ う。た だ、 議論の 末に県民の 理解が得られ 、スタジア ム整備の

ジ ャ ー ス ポ ー ツ と な り 、 こ の 秋 田 で も そ の 芽 が 出 始 め た 時 を 逃 さ ず、

わ らず 、水田 台帳 の情 報だけで は農地を貸 したい人の希 望がかなえ られ

に 感じ ます。 それ は、 土地登 記の情報が現 地と整合し ていない場 合は契

次に 、農業政策 について伺 います。

ない とい うこと では 、こ れまで行政に 割り当て られた減反 を受け入れ て

サ ッカ ースタ ジア ムの 一つぐ らいは後世の 若者たちの ために残し てあげ

政府 が四十 年以 上の 長きに わたった米政 策の見直し により、米 の生産

き た農 家の 方々は 納得 できな いのではな いでしょうか 。現在の制 度が決

約が 進ま ない ことで す。 これまで 行政が示し てきた減反の 配分は、農 家

数 量目 標の 配分廃 止を 決定し て五年、様 々な情報と憶 測、農家の 不安が

まり 事と して 正し いこと かもしれ ませんが、 貸し手の農 地がこうし た条

ても よい と私 は思い ます 。スタジ アム整備に 向けた今後の 議論のあり 方

払拭 され ぬま ま迎 えた減 反廃止元 年となる今 年の稲作が 始まってお りま

件を 全て 満たし てい るとは 限りません 。制度開始か ら四年も経 過したの

と行政 が長 い間 共有 してき た水田台帳に よって処理 されてきた にもかか

す。 佐竹 知事は 、「 国から の生産数量 目標の配分廃 止」を前提 に、県内

で すか ら、今 後の 集積 促進を考 えれば制度 の運用改善 を図ってい くよう

について、知 事の御所 見をお伺い します。

市 町村 におけ る地 域農 業再生協 議会の作付 方針には関 与せずと、 全国の
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測さ れ、 データ が公 表され るたびに重 い空気に 包まれる県 内ですが、そ

で 、二 十七年 後、 二〇 四五年の 県人口が約六 十万人ほど に減少する と予

今 年三 月三 十日 、国 立社会保障 ・人口問題 研究所が発 表した将来 推計

次に、 国際教養大 学に関連して 、一点提案 をさせてい ただきます 。

下 の最 短ルー トに トン ネルを 掘るというも のですが、 奥羽新幹線 整備と

れた のは 、ＪＲ 東日 本によ る秋田新幹 線「田沢 湖・赤渕」 間の奥羽山脈

決 意に 満ちた 御挨 拶を されまし た。今月に入 りメディア によって知 らさ

あ ろう から 、今 から 息の長い 取り組みを しっかりや っていく」 との強い

ない 奥羽 ・羽越 新幹 線な どで、四 国など西日本 路線との綱 引きになる で

基本 計画 に位置 づけ られた 路線です。 期成同盟 会発足式で佐竹 知事は、

う そう 下を向 いて ばか りでは いられません 。人口減少 を少しでも 食い止

の整 合性 に将 来何ら かの 課題が突 きつけられ る可能性は ないものかと 危

国に 提言 しても よい のでは ないかと思 いますが 、知事の御所見 をお聞か

める 手立 てと して、 全国 各地でト ライしてい る移住定住 の促進効果が 県

惧し ます。 秋田 新幹 線の利 便性向上に異 論はありま せんが、こ のたびの

「 現在 建設中 の札 幌ま での新幹 線などの次 は、着工の 見通しが立 ってい

内で も見え 始め てい ます。 ただ、全国が 同じ手法で 人を奪い合 っても、

ト ンネ ル整備 と奥 羽新 幹線期成 同盟会のフ ル規格新幹 線の整備に向 けた

せ ください。

ど こか で勝者 と敗 者が 線引きさ れるのは明 白ですから 、秋田独自の 特色

活動と の関連性につ いて、知事 の御見解を 伺います。

「新 幹線 」と いう 標記 はフル規格 を想起させ 、誤解を生 む可能性を 指摘

ま た、 以前 私は、 西日 本との新 幹線整備の 綱引きが始ま れば、秋田 の

を打 ち出 して、 移住 意識 のある人に選 択しても らう、ある いは移住意 識
が 芽生 える きっか けに しても らうような 特徴的な取り 組みが不可 欠と思
います がいかがで しょうか。

しました が、このこ とについての 御所見も併 せてお聞か せください 。

こうして見ると、新幹線の整備はもちろん、高速道路のミッシング

秋田 で全国 に知 名度 のあるツ ールと言え ば、義務教育 課程の教育 力と
子供たちの学習力です。さらに、英語をはじめとした外国語によるグ

高 規格 道路網 整備 が国 土強靱化 の視点で議論 されるなど 、国の施策 が国

リン ク解 消と県 内の 高規 格道路網 整備、県出資 鉄道の安全 走行にかか わ

そ こで 提案で すが 、国際 教養大学附 属の小学校、 中学校を設 置しては

土整 備と 交通政 策が 一体と なった国土 交通省と いう枠組み の中で行われ

ロー バル 教育で 知名 度抜 群の「国 際教養大学」 があります から、この 二

いか がで しょう か。 秋田の 経済力の現 状から、 移住者の就 職や雇用に対

て いる ことか ら、 秋田 県でも 現在観光文化 スポーツ部 にある交通 政策課

る 公的整備な ど、交通 網の建設整 備と交通政策 は切り離せ ないもので す。

し ては 若干の 不安 要素 があり ますが、義務 教育課程に 的を絞るこ とで、

を建 設部 セク ション とし て設置す ることが効 率的と考えま すが、知事 の

つ を融合させ ることが 移住を促進 させるための 鍵になると 思います。

母親 と子 供の みの先 行的 移住も想 定可能です し、子供たち が秋田を気 に

御所見をお伺 いします 。
手）

これで私の質問を終わります。御清聴ありがとうございます。（拍

入って くれ れば 、将 来は家 族の移住や定 住に結びつ くことが大 いに期待
さ れま す。母 子先 行移 住などを 想定すれば 、大学に近く 、商業施設 等も
充実 した 御所野 ニュ ータ ウンは相当魅 力的な地 域だと思い ますが、国 際

県当局の答弁 を求めま す。

工藤議員の 一般質問に お答え申し 上げます。

ま ず、 健康寿 命と 介護保 険について 、「健康 寿命日本一 」に向けた 取

●知事（佐 竹敬久君）

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

教 養大学の附 属小・中 学校の設置に対 する知事 の御所見を お伺いしま す。 ●議 長（鶴田有 司議員）
最後に 、新幹線の 整備につい てお伺いし ます。
奥羽 ・羽越 新幹 線整 備促進期 成同盟会が 平成二十八年 九月に設立 され
ま した 。両新 幹線 は、 四十五年 も前の昭和 四十八年、 国の法律に 基づく
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い きい きア クシ ョン プラン」 に基づき、 健康づくり に関する啓 発や運動

え、 現在 八十六 の団 体が 、県民運 動の行動計画 でございま す「健康秋 田

県 民運 動の推 進主 体で ある推進協議 会につい ては、賛同 する団体が 増

テム 」を活用し 、介護給付費 の適正化に 取り組むこ ととされて おります。

や 地域 間比 較に よる 課題分析 などができ る「地域包 括ケア見え る化シス

けて 取り 組むこ とが 義務 づけられ たほか、保険 者ごとの給 付実績の管 理

防 止等 の取り 組み 内容 と目標を 定め、自ら の責任にお いて目標達 成に向

こう した中 で、 第七 期計画に おいては、 各保険者が 介護予防・重 度化

教 室、 健康経 営の 導入 など、主 体的な活動に 積極的に取 り組んでい ると

県と しま しては 、「 見える 化システム 」の活用 研修の実施 や、各地域の

り組みで ございます 。

ころであ ります。

特 徴を 表す各 種デ ータ に基づ く具体的な改 善方策の助 言などによ り、保

次に 、健康寿命 の延伸と介 護保険の関連 でございま す。

健 康指 標の改 善に は一 定の時間 を要しますが 、こうした 取り組みの 成

ま すと 、由利 本荘 市の インター バル速歩体 験会への参 加者は延べ四 百人

健康 寿命の 延伸 を図 るため 、各市町村に おいて生活 習慣病予防 や介護

険者 間の 保険 料や給 付水 準の均衡 が図られま すよう積極 的に支援して ま

から 五百 七十人 に、 横手 市の「健康の 駅」の利 用者は延べ 四万八千人 か

予 防に 取り 組んで おり 、こう した取り組 みの成果とし て、要介護 者数や

果と して 、自 ら健康 づく りに取り 組む方々は 着実に増加 してきており ま

ら 五万 四千 人に、 協会 けんぽ 秋田支部の 健康経営宣言 事業所数は 百二十

介護 給付 費の 減少 が期 待され、介 護保険料の 抑制にも結 びつくもの と考

いります 。

五社 から 四百 六十 八社 まで増えた ほか、受動 喫煙防止宣 言施設は百 二十

えており ます。

す。 具体的 には 、平 成二十 九年度におけ る取り組み 状況を前年 度に比べ

施設 から 三百施 設ま で増加 するなど、 県民、企業等 の健康づく りに関す

あ り、 今後 も秋 田県医 師会長 に統括的な 牽引役を担 っていただ くととも

健康 づく りの推 進に 当たっ ては、医学 的な根拠に基 づく活動が 重要で

現 状を 分析し 、Ｐ ＤＣ Ａサイク ルにより効率 的な保健事 業を推進し てお

定 め、 独自 の取 り組み を実践 しているほ か、データ ヘルス計画 に基づき

たと ころ であり 、市 町村 において は地域の健康 課題に応じ た健康宣言 を

昨 年度 、県で は巡 回キ ャラバンを実 施し、市 町村長と意 見交換を行 っ

に 、地 域での 活動 の活 性化を図 るため、食生 活の改善や 運動等の分 野で

り、 地域 の医師 会と の連携 による糖尿 病の重症 化予防にも 取り組んでお

る意 識は着実に 高まってき ております 。

リー ダー として 活躍 してい る方々を「 健康づく り地域マス ター」に任命

り ます 。県と いた しま しては 、市町村が行 う地域課題 に応じた健 康づく

りや 介護 予防 の取り 組み に対し、 研修会の開 催等による人 材育成や円 滑

し 、よりきめ 細かな取り組 みを進めて まいりま す。
次に、 介護保険料 と介護給付 費の地域格差 でございま す。

な事業実施に 向けた情 報提供など 、きめ細か な支援を行 ってまいりま す。
す。

次 に、 健康運 動指 導士を 活用した高 齢者の運 動機能の改善で ございま

先月、 国が 公表 した 「社会保 障の将来見通 し」による と、高齢者 人口
が ピー クを迎 える 二〇 四〇年に おける六十 五歳以上の介 護保険料が 、現
在の 約一 ・六倍 まで 上昇 する見通しで あること が明らかに なっており ま
らつ きが 生じ るこ とは制 度上やむ を得ない面 があります が、保険料 がこ

ムの 作成 や実践 指導 を行う など、各地 域で活躍して おります。 県におい

近年 は増 加傾 向に あり、 平成三十 年三月現在 で九十四名 が運動プロ グラ

県 内の健康運 動指導士は 、全国的に見 ても少ない 状況にあり ましたが 、

のま ま上 昇すれ ば、 制度の 持続が困難 になりかねな いと懸念し ておりま

て も、 ユフォ ーレ の健 康運動指 導士を活用 して、施設 内での運動 指導の

す 。要 介護 者数や サー ビス事 業者数など により、保険 者間で保険 料にば

す。
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き 続き、これら に積極的に 取り組んで まいりま す。

ほか 、各 地域に おい てロコ モ・メタボ 等の予防 教室を開催して おり、引

よ う、私自身、 強い思いを 持って、着 実に取り 組んでまいりま す。

スタ ジア ムの整 備が 、より 多くの県民 から理解 を得て早期に実 現される

次に、 八橋陸上競 技場の改修で ございます 。

ブ ラウ ブリ ッツ 秋田 のＪ２ライ センス申請 に向け、新 スタジアム 整備

地域 にお ける高 齢者 向けの 運動教室が 活発になって いる中で、 健康運
動 指導 士が 保健 医療 関係者と 連携して、 安全で効果 的な運動に よる健康

まで の暫定措置 として、今年 度、秋田市 が実施する ものであり 、県では、

とか ら、 利用 時間の 拡大 が図られ 、高等学校 の駅伝部な どの陸上競技 を

づ くり を推進 する こと は重要で あり、その活 動が住民に とってより 身近

次に、 スタジアム 整備でござ います。

はじ めとす る本 県ス ポーツ の競技力の向 上につなが るものと考 えている

照明 設備 や大型 映像 装置な どの整備に 対して支 援すること にしておりま

新しいスタ ジアム整備に 向けた私の 思いでご ざいます。

と ころ であり ます 。ま た、ブラ ウブリッツ 秋田のホー ムスタジアム とし

なも のに なりま すよ う、市 町村との連 携により 活動の場を 拡大し、資格

サ ッカ ーは世 界中 で競技 人口の多い スポーツ の一つとな っております

て当 面利 用され るほ か、 多くのアスリ ートが参 加する大規 模な大会の 開

す 。こ の改修 によ り、 トラッ クが一千五百 ルクス以上 の明るさに なるこ

が、 我が 国にお いて も、 平成五年に発 足したＪ リーグがプ ロスポーツ と

催 も想 定さ れます こと から、 県民に広く 利用される魅 力ある施設 となる

取 得者の増加 が図られる環 境づくりに 取り組ん でまいりま す。

し て定 着し ている ほか 、現在 開催されて いるワールド カップにお いて日

新ス タジア ム整 備構 想策定協 議会でござ いますが、こ れまでの「 スタ

ことを 期待いたし ております 。

もあ り、 野球と 並ん で国民 の関心が高 いスポーツと なっており ます。私

ジアム整備のあり方検討委員会」やブラウブリッツ秋田の「スポーツ

本の 活躍 が目 立つ など 、近年では 世界の強豪 を相手に活 躍している こと
が 育っ た時代 には 、県 内でも地 域差があっ たものの、 最近では内 陸部の

モール ＡＫＩＴＡ を核とした街 づくり構想 協議会」の 検討結果を 踏まえ、

門 的な メンバ ーに よる 議論やコ ンサルタント 会社への調 査委託を行 いな

中学 校、 高等学 校で も部 活動が行 われるなど、 サッカーは 広く普及し て
このように世界的にメジャーであるほか、競技人口が増加している

がら 、整 備の方 向性 につい て、より具 体的な検 討を進めて いるところで

「 新ス タジ アム 整備構 想策定 協議会」に おいては、 検討内容に 応じた専

サッ カー は、今 後と も高い 人気を誇る スポーツ であり、こ れまで幾度と

あ りま す。八 橋陸 上競 技場の 改修による暫 定措置と併 せ、協議会 におい

き ております 。

な く私 の思い とし て述 べてま いりましたが 、県内での サッカーと 他のス

な お、 今般、 Ｊ２ ライセ ンス申請に 当たり、 クラブから秋田 市ととも

て建 設的 な議 論を進 める ことによ り、Ｊ２ラ イセンスの申 請に必要と な

が ら、 新スタ ジア ムの 整備につ いては、建 設に要する財 源確保など 多く

に県 にも 要請が あり 、新 スタジアム整 備に向け た協議状況 や八橋陸上 競

ポー ツの 施設 整備状 況を 比べてみ たときに、 サッカーがで きる一定規 模

の課 題が あるほ か、 県民 の間に様々な 御意見が あることか ら、現在、 県

技 場の 改修 などの 取り 組み状 況に関する 文書を、Ｊリ ーグチェア マンあ

る条件はクリ アしてい るものと考 えておりま す。

と 秋田 市な どのホ ーム タウン と秋田商工 会議所で立ち 上げた「新 スタジ

てに 提出 する こと により 、ライセ ンス取得に 向け、県と しても後押 しし

のスタ ジア ムが あっ てもよ いのではない かと考えて おります。 しかしな

アム 整備 構想 策定 協議会 」におい て、建設主 体や規模・ 機能、建設 場所

たいと考 えておりま す。

今 後の 検討の あり 方でご ざいますが 、新たな スタジアム の整備は、 ブ

など につ いて、 専門 家から の御意見を いただきなが ら、幅広く オープン
に 議論 をして いる とこ ろであり ます。今後 、こうした 課題が解決 され、

- 266 -

から の秋 田を 背負っ てい く若者の 声を尊重し ながら、ス タジアム整備 に

な がら 具体化 して いく べきで あり、特にサ ッカーへの 関心が高く 、これ

て、 次な る段階 に進 んでい く上では、 議会はも とより幅広 く意見を聞き

現 在、 協議会 にお いて 議論が進 められており ますが、そ の結果を踏 まえ

あ りま す。 サッ カー スタジア ムの整備に は多くの課 題があるこ とから、

的ス タジ アムが 県内 に整 備されて いないという 現状にも対 応するもの で

県 民の 声に応 える とと もに、本 県でも普及 してきてい るサッカー の本格

ラウ ブリ ッツ秋 田が さらな るステージ で活躍す ることを期待す る多くの

いる など、 全国 で広 く認知 されておりま す。こうし たことから 、昨年度

では 不可 欠な 品目と なっ ているほ か、大手外 食チェーン でも使用され て

回 の特 Ａを獲 得し 、品 質の高 さに加え、ロ ットの大き さから、量 販店等

本県 の「あ きた こま ち」は、 全国の銘柄 米の中で二 番目に多い 二十五

次に 、あきたこ まちの販売戦 略でござい ます。

取 引の形を、 ＪＡグル ープと検討 してまいり ます。

米で あっ ても、 農家 が一 定の所得 を確保し、安 定的に生産 できる新た な

上 で、 低コス ト化 につ ながる技 術や資材の フル活用に より、低価 格帯の

争を 招い ている 側面 もある ことから、 実需との 確実なパイプを 構築した

策 定し た秋田 米生 産・ 販売戦略 では、「あ きたこまち 」を中心に、 多彩

向けて力 を尽くしてい きたいと考 えておりま す。
次に 、農業政策 でございま す。

な品 種ラ インナ ップ で県 産米のシェア の拡大を 目指してお り、そのた め

現在 、県で は、 ＪＡ グループ と連携しな がら、食味を 重視した栽 培技

生産 数量目 標の 配分 廃止に 係る県の対応 でございま すが、多く の県で

体の 目安 の提示 にと どめ、 地域農業再 生協議会が主 体的に市町 村の目安

術 の普 及に向 け、 全県 三十八カ 所に実践圃 を設置し、 全体の品質 の底上

に は、 主力 品種で ある 「あき たこまち」 の一層のブラ ンド力向上 が必要

を 設定 できる よう 、必 要なサポ ートを行っ てまいりま した。その 結果、

げを 図る ととも に、 「プ レミアム ・ファイブ」 など、食味 と品質にこ だ

は 市町 村ご との生 産の 目安ま で設定しま したが、本県 では、生産 者が自

全て の市 町村で 目安 が設 定され、 その合計は県 全体の目安 とほぼ同水 準

わ った 高級 商品 づくり を推進 していると ころであり ます。近年 、各県か

である と認識して おります。

と なっ たと ころ であり 、生産 者や集荷業 者は、これ を参考に、 取引先と

ら 新品 種が続 々と 登場 し、産地 間競争が激化 しておりま すが、これ まで

らの 経営 判断 で生 産量 を決定する という政策 転換の趣旨 を踏まえ、 県全

の 調整 を経て 、今 年の 米の作付 面積を決定す るなど、需 要に応じた 生産

築き 上げ てきた ブラ ンド米 としての地 位を保て るよう、品 質向上の努力

を 重ね ながら 、マ ーケ ットの 動きに対応し 、家庭用か ら業務用に 至るま

への移行 に向け、一 定の役割を 果たしている ものと考え ております 。
一 方、 全国の 米の 消費 量が毎年 八万トン減少 する中、三 十年産米の 作

うし たこ とから 、取 引の 確実性を高め るため、 卸の先にあ る実需者ま で

を しっ かりと 見極 め、 確実に売 り切ってい くことが重要 であります 。こ

供給過 剰と なら ない よう、 ほとんどの農 家の米販売 を担うＪＡ 等が需要

担 い手 への 集積面 積が 全国ト ップレベル となるなど、 一定の成果 を上げ

や、 地域 に精通 した 相談 員による農地 のマッチ ング活動の 展開により 、

本 県で は、農 地中 間管理 機構が発足 して以来 、基盤整備事業 との連携

次に、農地バ ンク制度の 運用改善で ございま す。

で、き め細かな商 品提案を行 い、販売力の 強化を図っ てまいりま す。

明 確に し、 播種前 契約 や複数 年契約に取 り組むよう指 導している ところ

てお りま すが 、現 場では 様々な課 題を抱え、 スムーズに 進まないケ ース

付は 、本 県を 含む米 どこ ろの六県 が増産傾向 にあることか ら、県産米 が

であ り、 今後 とも 、市場 動向を精 級に分析し ながら、Ｊ Ａ等関係機 関と

があ るこ とも事 実で ありま す。農地の 売買や貸借を 行う場合は 、農地法

ま たは 経営基 盤強 化法 に基づい て権利設定 することが 原則であり 、農地

連携し、 需要に応じ た米づくりを 推進してま いります。
ま た、 概算金 を掲 げて集 荷すること は、高価 格帯米への 偏重や集荷 競
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台帳 や登 記事項 証明 書等で 、地番や面 積、権利 関係者等を確認 する必要

の 事業化に向け 取り組んで まいりたい と考えて おります。

も期 待で きるこ とか ら、県 としても、 ＪＲ東日 本と協力しなが ら、早期

秋田 県奥 羽・羽 越新 幹線整 備促進期成 同盟会につい ては、北海 道新幹

が ある ことか ら、 中間 管理事業 にあっても 、水田台帳 の情報だけ で権利
移動で きる制度に 緩和すること は難しいも のと考えて おります。
積 ・集 約化を 進め るこ とにして おり、今後は 、圃場整備 地区を中心 とし

査を 行う 可能性 があ ること を踏まえ、 両新幹線 のフル規格 での整備を目

今 後、 国にお いて 、基 本計画路 線を整備計画 路線に格上 げするため の調

線 の札幌延伸 により、 現在の整備 新幹線路線 の建設に一定 の目途がつ き、

た集 積に 加え、 出し 手や受 け手の要望 に応じた きめ細かな マッチングが

指 し、平成二 十八年九月に 設立したも のであり ます。

県 とし まし ては 、担 い手の経営 基盤の強化 に向け、引 き続き農地 の集

で きるよう、 サポート体制 を強化して まいりま す。

両新 幹線 の整 備は、 このた びの秋田新 幹線のトン ネル整備と は時間軸

が異 なるも ので あり 、三十 年以上先の将 来を見据え た国家的プ ロジェク

次に、 国際教養大 学の附属小 ・中学校の設 置でござい ます。
本県 の有す る優 れた 教育資源 を最大限活用 することは 、今後の移 住政

ト とし て、そ の実 現を 目指す決 意に変わり はなく、今 後とも長期的 視点

次 に、 秋田 新幹線 の「 新幹線」 という標記 につきまして は、御指摘 の

策 を進 める上 で重 要な 視点であ ると考えて おります。 県独自の教育 資源
ウ を、 県内 小・中 学校 の教育 現場に還元 する地域連携 ・貢献活動 を重点

とお り、 秋田 新幹 線は 全国新幹線 整備法にお ける「新幹 線」ではな く、

に立っ て、息の長い 取り組みを 粘り強く続 けてまいり ます。

的に 進め てお り、 こう した魅力的 かつ先進的 な取り組み を子育て世 代の

その 呼称 はＪＲ 東日 本等が 使用してい る通称ではご ざいますが 、運行開

の一 つで ある教 養大 では 、「英語で学 び、英語 で考える」 独自のノウ ハ

移住 希望 者に対 して 積極的 にアピール し、本県独自 の教育資源 を生かし

始 から 既に二 十年 以上 にわたっ て使用され 、特徴的な 車両デザイ ンと相

まっ て、 本県へ の主 要な 交通手段 として県内外 に幅広く定 着しており ま

た取 り組みを移 住政策にも つなげてい きたいと 思っております 。
御提 案の 附属小 ・中 学校の 設置につい て、複数の学 部・学科が なく、
属 させ る意義 や目 的、 あるいは 校舎の整備を はじめ、教 員や児童・ 生徒

こと から 、奥羽 ・羽 越両新 幹線の整備 促進に当 たっては、 秋田新幹線が

一 方で 、秋田 新幹 線とい う名称によ り誤解を招く ことも懸念 されます

す。

の確 保な ど、ハ ード ・ソフ ト両面の様 々な課題 をクリアす る必要があり

フ ル規 格とな って いな い点も 含め、その必 要性を丁寧 に説明して まいり

入 学定 員な どが 小規模 である 教養大では 、そもそも の義務教育 部門を附

ま す。 しかし なが ら、 教養大 への進学を目 指す優秀な 児童・生徒 が一定

次に、 交通 政策 関連 業務の所 管につきまし ては、平成 二十四年の 観光

ます。

から、 設置 につ いて は、義 務教育を担う 地元秋田市 の意向を十 分踏まえ

文 化ス ポーツ 部設 置の 際に、重 点施策であ る交流人口の 拡大を推進 する

程度 見込 まれ るとと もに 、本県へ の移住につ ながる可能性 も大きいこ と
な がら 、大学 法人 及び 県教育委 員会など関 係者間で協議 を行ってま いり

ため には 、移動 手段 の確 保と利便性向 上を図る ことが重要 であるとの 考

え 方に 立っ て、当 時の 建設交 通部から移 管したもので あり、これ まで、

たいと考 えておりま す。
最 後に、新幹 線の整備で ございます。

観光 分野 等と の一 体的な 取り組み により、交 流人口の拡 大に一定の 役割

国 にお いても 、鉄 道や航 空などの交 通政策と 観光分野は 総合的に取 り

を果たし てきたとこ ろであります 。

ＪＲ 束日 本よ り示 されまし た新たなト ンネルの整 備構想につ いては、
防災 面は もとよ り、 所要時 間が約七分 短縮され、秋 田・東京間 が最速で
三 時間 三十分 で結 ばれ るなど、 県民の利便 性向上や観 光誘客面で の効果
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空 各社 と連携 した 観光 誘客の推 進やインバ ウンド・ア ウトバウン ド対策

組ま れて きた経 緯が あるほ か、今後の 交流人口 の拡大に向け、 鉄道・航

康寿命 延ばすため に、知事の今 日の答弁は 自分として も納得して ますか。

り ます けれど も、 ちょ っといま いち弱いよ うな気がし ます。これ から健

とし て、 もっと こう 積極的 に連携して もらいた いと、そういう 思いがあ

実は、こ の中で地域の 健康づくり マスター、 今、

く、 それ が市 町村の 担当 の方との 連携、ある いは市町村 の首長さんも 含

お っし ゃった とお り、 誰かが 夢中になって 旗を振ると いうことだ けでな

健 康 推 進 員 は い ま す が 、 網 羅 的 と い う こ と で 、 人 数 は い ま す 。 た だ、

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

【 知事（佐竹 敬久君）】

の一 元的 な対応 など がま すます重 要になってく ることから 、引き続き 、

二点伺わ せていた だきます。 介護とスタジ

観 光文 化ス ポー ツ部 で所管し てまいるこ とにしたい と考えてお ります。
以上 でございま す。
●三十 一番 （工 藤嘉 範議員）
ア ムです。
まず介 護ですが、 知事は、今 私も質問の中 でお話しし ましたけれ ども、

た全 員が 、チ ーム のた めに、そし てチームが 一つとして 、チームと して

す ごく 印象 的です 。全 員が

うも のを バック アッ プする という、そ こまで掘り下 げてこれか らやろう

はな く、 より 深い 研修 であったり 、また、具 体的にその やり方、そ うい

あ るい はそ れを刺 激す る方を 選んで、そ の方々に、こ ういう呼称 だけで

めて たきつ ける とい う、そ ういう現場と その政策転 換、これが お互いに

機能 した 、チー ムと してと 、「チーム として」とい う言葉を全 員が使っ

と いう ことで す。 検討 会の段階 で私からも 、もう少し 細かく入っ て、こ

ワー ルドカ ップ のサ ッカー の日本の戦い です。この 間のセネガ ルとの第

てい ました。や っぱり今回 の介護、健 康寿命、 全県の市町村を 網羅して 、

のマ スタ ーとい う新 しい 制度、来 年から始めた いと思いま す。そうい う

刺 激し 合うこ とが 必要 だと思い ます。そう いうことで 、今、健康推 進員

知事 が先 ほどや って いく という、 まあ前向きな 答弁はいた だいたと思 っ

こ とも 含め て、 市町村 の長さ んで大分差 もございま すが、一般 的には市

二 戦、 二対二 、引 き分 けで追い つきました ね。たくま しくなったと 思い

て いま すが 、や はり余 りにも 抽象的だと いう印象を 私は受けて います。

町 村の 長さん も、 大分 そういう 意識も持って いますので 、これをこ れか

はいっ ぱいいますが 、やはり地 域ごと、あ るいは職場 ごとに、旗振 り役、

先 般、 県政協 議会 の折 に、地域 コミュニティ ーというか 地域の話を する

らも いろ いろな 場で 繰り返 し、より深 めるよう なですね、 これも結局、

ますけ れども、その 試合の後で 各選手がイ ンタビュー に答えていた 姿が、

に、 知事 、我々 会派 の説明 で、もっと 細やかに 地域に入っ ていかないと

最 終的 に介護 保険 料の 低減、 あるいは持ち 出しの低減 につながり ますの

イ ンタビュー を受け

い けな いとい うよ うな お話を されましたね 。私、今回 この介護に 取り組

で、 そう いう 意識を 持っ て、県民 運動と具体 的実践に結び つけていき た

試合に出 た全員

む形 とい うの は、や っぱ り同じだ と思うんで すよ。今日の 答弁で、知 事

私 の求めてい たことと同じ で、同感だ とい

いと思います 。
●三 十一 番（ 工藤嘉 範議 員）

は、あ りが たい こと に、制 度上これをと めることは できないし 、非常に
こ のま まだと 困難 だと 、制度を 運営してい くのに。だか ら、県とし ては

う感 じが しまし た。 ぜひ それを県と市 町村のチ ーム力で頑 張ってもら い

それ から 、ス タジ アムの件 ですけれど も、スタジ アムも同じ で、今日

積極 的に 支援を して いく 、そういうこ とを協力 していく、 連携してい く
とど う具 体的 にや ってい くかとい う、その全 県のチーム 、あるいは 県の

は非 常に 前向き な答 弁をい ただいたと 思っています 。ただ、こ の一連の

た いと思いま す。

その 幹部 、健康 福祉 の幹部 の方々がど うやって市町 村に入って いくかと

今 回の 六月の 末、 今月 末の申請 の経緯を見 ていきます と、知事の 若い人

と いう その 言葉は 並び ますが 、じゃ、健 康寿命を延ば すために各 市町村

い うそ の具体 策が いま いちまだ 見えないと 思うんです ね。やはり チーム
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つく らいあ って もい いので はないかとい う思いで前 に進んでも らいたい

は分 かり ませ んが、 皆さ んが佐竹 知事の思い を、スタジ アムはやはり 一

メ ンバ ーなの か、 ある いはコ ーチ・スタッ フなのか、 その辺はど ちらか

チー ム佐 竹、秋 田佐 竹のそ のチーム一 員として 、皆さんは 正レギュラー

を具 現化という か実現するた め、そちら にいらっし ゃる県の幹 部の方々、

ら いた いと いう 思い は、よく わかります 。そのこと をやはり知 事の思い

ても よい もので はな いか と、その ためには県民 の理解をも っと深めて も

し 、県 として 、あ るい は秋田市 として、行 政として、 スタジアム はあっ

たち の思 いを実 現さ せたい という思い と問題は 私も理解してま す。しか

●議長 （鶴田有司 議員）

いきたい と思います。

いい とい うよ りも、 ある べきもの だという、 そういうス タンスで進ん で

挙 のと きから 言っ てい ます。 これからもそ ういうふう な、まああ っても

含め て、 私は最 低限 一カ所 でもいいも のがある べきという ことは常々選

設 があ れば、 これ がま た盛り上 がるんですね 。ですから そういう意 味も

な いで す。 全国 でビ リだと言 われてます が、そうい うシンボリ ックな施

ルと して 、これ がで きる ことによ って、今、秋 田の競技人 口は非常に 少

で も立 派な、 立派 かど うか別に して、しっ かりしたも のをひとつ シンボ

もう 一つ 、先ほ ど言 ったと おり、今の サッカー の状況を見ます と、最低

以上で 本日の日程は 全部終了し ました。

三 十一番工藤議 員の質問は 終わりまし た。

わけです。そうすると、今回のＪリーグの申請に対しても、ブラウブ
リッ ツ秋 田がい ろい ろな ことをやって いきたい んだと、Ｊ リーグに申 請

本 日は、これ をもって散 会いたします 。
午後二時 三十分散会

す ると いう 後押し をも うちょ っとこう真 剣にというか 、温かいま なざし
とい うか 、温 かい 対応 をしてもら えれば私は ありがたい なと思って いま
す。 やは り人事 です から、 行政ですか ら、担当もか わります。 よく今の
状 況の 理解が 深ま って いないと いう部分は おのおのあ るかもしれ ません
が、 しか し、そ れは 行政 マンとし て行政の継続 の中でこの 仕事を受け 継
い でい るわ けで すから 、スタ ジアムの整 備について も、やはり ブラウブ
リ ッツ 秋田、 申請 者と 、あるい は市と連携し ながら、理 解を深めて どん
どん 協力 してい くと いうの が私は行政 のスタン スだと思い ます。チーム
佐 竹の 一員と して の責 務だと 思いますけれ ども、その 辺のチーム 一丸と
なっ てと いう ことに つい ての認識 を知事から 最後にお聞か せください 。
今回Ｊリ ーグへの申 請に関して、 チームとは 十分

【知事（佐竹 敬久君）】
●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

連携 をと って、 いず れ六 月末に、県と 市の方か ら文書を出 すというこ と
で 、打 ち合 わせを して おり、 これは今の 暫定の八橋プ ラス新しい 競技場
を将 来的 につ くる という 、ある程 度、まあ確 約ではござ いませんが 、そ
の方 向性 をしっ かり 書いた ものです。 そういう意味 からすると 、協力関
係 でや ってお りま す。 いずれチ ームとは連 携とってい ますので、 ただ、
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