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警

これより本日 の会議を 開きます。

報

告

（ 朗読省略）

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

長

すので、 朗読を省略 いたします。
議

一 、六 月二 十七日 、知 事から秋 田の農林水 産業と農山 漁村を元気 づける条

例に 基づく報告 があり、同日 、各議員に 配付した。

一、六 月二 十七 日、 知事から 秋田県民の 読書活動 の推進に関 する条例に基

づ く報告があ り、同日、各 議員に配付 した。

一、六月 二十七日、 知事から秋 田県がん対策 推進条例に 基づく報告 があり、
同日、各 議員に配付し た。

一、 六月 二十 七日、 知事 から秋田 県林内路網 の整備の促 進に関する条 例に

基づく 報告があり、 同日、各議 員に配付し た。

登載省 略

登 載省略

一 、六 月二 十七日 、知 事から秋 田県歯と口 腔の健康づく り推進条例 に基づ

く報告 があり、同 日、各議員 に配付した 。

秋田の 農林水産業 と農山漁村 を元気づ ける条
例に基づ く報告書

秋田県 民の読書活 動の推進に関 する条例に 基
づく報告書
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秋田 県がん対策推 進条例に基 づく報告 書
秋田 県林内路 網の整備の 促進に関す る条例に
基づく 報告書

登 載省略
登載省略

登 載省略

日 程第一、一般 質問を行い ます。

秋田 県歯と口 腔の健康づくり 推進条例 に基づ
く報告書
●議長 （鶴田有司 議員）

本日 は、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
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、八 番佐藤議

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長 （鶴 田有司 議員 ）
員の 発言を許し ます。
おは ようござい ます。自由 民主党の佐 藤信喜で

【八番（ 佐藤信喜議 員）登壇】（ 拍手）
● 八番 （佐 藤信喜 議員 ）
ござ います。
はじ めに、 後援 会の 皆様はじ め地域の皆 様には、日 ごろから大 変お世
話 にな ってお りま すこ とを、 この場をお借 りして厚く お礼を申し 上げま
すと とも に、 このた び一 般質問の 機会を与え ていただきま した先輩、 同

クリ ング 環境の 整備 など、 市町村を越 えた広域 交流を推進する ことで地

域 が盛 り上が り、 経済 が活性化 していくも のであると 信じ、観光 振興に

つい ては 様々な 質問 をし てまいり ました。先般 、朝のテレ ビ番組で、 外

国人に人気の本県の観光スポットとして、エリアなかいちに今年オー

プ ンし たばか りの 秋田 犬ステー ション、男鹿 市のなまは げ館と男鹿 真山

伝承 館、 角館の 城下 町、八 幡平にある ドラゴン アイなどが 紹介されまし

た 。こ のたび の特 集は 、知事 を先頭とした 、インバウ ンドをター ゲット

とし た観 光地 づくり の成 果により 、本県の国 内外におけ る知名度や競 争

力が 確実に 向上 して きた証 左であると感 じておりま す。特に秋 田犬につ

い ては 、ロシ アの ウラ ジミール ・プーチン 大統領に贈 呈された「ユ メ」

に続 き、 平昌冬 季五 輪の フィギュアス ケート女 子シングル で金メダル に

輝 い た ア リ ー ナ ・ ザ ギ ト ワ 選 手 に 秋 田 犬 「 マ サ ル 」 が 贈 ら れ ま し た。

「秋 田」 の名 を冠 した 最強のコン テンツ「秋 田犬」が世 界的なブー ムと

なっ てい ること を、 大変う れしく思っ ております。 県内では、 秋田犬に

触れ合えるスポットが拡大してきており、エリアなかいちの秋田犬ス

テー ショ ンのほ か、 大館 駅のそば にある秋田犬 ふれあい処 、ふるさわ 温

泉 、日 景温 泉、 ロイヤ ルホテ ル大館、大 館能代空港 、阿仁スキ ー場、道

の 駅ひ ないな どで 、秋 田犬に触 れ合うことが できます。 この秋田犬 との

触れ 合い の取り 組み は、今 後もスポッ トを拡大 することに より、外国人

観 光客等の本 県来訪の大き な動機につ ながるも のと考えて おります。

さて 、七 月一 日には 男鹿市 の「道の駅 おが」が新 規オープンを 、同月

これまで、東北観光復興交付金を活用した大館、角館、函館の「３

一 点目は、秋 田犬の活用 についてであ ります。

はじめに、 観光振興 についてお 伺いします 。

それ では、通告 に従いまし て一般質問を 始めさせて いただきま す。

能の 強化 」と「 ネッ トワー ク化」を重 視し、「道の 駅」自体が 観光の目

を生 かし た様 々な 取り組 みがなさ れており、 これからは 「地域の拠 点機

た が、 近年 は、農 業・ 観光・ 福祉・防災 ・文化など、 地域の個性 、魅力

ムペ ージ では、 「道 の駅 は通過する道 路利用者 へのサービ スが中心で し

た つい 」が移 転オ ープ ンを迎え ようとして おります。国 土交通省の ホー

十五日 には 「重 点道 の駅」 にも選定され た能代市二 ツ井町の「 道の駅ふ

Ｄ」の取 り組みや、 仙北市の田沢 湖や角館の 城下町、男 鹿市のなま はげ、

的 地と なるよ う育 てて いきます 。」と記載 されており ます。そこ で提案

僚の議員の皆 様には、 心から感謝 を申し上げ る次第であ ります。

男 鹿半 島、大 館市 の秋 田犬など を活用した 三市の重要 観光拠点化 、サイ
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です が、 昨今の 空前 の秋田 犬ブームに あやかり 、県内の道の駅 や観光拠

横を通過していくことが多いのではないでしょうか。後でその情報を

そ んな 両者の 損失 を最小 限とするた め、インバウ ンドの受け 入れ態勢

知 った 観光客 は、 「知 っていれ ば寄れたの に」という 思いを持つ でしょ

併 せて 、道の 駅本 来の交 流・ネット ワーク機能を 生かして、 その道の

強化 も兼 ねて、 各地 域の観 光情報の発 信に特化 したスポッ ト的なローカ

点 など で秋田 犬を 飼育 ・展示す ることで、 道の駅を観 光の拠点と してだ

駅で 飼育 する秋 田犬 の「手 形スタンプ 」などを 活用したス タンプラリー

ル ラジ オ局の 開設 や、 ＧＰＳ とスマートフ ォンの連携 による地域 情報の

うし 、地 域とし ても 、そ の機会損 失の積み上げ は大きな観 光収入減に つ

を 実施 すれば 、容 易に 観光資 源としての「 秋田犬ネッ トワーク」 を構築

多言 語観 光音 声ガイ ドを 整備して はいかがで しょうか。 技術的に乗り 越

けで はな く、秋 田犬 の保 存の場と してネットワ ーク化を図 ってはいか が

する こと が可 能です し、 「動物に 優しい秋田 」を全世界 に発信するこ と

えな ければ なら ない 課題や 可能性、他地 域の類似の 取り組みな どを踏ま

な がっている ことが考 えられます 。

がで きます 。国 との 協議や 秋田犬のスト レスの問題 など、実現 に向けて

え て、 地域ス ポッ ト型 の情報発 信の取り組 みの推進に ついて、知事 の御

で しょうか。

の ハー ドルは 低く はな いと思い ます。しか し、注目し てほしいのは 、こ

所見を お伺いします 。

はじ めに、 世界 遺産 登録を目 指す「北海 道・北東北の 縄文遺跡群 」に

伺いま す。

三 点目 に、 自然・ 文化 遺産を核 とした県北 エリアの観光 振興につい て

の「 道の 駅・秋 田犬 ネッ トワーク」は 、素材の よさを引き 出す万能調 味
料 のよ うな 役割が 可能 だとい うことであ ります。仮に ネットワー クが構
築されれば、全県のあらゆる観光資源との相乗効果で、その観光周遊
ルー トの 質や観 光客 の満足 度を、これ までより少し だけ引き上 げること

先日 、ユ ネスコ 世界 自然遺 産に登録さ れている白神 山地の麓、 藤里町

つい て伺います 。

似で きな い、秋 田だ けの 多目的な 観光商品づく りが可能に なると思い ま

に て「 あき た白 神まつ り」が 開催され、 私も参加し てまいりま した。天

が でき ます。 また 、長 期的な視 点では、多 層的で他の 地域には絶 対に真
す 。道 の駅 と秋 田犬の コラボ レーション による観光 ・保存の拠 点づくり

候 に恵 まれた 当日 は、 延べ八百 人の来場者が 訪れ、ステ ージのアト ラク

企業 版ふ るさ と納税 を活 用した本 事業で地域 の皆様ととも に祝うこと が

変 な盛り上が りでした。世 界自然遺産 登録から 二十五周年 の記念の年を 、

ショ ンや 体験型 イベ ント、 屋台で出さ れる地域 の食を堪能 しており、大

の可 能性につい て、知事の御 所見をお伺 いします。
二点 目とし ては 、地 域スポッ ト型の情報 発信の可能 性について お伺い
し ます。
それぞ れの観光地 には、最も いい時期や、 その時期な らではの食 など、

は、 他の 地域 から 車で移 動してき た方だと思 います。そ の方々が情 報源

デ ィア を通 して入 手す ること が可能です が、道の駅を 利用する方 の大半

うな情報は、エリア限定のガイドブックや新聞、テレビなどの地元メ

よ うな 、秘め られ た観 光コンテ ンツがたく さんあると思 います。そ のよ

能代 山本 管内一 市三 町によ るＤＭＯの 設立を模索し ており、本 県側にお

がら 大き く水 をあ けられ ていると 感じていま す。ただ、 遅ればせな がら

森 側の 観光 資源に 対す る国内 外の認知が 高く、誘客に ついても、 残念な

です が、 そこの 観光 資源 を巡っては、 青池や暗 門の滝をは じめとする 青

い わゆ る「白 神地 域」と いうのは、 秋田と青 森の県境一帯を 指すもの

できたことを 、大変う れしく思っ ております 。

とす る一 般的な ガイ ドブッ クやウェブ 情報では、そ の地域の旬 なお勧め

い ても 、広域 観光 で地 域活性化 に本腰を入 れようとい う機運が高 まって

季節や タイ ミン グに よって は他の地域よ りも飛び抜 けて競争力 を持てる

め 情報 や観光 コン テン ツに触れ ることがな いまま、よ くわからず にその
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域に は、ま だ伸 びし ろのあ る潜在的な観 光資源が数 多く散在し ていると

によ る誘 客が 年々伸 びて いる森吉 山など、自 然・文化に おいて、県北 地

プ ンや ドラゴ ンア イで 注目さ れる十和田八 幡平国立公 園、インバ ウンド

いま す。 さらに 視野 を広げ 、県北地域 を見渡す と、道の駅 おおゆのオー

地 域を 取り巻 くソ フト ・ハード 双方のインフ ラが着実に 整備されて きて

ツ 井線 のバ イパ ス化 による白 神山地への アクセス道 路の整備な ど、白神

空港 を起 点とし た東 西の 高速道路 の延伸、順調 に進捗して いる西目屋 二

界 的な ブーム や、 道の 駅ふたつ いのリニュ ーアル、さ らには、大 館能代

いる よう に感じ てお ります 。また、昨 今は、先 に申し上げた秋 田犬の世

人々にとっての「ｊｏｍｏｎ」とは、我々が「マヤ」や「インカ」と

「ジャポニズム二〇一八」において、縄文展が開催されます。世界の

リで、日仏友好百六十周年を記念して行う両政府主催の複合イベント

文 特別 展」が 開催 され ます。 その後二カ月 間、ユネス コの本部が あるパ

二カ 月間 、東京 国立 博物館 で、日本で 六件しか ない国宝が 集結した「縄

ト 文明 やメソ ポタ ミア 文明と同 じような意味 を持ちます 。来月三日 から

「 ｊｏ ｍｏ ｎ」 と標 記され、 固有に発祥 した古代文 明としては 、エジプ

に発祥した文化であることを御存じでしょうか。欧米ではローマ字で

せ ん。 縄文文 化は 、一 万五千年 前に、どこ の影響も受 けず、日本 で固有

しても、この観光資源を国内外に知ってもらわなければ意味がありま

思 いをはせ、 ロマンを かき立てられる 対象なの です。

いっ た古 代文明 の名 前を 聞いたときに 感じるよ うな、人類 の長い歴史 に

感じ ております 。
その 中でも 、特 に私 がその 動向に注目し ているのは 、世界遺産 登録申
請 を目 指す 「北海 道・ 北東北 の縄文遺跡 群」でありま す。「北海 道・北

し た白 神山地 に再 度ス ポットラ イトが当たり 、白神山地 が新鮮さを 取り

相 乗効 果は 、論 を待た ないと 思います。 また、登録 から二十五 年を経過

地域 とな るから です 。二 つの世界 遺産によるイ ンバウンド 誘客におけ る

で 唯一 、「世 界自 然遺 産」と「 世界文化遺 産」を一つ のエリアに 有する

仮に 縄文 遺跡群 が世 界遺産 登録された とすると、本 県と青森県 は、日本

と捉える 向きもあり ますが、そ れらの持つ歴 史的価値は 等しいもの です。

さ れ、 そのス ケー ルの 違いから 、ともすると 歴史マニア 向けの観光 資源

秋 田市 の伊 勢堂 岱遺跡 などの 縄文遺跡群 は、青森の 三内丸山遺 跡と比較

ド誘 客に 活用す る方 策を 検討して います。鹿角 市の大湯環 状列石や、 北

れ るか どうか にか かわ らず、こ の観光資源 に価値を見 出し、イン バウン

画政 策部 の直下 に世 界文化 遺産登録推 進室を創設し 、世界遺産 に登録さ

北海 道で は、 文化 振興課 内に縄文世界 遺産推進室 が、青森県 では、企

戻す こと も、本 県観 光の多 様化にとっ てプラス になると考 えます。そこ

一方で、北海道や青森は、縄文遺跡群を保護しつつも、観光のキラー

東北の 縄文遺跡群 」の世界文 化遺産登録 について、 私が熱望する 理由は、

で 、ま ずは「 北海 道・ 北東北 の縄文遺跡群 」の世界文 化遺産登録 の前提

コン テン ツと しての 磨き 上げを図 っており、 仮に縄文遺跡 群が登録さ れ

が 容易 な青森 側に 観光 客が向か う可能性が 高く、本県の 縄文遺跡群 が競

とな る、 今年 度の国 内推 薦に向け た進捗状況 について、教 育長にお伺 い
併 せて 、かね てよ り「北 海道・北東 北の縄文 遺跡群」の中核 をなす、

争力 を持 つには 、効 果的 な戦略と入念 な事前準 備が必要で あると感じ て

た場合 、そ れか ら動 いたの では、共通の 資源を有し ていながら アクセス

大湯 環状 列石の 敷地 内を 横切る県道に ついて、 その移設が 世界遺産登 録

お ります。約 一万年前 の世界的な温暖 化によっ て、北東北 の自然環境 は、

します。

の 課題 とな ってお りま したが 、その対応 について、ま た、今年度 内の国

ます 。そ の結果 、生 物多様 性に優れた ブナ林が人間 の活動領域 の近くま

針葉 樹林 から 落葉 広葉樹 林（北方 ブナ帯）へ と変化した と言われて おり

次に 、世界 遺産 を活 用した県 北エリアの 観光振興につ いて伺いま す。

で 広が り、ク リ・ クル ミなどを 食料として 利用する環 境が生まれ 、北海

内推薦 に向けた意 気込みにつ いて、知事 にお伺いしま す。
仮 に「 北海道 ・北 東北の 縄文遺跡群 」が世界 文化遺産に 登録された と
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道・ 北東 北の縄 文文 化が花 開いたとの ことです 。二十五年前に 世界自然

金 融機 関等か らの 融資 の残額に ついて、県 と市町村が 補助すると いった

しょうか 。例えば、 地域再生のた めに大規模 なハード整 備が必要な 場合、

い う考 えも ある かと 思います が、例えば 、それらが かつては本 県を代表

遺 産と なった 白神 山地 のブナ林 と縄文遺跡 群は、密接 不可分につ ながり
県北エリアが有する、この世界的にも例を見ない自然・文化資源を

し 、地 域を支 える 観光 コンテン ツであった場 合、観光振 興の観点か らも

支援 が考 えられ ると 思い ます。地 域振興は、一 義的には市 町村の役割 と

イ ンバ ウンド 誘客 に活 用しない 手はありませ ん。白神山 地と縄文遺 跡群

県の かか わりは 重要 である と考えます 。地域振 興に係る支 援のあり方に

合って います。

を活 用し た、ク ルー ズ船や ＦＩＴ、ま た、国内 外の富裕層 や登山愛好者

つ いて、知事 の御所見をお 伺いします 。

てい ると しても 虫食 い状 態で、商店街 自体が先 細りになっ ている地域 が

販 売の 隆盛に より 経営 が悪化し 、商店街そ のものが消 滅したり、存 続し

かつ て地域 ごと にあ った商店 街も、大規模 店の進出や インターネ ット

二点目 に、買い物 難民対策に ついて伺いま す。

な どを ターゲ ット とす る県北 エリアの観光 振興につい て、知事の 御所見
をお伺 いします。
次に、地域 の再生につい てお伺いし ます。
一 点目 は、地 域に 根差し た商店街や 温泉街の 再生など、 地域の振興に
係る支 援についてお 伺いします 。

助 成金 メニュ ーな どは ありま すが、ここま で行き詰ま ってしまっ た地域

など には 、住民 との 会合や 地域活性化 イベント の開催など に活用できる

陥 って おり、 現状 では 有効な打 開策は見出せ ておりませ ん。県や市 町村

の見込みが立たない状況では投資ができないという負のスパイラルに

泉と いう 地域資 源を 活用 し、地域 の再生を願う 方々もおり ますが、来 客

数 少な い飲食 店に しか 訪れるこ とができな い状況に陥 っておりま す。温

閉店する 飲食店が増 加しました。 現在では、 運転代行業 者もいなく なり、

平成 二十 四年 に大 型温 泉ホテルが 廃業し、温 泉街全体の 活力が失わ れ、

いて 複数 の選 択肢を 用意 しておく 必要がある と感じており ます。特に 、

き てい ますが 、買 い物 難民を 抱える地域の 状況は多様 であり、対 応につ

市な どで 実施さ れて いるオ ンデマンド 交通など 、参考とな る事例も出て

県 内で は、五 城目 町な どで開設 されているお 互いさまス ーパーや、 能代

し ましたが、 現在の状 況では採算 が合わず、出 店は困難と のことでし た。

上で 必要 不可欠 であ りま す。近隣 のスーパーの 当該地区へ の出店も相 談

高 齢者 や交通 弱者 にと って、歩いて 行ける身 近な商店は 、生活を営 む

住民はコ ンビニ弁当 で生活するな ど、非常に 困っている ようであり ます。

多い 森岳 地区 にお いて 、生鮮食品 を取り扱う スーパーが 店を閉め、 地域

多 くな って きまし た。 三種町 でも、今年 に入って、比 較的人口や 世帯が

では 、砂 漠に 水をま くよ うな状況 であります 。地域活力の 低下には、 地

高齢化 が進 んだ 地域 では、 地域の生活を 支える商店 の閉店が予 期しない

私 の地元三種 町には、か つて温泉街と して栄えた 森岳地区が あります 。

域ごと の事 情が あり 、その 原因や結果も 様々です。 一方で、資 金的な課

い 物難 民と なる可 能性 も出て きます。基 本的には、地 域の課題は 地域で

タ イミ ングで 発生 する 事例をた びたび耳に しており、そ の場合、お 互い

こ のよ うな 現状を 打開 するため にも、県民 サイドのリス クが低い比 較

解決 する こと が原 則です が、この ような急場 をしのいで 、地域住民 が結

題 は解 決でき ない まで も、もう 一度地域を 再生したいと いう強い思 いを

的小規 模な支援か ら、県民と 自治体の双 方が相応のリ スクを担い つつも、

束し て、 再度踏 ん張 るため の時間的猶 予を確保する 場合、限定 的な条件

さま スー パーや オン デマ ンド交通導入 の暇もな く、多くの 地域住民が 買

県民 の方 々の活 動を 力強く 後押しする 大胆な支援ま で、状況に 応じて使

や期間のもとで移動販売事業者へ支援を行うようなことも、セーフ

持つ地域 の熱心な民 間団体は、 どこにでも 一定程度は 存在します。

い 分け ること ので きる 支援メニ ューを整え ておくこと が必要では ないで
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果 によ ると、 本県 の人 口は、二 〇一五年の百 二万三千百 十九人が、 二〇

三 月に 公表 され た国 立社会保障 ・人口問題 研究所によ る人口推計 の結

次に、 県内産業の 担い手確保対 策について お伺いしま す。

の解消を挙げる学校が多くあったとのことです。県内企業による「届

あ り、 今後の 課題 とし て、県内 企業に関する 保護者の理 解や認識の 不足

す る業 種・ 職種 」が 限られて いること、 首都圏等と の「賃金」 の格差で

教師 が県 内就職 を勧 める 上で難し い理由の上位 二つは、県 内では「希 望

学校 は十 六校で 全体 の四割 、特に数値 目標を設 定しているのは 全体の四

四五 年に は六十 万一 千六百 四十九人と 約六割に 減少すると 推計されてお

く 」ま たは「 響く 」求 人情報 の発信や、保 護者の県内 企業に関す る理解

ティーネ ットの観点 からは必要な ことと考え ますが、い かがでしょ うか。

り ます 。また 、そ のう ちの生 産年齢人口に ついては、 五十七万五 百二人

の深 化や 認識 不足の 解消 は、かね てから本議 会において もたびたび議 論

分 の一 の十校 であ りま した。ま た、生徒が 県外を志望 する理由、 また、

から 二十 五万 五千九 百三 十二人に なるとのこ とでありま す。現在でも 、

され てきた 課題 であ り、県 としても重点 的に取り組 んできた歴 史がある

買 い物難民対策 のあり方に ついて、知 事の御ご 所見をお伺いし ます。

農林 水産業 はじ め介 護・福 祉・医療、建 設の現場な ど、あらゆ る分野で

と思 いますが、 なかなか成 果に結びつい ていない印 象です。

知事 は、昨 年度 、人 口減少 対策に特化し 、中でも、 高卒者の県 内就職

労 働力 の担い 手不 足が 顕著とな っておりま す。先月に 発表された本 県の
有効 求人 倍率は 、一 ・六 倍となり、過 去最高を 更新しただ けでなく、 一

に進む労 働力不足に ついて、知事 はどのよう な認識をお 持ちでしょ うか。

この よう な想 像を 上回る ペースで進行 する人口減 少、それに 伴い急速

これ までより戦 略的で、成 果に指向し た設計と なっているのか 。併せて 、

施策 は、 従来の 施策 とどう 異なるのか 。具体的には 、どのよう な部分が

あき た未 来創 造部 が打 ち出してい る、高校生 の県内就職 率向上に関 する

を 社会 減対 策のか なめ として 掲げる新部 を肝いりで設 置いたしま した。

また 、第三期ふ るさと秋田 元気創造プ ランで、 どのような戦略 に基づき 、

施策の 実現に向け て高校や企業 側にはどの ようなこと を求めてい くのか、

七 年十カ月ぶ りに全国 平均を上回りま した。

急速な 人口減少下 における労働 力不足の解 消に取り組 んでいかれ るのか、

従 来の 事業 の課 題等も 踏まえ 、知事の御 所見をお伺 いします。 また、県
見も併せ てお伺いし ます。

教 委や 高校側 での 取り 組み状況 や今後の方向 性について 、教育長の 御所

改 めて知事の 御所見を お伺いしま す。
次 に、 人口減 少対 策のか なめという べき、高校生 の県内就職 の促進に
ついてお 伺いします 。

就職 者数 の六 割強 、高卒 者全体の 約二割とな っておりま す。続いて 、学

く 三割 の二 千四百 二十 五名、 中でも県内 就職は一千六 百二十三名 で、全

学校 は一 千五百 二十 三名 と、全体の約 二割を占 め、就職者 はこれらを 除

ち 、大 学・短 大進 学者 は三千七 百七十八で 、全体の約半 数、同様に 専修

八千百 四十 八人 で、 前年度 より二百二十 七人減少し ております 。そのう

平成 三十 年度 の本県 高卒 者の進路 状況ですが 、全日制を卒 業した生徒 は

力の 受け 入れが でき ないか という話が 聞かれるよう になってま いりまし

家や 漁師 、建 設業 の方か ら、外国 人技能実習 制度を活用 した外国人 労働

な かな か結 びつい てい ない状 況にあると 感じておりま す。現場で は、農

質問 して まいり まし たが 、地元の声を 聞く限り 、労働力不 足の解消に は

不 足に 係る解 決の 糸口 になるの ではないか と考え、これ までもたび たび

におい ても 、白 神ね ぎの園 芸メガ団地を はじめとす る農業や漁 業の人材

労働 力の 確保 という 課題に ついては、 私の選挙区 である能代山 本管内

次 に、外国人 労働力の確保 についてお 伺いします 。

校の 進路 指導現 場の 状況を 見てみます と、平成二十 九年九月に 公表され

た 。こ の制度 は、 実習 実施者が 直接、海外 の現地法人 などから職 員を受

高 校生の県内 就職の促進で すが、まず は生徒数か ら現状を見 てみます。

た 県内 高校へ の就 職実 態調査で は、県内就 職に関して 目標・指針 のある
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ついてお 伺いします 。

消 に向 けた本 県の 各施 策と外国 人技能実習制 度との連携 に係る考え 方に

ま ず、 この 制度 の本 県での活用 状況につい て、また、 労働力不足 の解

り、 制度 の活用 のた めの 窓口は外 国人技能実習 機構となっ ております 。

技 能実 習生を 受け 入れ 、傘下の 実習実施者 で実習を行 う団体監理 型があ

け入 れる 企業単 独型 と、商 工団体など の非営利 団体が監理団体 となって

ると ころ であり ます 。一方 、秋田犬の 県内飼育 頭数は減少 しており、展

の 展示 が行わ れ、 徐々 にではあ りますが、触 れ合いの場 が増えてき てい

あ い処 」が 開設 され たほか、 大館市の「 道の駅ひな い」などで も秋田犬

アな かい ちの「 秋田 犬ス テーショ ン」や千秋公 園の「秋田 犬どころふ れ

て おり ました が、 保存 会や会員 である飼い 主の協力に より、新た にエリ

これ まで、 県内 に秋 田犬と触 れ合える場 所が少ない ことが課題に なっ

示 場所 を増や す上 で大 きな課 題となってお ります。ま た、犬の展 示に際

犬 がス トレス によ り体 調不良に なるなど、 懸念も生じ てきておりま す。

ま た、 経営体 など が制 度を活用 するに当たり 、本県の実 情にそぐわ な

加 えて 、小規 模な 経営体 が多い本県 の現状を 鑑みると、 当該制度の活

こう した課 題に 適切 に対応 していくため 、今年度、 保存会をは じめと

して 常駐 が義 務づけ られ ておりま す動物取扱 責任者の中 で、秋田犬に 対

用促 進の ために は監 理団 体の育成が第 一と考え ます。ＪＡ や漁協、商 工

し た関 係者 による ネッ トワー ク会議を開 催し、観光拠 点施設等に おける

い使 いに くい 部分が ある としたら 、国へ改善 を促してい く必要があり ま

会 、建 設業 協会な ど、 監理団 体になり得 る団体への理 解促進につ いて、

展示 や情 報共 有の あり 方を改めて 検討すると ともに、そ うした議論 を十

応で きる人 材が 不足 してい るほか、予想 を超える人 気ゆえに、 展示した

例え ば、 これ らの 団体 に対し、県 と外国人技 能実習機構 とが合同で 説明

分踏 まえ ながら 、道 の駅を はじめとす る施設への秋 田犬の展示 を促進し

す。その ような課題が ありました ら、併せて お答え願い ます。

会を 実施 すると いっ た、連 携した取り 組みを行って いく考えは ないもの

てま いります。

て 、御 提案の 旅行 者の 視点に立 ったタイムリ ーできめ細 かな観光情 報の

観 光地 の地 域間 競争が 激化し、 多くの観光 情報が発信 される中に あっ

次に、 地域スポッ ト型の情報発 信でござい ます。

でし ょうか。知 事の御所見 をお伺いい たします 。

県当 局の答弁を 求めます。

これ で私 の一般 質問 を終了 いたします 。御清聴あり がとうござ いまし
た 。（拍手）
●議長 （鶴田有司 議員）

提供は、重要な取り組みであると考えております。本県では、ガイド

ブ ック やウェ ブサ イト のほか 、フェイスブ ックやイン スタグラム などＳ

そのうちの秋田犬の活用でございますが、県では、秋田犬をキラー

まず、観光振 興でござい ます。

語、 タイ 語で提 供し てお ります。今後 さらに、 「アキタノ ナビ」のプ ッ

光 情報 や目的 地ま での アクセス 情報等を、 日本語、英語 、中国語、 韓国

ノナビ 」を リリ ース し、旅 行者に対して 、ＧＰＳ機 能を活用し た周辺観

おはよ うございます 。佐藤信喜 議員の一般 質問に

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐竹 敬久 君）

コン テン ツとし て展 開し ている様々な 誘客プロ モーション において、 犬

シ ュ通 知機 能等を 活用 し、旅 行者が訪問 先で耳よりな 情報をタイ ムリー

ＮＳ での 情報 発信に 加え 、昨年三 月にはスマ ートフォンア プリ「アキ タ

種 の保 存な どを目 的に 活動し ております 秋田犬保存会 の全面的な 協力の

に得 られ ます よう 改良を 加えると ともに、飛 躍的に進化 するＩＣＴ の活

お答え 申し上げま す。

もと 、Ｐ Ｒポ スタ ーやパ ンフレッ ト、イベン ト等で登場 する秋田犬 に全

用を意識 しながら、 新たな情報発 信の手法に ついて研究 してまいり ます。

次 に、 県北エ リア の観光 振興につい て、世界 遺産登録に 係る課題で ご

て正 式登 録され た犬 を起用 するなど、 名実ともに本 県が「秋田 犬の里」
であ ることをア ピールして おります。
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大 湯環 状列石 を通 る県 道については 、取り組 みの当初の 段階から文 化

広く 情報 発信を 行う とと もに、旅 行エージェン トやメディ アに積極的 に

後 は、 世界遺 産を 有す る他の自 治体とも連 携しながら 、国内外に 向けて

ある 国内 外の富 裕層 などに もアピール できるも のと考えており ます。今

庁や 国内 外の専 門家 に指 摘されて おり、史跡の 範囲外へ移 設する方向 で

売 り込 むな ど、 世界 遺産登録 を見据えた 誘客促進に 努めてまい ります。

ざいます 。

関 係機 関と 協議 して いるとこ ろであり、 既に文化庁 からも理解 を得てお

次に 、地域の再 生でございま す。

地域 振興に 係る 支援 でござい ますが、民 間事業者が 経営戦略の 一環と

りま す。
世界 文化遺 産へ の登 録につき ましては、 これまでも 私をはじめ とした

し て設 備投資 など 様々 な活動 を行う場合、 自らの資金 で賄うのが 原則で

いて は、 国の地 域経 済循 環創造事業交 付金を活 用した日景 温泉の再生 や

四 道県 の知事 が中 心と なり、 国会議員連盟 や道県議員 連盟の皆様 の協力

次に、 世界遺産を活 用した県北 エリアの観 光振興でご ざいます。

旧 割烹 松下 のリノ ベー ション のほか、本 県が全国に先 駆けて創設 した宿

ありま すが、人口 減少下にあ っても地域の 活性化を図 っていくた めには、

世 界自 然遺 産であ る白 神山地周 辺には、本 県側にも二ツ 森や岳岱自 然

泊施 設向 け改 修助 成制 度を活用し た夏瀬温泉 都わすれの 宿泊機能向 上な

を得て、重ねて国に要望するなど、推薦獲得に向け一丸となって取り

観察 教育 林な ど見 所と なるスポッ トがあり、 これまで国 内外から多 くの

ど、 三十 を超え る施 設の整 備を進めて きております 。また、地 域活動や

観光 や産業 の振 興に つなが る拠点づくり を官民協働 により推進 していく

観光 客を 集めて おり ます。 今年は遺産 登録二十五周 年の節目に 当たるこ

コ ミュ ニティ ーの 活性 化に向け たソフト事 業について は、県の「 元気資

組ん でまい りま した 。今年 こそは、国内 推薦をいた だけるもの と期待い

と から 、これ を記 念す るシンポ ジウムなど を首都圏等 で開催する ととも

金」 や「 宝くじ 助成 金」 等により 、地域の伝統 芸能で使用 する備品の 購

こ とが 重要で あり ます 。これま でも、地域 の拠点とな るハード整備 につ

に、 白神 山地エ コツ アー や各種イ ベント等を実 施し、一層 の誘客を図 る

入 や、 にぎ わい 創出の ための イベント開 催など、地 域のニーズ に即した

たし ております 。

こ とにしてお ります。
るこ とは 、自然 遺産 と文化 遺産が近接 する、我 が国でも例 を見ないエリ

域 の活 性化に つな がる 取り組 みについては 、今後とも 国や県の支 援制度

地域 づくり は市 町村 が主体と なって進め るのが基本 であります が、地

取り 組みへの支 援を行ってき ております 。

ア とな るもの であ り、 原始の 自然と歴史的 価値の高い 遺跡の双方 を巡る

の活 用を 促し 、地域 の実 情に応じ たきめ細か なサポートに 努めてまい り

こ のよ うな中 、「 北海道 ・北東北の 縄文遺跡群」 が世界文化 遺産とな

こと がで きる 貴重な 体験 型の誘客 コンテンツ として、注目 度が飛躍的 に

次に 、買い物難 民対策でご ざいます。

ます。

で は、 保存・ 活用 の拠 点施設と して「伊勢 堂岱縄文館」 が設置され たほ

人口 減少社 会に おけ る経済 規模の縮小な どに伴い、 バス路線の 廃止や

高まる こと が期 待さ れます 。また、縄文 遺跡群の一 つ「伊勢堂 岱遺跡」
か、 日本 海沿岸 東北 自動 車道の整備に よりアク セスの向上 が図られ、 誘
白神 山地 は、 これ までもク ルーズ船の オプショナ ルツアーな どに組み

する 必要 があり ます 。この ため、地域 の拠点となる 買い物支援 対策とし

地域 が増 えて きて おり、 人口減少 に対応した 社会システ ムを早急に 構築

身 近な 日用 品店の 廃業 、商店 街の衰退等 により、日常 生活に支障 を来す

込ま れて おり、 新た に歴史 的な魅力に あふれる縄文 遺跡群を組 み合わせ

て は、 住民が 自ら 運営 する「お 互いさまス ーパー」を 県内三カ所 に設置

客 促進に向け た受け入 れ環境が充実し てきてお ります。

る こと で、自 然愛 好者 や歴史好 きの方はも とより、時 間とお金に 余裕の

- 279 -

し、 買い 物や交 流の 場を確 保するなど 、地域の 活性化につなげ てきてお

ス ピード感を持 って進めて まいりたい と存じま す。

機器 の開 発支援 など 、生産 性向上に向 けた取り 組みを、これま で以上に

に ついてでご ざいます 。

次に 、高 校生の 県内 就職促 進について 、県内就職率 向上に関す る施策

り ます 。また 、移 動・ 移送によ る対策とし ては、スー パーマーケ ットに
よる 買い 物移送 バス や宅 配サービ スに加え、企 業の地域貢 献の一環と し
て 、コンビニ エンスス トアによる 移動販売も 始まってきて おります。

買い 物拠 点の 運営や 地域 交通の確 保などの対 策を講じて いく必要があ り

ミ ュニ ティー ビジ ネス の立ち 上げ支援など を行うとと もに、共助 による

は、地域福祉による対応はもとより、宅配サービスのあっせんや、コ

偏りや、 工業高校生が 希望する専 門業種の不 足等が指摘 されておりま す。

る情 報不 足や 賃金等 の労 働条件に 加え、事務 ・販売等の 業種の地域的 な

県 内高 校の実 態調 査で は、県 外を選択した 理由として 、県内企業 に関す

四月 末現 在で六 八％ を超え 、十三年ぶ りの高水 準となって おりますが、

今年 三月に卒業 した高校生の 県内就職率 は、秋田労 働局により ますと、

ます 。こう した 取り 組みを 進めるため、 集落間連携 も含め、地 域の実情

こ うし た課題 に対 応する ため、昨年 度から、 高校一・二 年生を対象と

地 域の 商店が 突然 閉店す るなど、買 い物が困難に なった地域 において

を 踏ま えた持 続可 能な 地域づく りの具体策 を市町村と 協働で検討し てい
今 後、 人口 減少下 にあ っても県 民が安心し て暮らすこと ができる地 域

校の 就職 支援 員や ハロ ーワーク等 と連携し、 全県の様々 な業種に関 する

工 程の 体験 を積極 的に 取り入 れるなど、 内容の充実を 図ったほか 、各高

する 企業 説明会 等に おい て、経営者か ら経営理 念を直接伺 うことや製 造

社会 の実 現に 向け 、行 政のみなら ず、住民組 織やＮＰＯ 、企業など 多様

企業 情報 の提供 に努 めてお ります。ま た、県内企業 に対しては 、各地域

るとこ ろでございま す。

な主 体と の協働 の取 り組み をさらに強 化し、生活課 題の解決に 向けた地

の改 善に 向けた 働き かけ を強化し たほか、輸送 機産業や情 報関連産業 な

振 興局 等に働 き方 改革 推進員を 新たに配置 し、賃金等 の処遇や就 業環境

次に、 県内産業の 担い手確保対 策でござい ます。

ど 、成 長分 野に おける 産業の 集積を進め 、若者に魅 力的な雇用 の場の創

域の 支え合いの 取り組みを 進めてまい ります。
人 口減 少下 にお ける労 働力不足 でございま すが、三月 に公表され まし

で あり 、また 、少 子化 に伴っ て生産年齢人 口が大きく 減少すると されて

前回 の推 計に比 べ、 人口減 少の度合い が一層加 速している 衝撃的なもの

採用 担当 者の さらな るス キルアッ プや、ウェ ブサイトを活 用した情報 発

る など 、意識 改革 につ ながる 取り組みを強 化するとと もに、県内 企業の

今後 は、高 校生 と保 護者に秋 田暮らしの よさや県内 企業の強み を伝え

出に 努めている ところであり ます。

いるこ とから、労 働力不足は 一層深刻化す るものと受 けとめてお ります。

信力の 強化 等に よる 採用力 の向上を支援 するなど、 これまで以 上に関係

た 国立 社会保 障・ 人口 問題研究 所による本県 の将来人口 の推計結果 は、

第三期 ふる さと 秋田 元気創造 プランでは、 社会減の抑 制を目指し 、女

も、 当面 の労 働力 不足は 避けられ ず、そうし た中におい ても地域の 経済

て 取り 組む ことに して おりま す。また、 様々な施策が 功を奏した として

上を 通じ て若者 の県 内定 着を図るとと もに、Ａ ターン就職 にも力を入 れ

年十 月末 現在で 七百 八十二 名となって おり、このう ち約六割が 県内に本

推進 を目 的と する 外国人 技能実習 制度による 技能実習生 は、本県で は昨

人 材育 成を 通じて 、開 発途上地 域等への技 術移転を図り 、国際貢献 の

次に、外国 人労働力 の確保でご ざいます。

者が 緊密に連携 しながら、 高校生の県内 就職の促進 を図ってま いります 。

力を 維持 してい くこ とが肝 要であるこ とから、生産 現場など幅 広い分野

部 のあ る縫製 関係 の監 理団体の もとで実習 を受けてお ります。県 では、

性 や若 者に魅 力あ る仕 事の創出 や働き方改 革の推進によ る就労環境 の向

に おけ るＩｏ Ｔな ど先 進技術の 導入促進や 介護従事者 の省力化に 資する
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高 い企 業・団 体等 を対 象として 、制度の目的 や仕組み、 優良な取り 組み

を 掲載 し、 ウェ ブサ イトの充 実を図ると ともに、本 制度の活用 に関心の

ない 状況 にあり ます 。今 後、制度 の詳細や相談 支援機関等 に関する情 報

こ れま で、制 度の 運用 に関して 、事業所等 から要望等 は寄せられ ておら

昨年十一 月の本制度 の改正につい てウェブサ イトで周知 しておりま すが、

けた 施策 等につ いて 共通理 解を図り、 協議を深 めたところ であります。

し 、そ の中で 、あ きた 未来創造 部と連携し、 若者の県内 定着・回帰 に向

内 高校 の進 路指 導担 当教員を 対象に「キ ャリア教育 推進協議会 」を開催

ない など の課題 が見 られ ます。そ のため、県教 育委員会で は、先日、 県

間 で意 識に差 があ るほ か、保護 者に対する 情報提供が 必ずしも十 分では

どの 取り 組みを 行っ ており ますが、議 員御指摘 のとおり、学校 間・教員

護者 への 情報 提供の 充実 も含め、 県内就職の 一層の推進 をお願いして ま

事例 等を 紹介す るセ ミナー を開催する など、普 及啓発に努 めてまいりま
さら に、 国の 「骨太 の方針 」に外国人 材の受け入 れ拡大が盛 り込まれ

いり ました 。ま た、 県内の 児童・生徒と その保護者 が職場体験 を受け入

併 せて 、五月 から 六月 にかけ て、私自らが 全ての公立 高校を訪問 し、保

たこ とを踏 まえ 、商 工団体 、金融機関な どの関係機 関による協 議の場を

れ る全 県の企 業の 情報 を得られ るよう、現 在、リスト を作成し、ウ ェブ

す。

設 け、 県内に おけ る外 国人材の 活用促進に 積極的に取 り組んでまい るこ

サイ トで の公開 に向 けた 準備を進めて おります 。こうした 取り組みに 加

県教 育委 員会と しま しては 、今後も知 事部局や関係 機関等との 連携を

提案 しておりま す。

工業 高校 等四校 への 就職支 援員の配置 を、このたび の補正予算 案として

上を 図る ため 、普 通高 校三校への キャリア探 究アドバイ ザーの配置 及び

え て、 大学 卒業後 の県 内就職 者の増加及 び工業高校生 の県内就職 率の向

とにし ております。
以 上でござい ます。
佐 藤 議 員 か ら 御 質 問 の あ り ま し た、

【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）

「 北海 道・北 東北 の縄 文遺跡群 」の国内推 薦の状況に ついてであ ります
が、 昨年 七月の 推薦 見送 りの決定 を受け、四道 県では、新 たに関係市 町

八番佐 藤議員の質問 は終わりま した。

一 層深め、県 内就職の 促進に努め てまいります 。
以上 でございま す。

を 加え たプ ロジ ェクト チーム を立ち上げ 、改めて構 成資産それ ぞれの資
産 価値 の見直 しを 行っ てまいり ました。また 、文化庁の 指導をいた だき

●議長（鶴 田有司議員 ）

司

四

二

番

番

杉

石

藤

本

川

加賀屋

信

俊比古

徹

千 鶴子

午前十 一時五分再 開

午前十時 五十分休憩

暫 時休憩いた します。再開 は十一時五 分といたし ます。

なが ら、 国内推 薦決 定の鍵 となる推薦 書素案を 修正し、提 出期限であっ
た 本年 三月末 に提 出を 終えて いるところで あります。 現在は、文 化審議
会世 界文 化遺 産部会 の委 員が推薦 書素案の内 容について審 査している も
のと捉 えて おり 、次 に開催 される文化審 議会では、 推薦資産が 発表され
る 見込 みであ りま す。 今年こそ は、よい結 果を報告でき るものと思 って

彦

番

佐

四 十一名
井
清

六

番

員
薄

方

太

八

議
吉

雄

太

席
番

佐 々木

健

出
一

番

木

おります 。
三

番

鈴

次 に、 高校 におけ る県 内就職促 進に向けた 取り組みにつ いて申し上 げ

五

番

ます。
各高 校では 、組 織的 ・体系的 なキャリア 教育の実践の もと、県内 の事

七

喜

業 所に おける イン ター ンシップ や、生徒に 対する県内 企業の情報 提供な
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て も出 生数は 必ず しも 増えない 、むしろ減 少していく という現実 であり

こう して みると 、机 上の論 理ではあり ますが、合計 特殊出生率 が上がっ

程度を キープし、 そして平成 二十八年は 、一・三九 にまで上昇し ました。

一 ・三 一、 一・三 五、 一・三 七と上昇し 、平成二十五 年以降も一 ・三五

てい ます 。一方 で、 平成 二十一年以降 、合計特 殊出生率は 一・二九か ら

と は二 度しか なく 、寂 しいかな 、出生数は 着実に減少 の道のりをた どっ

出生 数が一 万人 を超 えてい た平成二年以 降、出生数 が前年を上 回ったこ

人、合 計特殊出生 率は一・二 九でした。ざ っくりとし た話になり ますが、

た 。ち なみに 、知 事が 就任さ れた平成二十 一年では、 出生数が七 千十三

出生 率は 一・三 五で 、前年 の一・三九 より〇・ 〇四ポイン ト減少しまし

少 しま した。 また 、一 人の女性 が一生涯に産 む子供の数 を表す合計 特殊

生 数は 五千 三百 九十 六人で、 前年の五千 六百六十六 人より二百 七十人減

厚生 労働 省の「 人口 動態統 計」によれ ば、秋田県の 平成二十九 年の出

は じめに、人口 問題につい てお伺いし ます。

い中、傍 聴にお越し いただきまし た皆様に厚 く御礼申し 上げます。

三十 四番
柴
口
司

番

三十 七番
川
有
司

番

三 十九番
田
康

九 年の 実績五 千三 百九 十六人か らして、達 成は極めて 厳しいもの と思わ

やし 、目 標最終 年の 平成三 十三年には 六千人として いますが、 平成二十

数を 掲げ てい ます 。平成 三十年の 目標が五千 七百人で、 毎年百人ず つ増

「 第三 期ふ るさと 秋田 元気創造 プラン」で は、数値目標 の一つに出 生

時間はか かっても、 着実にやっ ていくべき ものと考え ています。

これ からやって いこうとす る手立てを何 ら否定する ものではあ りません 。

うこと では ない でし ょうか 。もちろん、 これまで取 り組んでき たこと、

せた 秋田 をつ くって いく 、つまり 実態に即し た現実的な対 策が必要と い

誰 も止 めるこ とが でき ないの も現実です。 ならば、減 っていく姿 に合わ

での 対策 が必要 と考 えます 。人口が減 っていく のは仕方が ありません。

人 口も 着実に 減っ てい くからに ほかありませ ん。その現 実を踏まえ た上

な ぜで しょ うか 。あり ていに言 えば、子供 を産む出産 適齢期の女 性の

ます。

鶴
林

一

四十 一番
北

休憩前 に引き続き 会議を開き ます。

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
●議長（ 鶴田有司議員 ）

日 程第 一、 一般 質問を 継続いた します。十 一番三浦議 員の発言を許 し
ます 。
会派 みらいの三 浦茂人です 。一般質問 の機会

【十一番（ 三浦茂人議 員）登壇】 （拍手）
● 十一番 （三 浦茂 人議 員）

をい ただ き、 先輩、 同僚 議員の皆 様に感謝申 し上げます。 また、お忙 し

- 282 -

こ とは 先ほど 申し 上げ たとおり です。むしろ 出生数は右 肩下がりの 減少

す こと とし てい ます が、それ は必ずしも 出生数の増 加には結び つかない

また 、合 計特殊 出生 率は 、目標最 終年の平成三 十三年まで 段階的に増 や

出 生数が前年を 上回ったこ とは二度し かなく、 出生率も右肩下 がりです 。

れます。 先ほど申し 上げたように 、この二十 数年間のト レンドを見 れば、

にお金が かかる」こ とを挙げた 割合が五〇 ％を超えてい ます。

育 て環 境と意 識に 関す る調査」 によると、「 出産費用、 養育費、教 育費

り 、ま た、 子育 てに 関する悩 みや不安に ついては、 平成二十二 年の「子

るの にお 金がか かり 過ぎ る」こと を挙げた割合 が七一・八 ％となって お

ま って います 。こ うし たギャッ プが生じる 理由につい て、「子供 を育て

でし たが 、予定 する 子供の 数は三人と 答えた割 合は、二七・一 ％にとど

こ うし た現状 を踏 まえ 、では、 どうすべきな のでしょう か。厚労省 の

を目 標と しても よい のでは ないかと、 私なりに 思っていま す。減ること
が 喜ば しいと いう こと ではな く、減少する スピードを 緩める、百 減ると

平 成二 十二年 以降 の推 移を見て も、実数で は八百人前 後で、減少傾 向に

「人 口動 態統 計」や 「秋 田県衛生 統計年鑑」 によれば、 秋田県の平成 二

今 年三 月に発 表さ れた国 立社会保障 ・人口問 題研究所の 将来人口推計

はあ るも のの、 総数 に占 める割合は一 三％程度 で、ほぼ横 ばいで推移 し

ころ を九 十に 抑える とい う意味で の減少目標 があっても いいのではあ り

にお いて も、二 〇四 五年 の本県人口は 約六十万 人とされ、 二〇一五年 か

て いま す。 また、 第四 子、第 五子以上を 含めた第三子 以降の割合 も一五

十九年の 出生数五千三 百九十六人 のうち、第 三子は七百 七十一人でし た。

ら約四十万人減少する推計となっております。「第三期プラン」はス

％以 上あ り、 一定 程度 の水準を維 持していま す。こうし たことから も、

ませんか 。

ター トし たば かり であ りますが、 日本全体で 人口が減る 、秋田でも それ

充 実を 図っ ては どうで しょう か。そもそ も第一子、 第二子と比 べれば、

全体 の出 生数を 増や す目標 もさること ながら、例え ば、第三子 の目標出

次 に、具体的 な少子化対 策について 伺います。

第 三子 の人数 はは るか に少ない のですから、 第三子の出 産を希望す る世

以上 のス ピード で人 口が減 るという現 実をしっかり と受け止め 、実態と

平 成二 十九年 度の 「県民 意識調査報 告書」によれ ば、「人口 減少社会

帯が 一歩 踏み出 せる 、思い 切った支援 策を導入 することは 可能と考えま

生 数を 一千人 とす るな ど、子供 三人を理想 としながら も二人にと どまっ

にお ける 地域力 創造 戦略」 について、 肯定的な 評価は六・ 四％と最も低

す 。子 供二人 では 、人 口維持 に必要な合計 特殊出生率 二・〇七に は届き

乖 離し た目標 に基 づい た対策で はなく、実 現可能な目 標に基づい た少子

く 、否 定的な 評価 は四 八・三 ％と最も高い 結果になり ました。ま た、県

ませ ん。 課題 先進県 であ るからこ そ、人口減 少緩和に向け た先駆的な 取

てい る潜 在的な 第三 子出 産希望世 帯をターゲッ トにした施 策のさらな る

政の 重要 課題 として 力を 入れてほ しいことで は、「若者等 の就業支援 や

り組みが必要 と考えま す。

化対 策を 考える こと が肝 要です。 知事の率直な 御所見をお 伺いします 。

雇用環 境の 整備 」の 四〇・ 九％が最も高 く、次いで 「出産や子 育てのし

から もわ かる よう に、雇 用の確保 と子育て支 援について 、県民の関 心が

特 に二 十代 から四 十代 までは 、この二つ が上位二つに 位置してい ること

や雇用環 境の整備」 は、十代か ら七十代以 上全ての年 代層で上位を 占め、

くて はな らない 施策 と思い ます。しか しながら、も う一歩踏み 込んで、

した 。出 会い ・結 婚支援 事業、す こやか子育 て支援事業 など、どれ もな

産 、子 育て の希望 をか なえる 全国トップ レベルのサポ ート」に計 上しま

の予 算額 二百八 億円 のう ち、七割強に 当たる百 五十四億円 を「結婚や 出

県 では 、当初 予算 で「秋 田の未来に つながる ふるさと定着回 帰戦略」

高い こと がうか がえ ます。 平成二十七 年の「少子化 ・子育て施 策等に関

第 三子 が生ま れて も経 済的な負 担が実質的 に増えない くらいの思 い切っ

や すい 環境の 整備 」が 三五・一 ％となって います。「若 者等の就業 支援

す る調 査」で は、 理想 の子供の 数は三人と いう答えが 最も多く、 五七％
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先 進県 の秋田 方式 とし て全国の モデルとなり 、子育て先 進県秋田と して

従 来の 取り 組み に加 え、そこ まで支援体 制が整えば 、ほかには ない課題

を気 にせ ずに出 産・ 子育 てができ る施策を検討 してはどう でしようか 。

で 、あ るいは 大学 や専 門学校を 卒業するま では、養育 費、教育費 の負担

た子 育て 支援が 必要 と思い ます。第三 子が生ま れてから社会人 になるま

選択肢の 一つとして 検討の余地 はあるので しょうか。

般質 問や総括審 査で出ました 。このよう な議会から 提示のあっ た提案は、

ウ ンの 商業 施設 とタ イアップ した構想は どうかとい う趣旨の提 案が、一

しょ うか 。また 、二 月議 会では、 外旭川地区で 計画されて いるイオン タ

か。新たな候補地は、比較検討のテーブルに乗せることはできるので

たが 、新 たな候 補地 の提案 をどのよう にして吸 い上げていくの でしょう

方とな るのか、現 時点での状 況について伺 います。

議 会か らの提 案を 含め 、候補地 の選定につい て、今後ど のような進 め

も売 り込 めるの では ないで しょうか。 若者の県 外流出の緩 和や、県外か
ら の子 育て世 代の 移住 促進と いう、社会減 対策の観点 からも効果 的と考
えます 。

定 です 。こう した 国の 制度や消 費税増税分 などの財源 も生かして 、第三

年十 月か らの消 費税 率引き 上げに合わ せて、幼児教 育の無償化 を開始予

を国 や県 で支 援す るく らいの英断 が必要では ないでしょ うか。国は 、来

に 出生 数の 減少を 食い 止める ためにも、 子供が社会人 になるまで の費用

す。 出生 数が右 肩上 がり となる目標に こだわら ず、現実に 即して、着 実

人 に一 千万円 かか ると 、学生時 代に経済学 の講義で聞 いたことがあ りま

四百 五十 八平方 メー トル 、坪数に して約八千九 百坪ですか ら、単純計 算

坪 を有 してお りま す。 一方、「 八橋陸上競 技場」の敷 地面積は二 万九千

地面 積は 十三万 九千 五百二 十平方メー トル、坪数に して約四万 二千二百

駐車 場は 一千 四百 十八 区画あり、 緑地帯のス ペースも確 保され、そ の敷

月 の開場から 四十三年 以上が経過し、 早晩、建 てかえの時 期を迎えま す。

地と なっ ていま すが 、そ れはさておき 、この卸 売市場は、 昭和五十年 三

外 旭川 地区の イオ ンタウ ン構想は、 秋田市の 卸売市場の 隣接地が予定

次に、私か らも候補地の 一つを提言 させてい ただきます 。

子の 出産 を希望 する 世帯 の経済的 な不安を払拭 する、第三 子向けの秋 田

す れば 、卸 売市 揚は八 橋陸上 競技場が四 ・七個分入 る広さがあ ります。

今か ら四十 年以 上も 前の話で はありますが 、社会人に なるまで子 供一

な らで はの 施策 を講じ るべき と考えます が、知事の 御所見をお 伺いしま

また、「あきぎんスタジアム」の敷地面積は一万六千二百六十八平方

メートル、坪数にして約四千九百坪ですから、こちらは八・五個分が

す。
次に、新ス タジアム 整備構想に ついてお伺い します。

す っぽ り入る 広さ とい うこと になります。 これだけの スペースを 有する

卸売市 場を活用し ない手はな いと思います 。

当初予算では、「八橋陸上競技場整備支援事業」として、ブラウブ
リッ ツ秋 田の Ｊ２ク ラブ ライセン ス取得に向 けた、秋田市 が行う八橋 陸

して 示さ れた 三カ 所は、 八橋運動 公園、秋田 大学、秋田 プライウッ ドの

れ 、今 月五 日に専 門委 員会の 初会合が開 かれました。 その際、候 補地と

「新 スタ ジアム 整備 構想 策定協議会」 の設置に 五百万円の 予算が計上 さ

計 上さ れまし た。 また 、新たな スタジアム の整備構想を 策定するた め、

わっ てい る施設 です 。強み の一つは、 何といっても 駐車場が広 いことで

に一 回「 市場 祭り 」も開 催される など、県内 からの大勢 の利用客で にぎ

場 開放 デー となっ てお り、遠 方からもた くさんの人が 集まります し、年

来の 拡張 にも対 応可 能で す。卸売市場 では毎月 第三土曜日 の午前中が 市

秋 田の オリジ ナリ ティ あふれる 施設として 生まれ変わる ことができ 、将

卸売市場にシ ンプルなス タジアムを 整備すれ ば、卸売市 場と融合した 、

各敷 地で した。 二回 目の専 門委員会で 、他の候補地 に関する提 案が出て

し ょう 。スポ ーツ と食 の拠点を 県と市が連 携して整備 すれば、そ れは単

上競技 場の 改修 費用 等に対 する助成とし て約三億一 千七百万円 の予算が

来 ない 場合は 、三 つの 中から絞 り込む作業 を進める旨 の報道もあ りまし
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あり ませ んし、 相乗 効果が 期待できる 市場機能 もあります 。それぞれ単

と が可 能です 。新 スタ ジアム整 備のために新 たに敷地を 確保する必 要も

く 、例 えば 、こ のよ うに食の 流通機能を 兼ね備えた 県民の施設 とするこ

るの は間 違いな いこ とで す。一民 間企業のため だけのスタ ジアムでは な

え ます 。誰が どれ だけ 負担する かは未定で すが、多額 の税金が投 入され

にブ ラウ ブリッ ツの ためだ けではなく 、県民・ 市民のためでも あると言

と思って います。

ブ リッ ツから も、 施設 のみなら ず様々に積極 的に発信し ていただき たい

か かわ って いく のか 、集客は どうするの か等々、今 の段階から 、ブラウ

この 理念 のもと 、ク ラブ はどうあ るべきか、地 域の人たち とどのよう に

秋 田で はどの よう な形 で運営さ れていくの か、現時点 では未定で すが、

ファ ンサ ービス と収 益力を 高めるのが 当たり前 になっているよ うです。

ピー ド感のある 対応が求め られますが、 結論ありき で拙速に進 めた結果 、

夢 は大 切です が、 夢だ けでは立 ち行かなくな ります。平 成三十年度 の

県 ・市 連携に よる 卸売市 場を活用し たスタジ アム整備は 、既存の公共

赤字を 税金で埋める のでは元も 子もありま せん。厳し い財政状況の もと、

独 で整 備する より は、 初期投 資も抑えられ るのではな いでしょう か。公

スト ック の維持 管理 と更 新コストを抑 制すると 同時に、新 たな収入を 生

将 来負 担を 拡大さ せる ことの ないよう、 スタジアム整 備に伴う費 用対効

当初 予算 規模 は、一 般会 計総額で 五千八百三 億円となり 、肉付け予算 と

み 出す 意味 におい ても 一考の 余地はあり ます。財政状 況が厳しい 中、ス

果や 運営 コス トな ど、 あらゆる角 度から検証 を重ねた議 論となるこ とを

共施 設の 利用 者の減 少、 更新コス トの増大が 懸念される 今だからこそ 、

タジ アム 整備 の費 用を 捻出しなけ ればならな いとすれば 、既存のス トッ

期待 して おりま すが 、これ らの点につ いてどのよう にお考えか 、知事の

なる 前年度 六月 補正 後対比 で八十三億円 の減額とな りました。 議論はス

クを金の 卵を産む鶏 に変える手立 てが必要で はないでし ょうか。い わば、

御所 見をお伺い します。

あるもの を活用してい かなければ なりません 。

コストセンターから、投資以上の効果を地域にもたらすプロフィット

ポ ーツ 施設に 対す る固 定観念・ 前例主義等に 関するマイ ンドチェン ジ」

国 のス タジ アム ・アリ ーナ改革 指針の目的 の一つに、 「これまで のス

「日 本水 素ステ ーシ ョンネ ットワーク 合同会社 」を設立し たことが報じ

料電池車に水素を供給する水素ステーションを整備するための新会社

今 年の 三月 に、 トヨタ 自動車や ＪＸＴＧエ ネルギーな ど十一社は 、燃

次に、 水素社会実 現に向けた取 り組みにつ いてお伺い します。

がう たわ れてお りま す。こ うしたこと からも、 卸売市場を 活用した整備

ら れま した。 イン フラ の整備 を進め、官民 挙げて燃料 電池車の販 売拡大

センタ ーへの転換 となります。

構 想に ついて 、「 新ス タジア ム整備構想策 定協議会」 でも俎上に 乗せ検

を目 指す とし ており 、国 の補助金 も活用して 、二〇二一年 度までに八 十

代 エネ ルギー とし て注 目されて いる水素に ついて、本県 に目を移す と、

討し 、県 民に とって も比 較対照で きる選択肢 の一つとして 示してもら い
ま た、 新スタ ジア ムの整 備に当たっ ては、ど のような考えで 、どのよ

仙北 市と 東北大 学が 共同 で、玉川温泉 の温泉水 から水素を 取り出し、 地

カ所の 水素 ステ ーシ ョンを 建設する計画 を打ち出し ています。 この次世

うな 運営 を行っ てい くか も重要な検討 事項であ ります。Ｊ リーグでは 三

元 で活 用し ようと する 実験が 進んでいま す。二酸化炭 素を出さず に水素

たいと思いま すが、知 事の御所見 をお伺いし ます。

つ の理 念を 掲げて いる そうで す。一つは 「日本サッカ ーの水準向 上及び

を生成 することを 目指してお り、仙北市 も実現に前向 きのようで す。

「 水素 エネル ギー 導入 促進事業 」として計 上された予 算は九十万 二千円

一方、県で は、今年 度の「新エネル ギー産業 創出・育成 事業」の中 で、

普及 促進 」、 二つ 目は「 豊かなス ポーツ文化 の振興及び 国民の心身 の健
全な 発達 への寄 与」 、三つ 目は「国際 社会における 交流及び親 善への貢
献」 です。世界 のスポーツ ビジネスで は、クラブが 施設の運営 権を持ち 、
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ま した が、 いま だ道 半ばです 。国レベル で水素社会 の実現に向 けた取り

般質 問で も、知 事か ら水 素社会実 現に向けて前 向きな御答 弁をいただ き

お り、 少々寂 しい 気持 ちになり ました。平 成二十八年 と昨年十二 月の一

で、 内容 は、コ ンソ ーシア ムによるセ ミナーや 先進事例の調査 となって

提出 の枠を巡っ て競合が生じ る可能性も あります。

北 の縄 文遺 跡群 」が 国内推薦 枠を獲得し た場合に、 ユネスコへ の推薦書

に二 〇二 〇年の 登録 を目 指すとな れば、今回念 願叶って「 北海道・北 東

推 薦書 の提出 は、 同一 年に同一 国から原則 一つに限ら れているた め、仮

の場 合は ユネス コへ の推薦 書の再提出 が必要と なります。ユネ スコへの

現在 、「北 海道 ・北 東北の縄 文遺跡群」 は、「金を 中心とする 佐渡鉱

組 みが 進めら れる 中、 県もその 流れに乗り遅 れることの ないよう、 より
具体的な 取り組みが 必要ではな いでしょう か。

こう した 状況 の変化 を踏 まえ、い ま一度、推 薦獲得に向 けた四道県の 意

山 の遺産群」 と同様に、国 内推薦の獲 得に向け た準備をし ておりますが 、

陽光 や風 力で 発電し た電 力で水素 をつくると いった先進 的な取り組み を

思結 集と機 運の 醸成 、関係 機関へのさら なる熱意の 周知が不可 欠と考え

国 では 、水素 の活 用に 取り組む 自治体を支援 することと しており、 太
行う 自治体 を財 政面 で後押 しし、地方創 生と水素社 会の実現に つなげよ

平 成二 十三 年九月 、初 当選後の 初めての一 般質問で、縄 文遺跡群の 世

ま す。 現状の 取り 組み と国内推 薦獲得の見 通しと合わ せて、四道県 の連

生 かし た取 り組み を加 速させ ようとして います。こう した水素社 会の実

界遺 産登 録に 向け た取 り組みを取 り上げさせ ていただき ました。あ れか

う とし ていま す。 東北 では、福 島県浪江町 に世界最大 級の水素工場 が入

現に 向け た取 り組 みに 遅れること なく、本県 においても 、風力発電 をは

ら七 年の 月日が 経ち 、遺跡 を取り巻く 環境も県民の 関心度も随 分変わっ

携を含 めた今後の対 応について 、教育長に お伺いしま す。

じめ とし た豊富 な再 生可能 エネルギー の強みを生か し、水素エ ネルギー

て きた ように 思え ます 。平成二 十一年一月 のユネスコ 遺産暫定一 覧表登

る棚 塩産 業団地 の造 成工 事が着工され ましたし 、仙北市で も地域資源 を

の 活用 に向け 、将 来を 見据えた 、より具体 的な行動に 着手すべき と考え

録か ら数 えるこ と九 年。 国内推薦 の決定が目前 に迫った正 念場を前に 、

決 意のほどを お聞かせ ください。

ますが 、知事の御 所見をお伺い します。
次 に、 「北 海道 ・北東 北の縄文 遺跡群」の 世界遺産登 録について お伺

ては 、推 薦書 の抜 本的な 改定を求 め、「登録 延期」を勧 告しました 。報

遺 産に 推薦 した「 奄美 大島、 徳之島、沖 縄島北部およ び西表島」 につい

連遺 産」 を世界 文化 遺産 に登録するよ う勧告し た一方、政 府が世界自 然

先 月、 ユネス コの 諮問機 関は、「長 崎と天草 地方の潜伏キリ シタン関

て状況 の変 化が あっ たため 、その点を踏 まえた対応 が必要と考 えます。

その 悲願 が成 就する もの と信じて おりますが 、ユネスコへ の推薦を巡 っ

産 登録 に向け 、本 年度 の国内 推薦獲得を目 指しており ます。今年 こそ、

本県 では、 「北 海道 ・北東北 の縄文遺跡 群」の二〇 二〇年世界 文化遺

と発 言し たこと です 。「最 終候補地」 ではないと言 いながらも 、この場

が拭 い切 れま せん 。最も 違和感を 覚えたのは 、政務官が 「最適候補 地」

め てき たの ではな いか 、これ からも進め ていくのでは ないかとい う印象

げる よう な様相 を呈 して いました。こ の一連の 流れは、結 論ありきで 進

大 臣の 来県と 、一 月足 らずの間 の慌ただし い動きは、ま さに風雲急 を告

会の開 催、 二十 一日 の地質 測量調査の入 札公告、二 十二日の小 野寺防衛

官の 説明 、十 四日の 県議 会及び秋 田市議会へ の説明、十七 日の住民説 明

候 補地 になる と考 えら れると 初めて明言し ました。六 月一日の福 田政務

五月 十五日 、小 野寺 防衛大臣 は、秋田県 がイージス ・アショア の配備

最後 に、イージ ス・アショア についてお 伺いします 。

道に よれ ば、こ の登 録延期 を受けてユ ネスコへの推 薦を一旦取 り下げ、

所 以外 の選択 肢は ない 、場所に ついては議 論の余地は ないと暗に 示した

いし ます。

最 短で 二〇二 〇年 の登 録を目指 して再挑戦 する方針と のことです が、そ
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演 習場 の場 所は 、ど う考えて も合点がい きません。 幾ら私が素 人でも、

隊も 専守 防衛の 強化 も何 ら否定す るものではあ りません。 しかし、新 屋

す 。大 学時代 、防 衛技 術研究所 と共同研究さ れたことも ある知事で すか

点 から もふ さわ しい 場所では ない旨の発 言をされて います。私 も同感で

知事 は、 新屋演 習場 は周辺 施設からも 丸見えの状態 で、防衛機 密の観

住民 の民 意をど のよ うに汲 み上げてい くのか、 知事の本音をお 聞かせく

あ の場 所を「 最適 候補 地」と言 われて、何の 疑問も持た ずに肯定す るこ

ら、 この 分野に おい ても造 詣が深いも のと推察 いたします が、今後の協

こと です 。事実 、そ の後の 全員協議会 でも、場 所の選定につい ては、新

とは でき ません 。秋 田市民 であれば、 特に新屋 地区の皆さ んにしてみれ

議 の中 で代替 地の 可能 性につ いて逆提案す る用意はあ るのでしょ うか。

だ さい。

ば 、あ の場所 が「 最適 候補地 」だと言われ ても納得で きる人はい ないと

ある とす れば 候補地 は何 ヵ所程度 になるので しょうか。 知事の御所見 を

屋 演習 場以外 は考 えて いない旨 の発言が繰 り返されま した。私は 、自衛

思い ます 。防 衛省の 方は 、可及的 速やかに配 備しなけれ ばならない旨 、

お聞かせ ください。
（拍手 ）
●議 長（鶴田有 司議員）

三浦 茂人議員の 一般質問にお 答え申し上 げます。

変 動し 、行政 のコ ント ロールが 及びにくい数 値であり、 近年におけ る本

出 生数 は、 個人 の考え 方や社会 情勢、経済 動向など様 々な要因に より

ざいま す。

ま ず、 人口問 題に つい て、実現可能 な目標に 基づいた少 子化対策で ご

●知事 （佐 竹敬久 君）

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

県当局の答弁 を求めま す。

以 上で 私の一 般質 問を終 わります。 御清聴あ りがとうご ざいました。

発言 されて いま した が、地 域住民との信 頼構築が二 の次では、 「急いて
は 事を 仕損じ る」 にな ってしま います。菅 官房長官は 、十三日午前 の記
者会 見で 、十二 日の 米朝 首脳会談を受 けて、「 我が国とし て極めて厳 し
い 安全 保障 の状況 がか つてよ り緩和され た」、また、 「日本にい つミサ
イル が向 かっ てく るか わからない 状況は明ら かになくな った」と発 言し
てい ます 。この 発言 と「可 及的速やか に」という説 明との整合 性は、ど
う 考え ればよ いの でし ょうか。 また、弾道 ミサイル発 射の可能性 が低く
なっ たと して、 宮城 県を はじめ九 つの自治体の 住民避難訓 練が中止と な
り ました。
配備場所の選定を検討する時間は、まだ残されているのではないで

も、 時間 がな いか ら、今 やらなけ れば間に合 わないから と期限を決 めら

守 るべ き国 民・県 民不 在の論 理となって しまいます。 いずれにし まして

る姿 勢と プロセ スが あっ てしかるべき です。そ れがなくて は、そもそ も

る 必然 性はな く、 ほか の場所も 含めて比較 と検証を行い 、丁寧に説 明す

ても秋 田県 でな けれ ばなら ないとなった としても、 必ずしも国 有地であ

討の 議論 も封 印され ては 理解が深 まりません 。仮に、千歩 譲ってどう し

配 備場 所につ いて 、こ れまでの 比較検討の経 緯や、これ からの比較 検

口減 少が 続くと いう 事実を 冷静に受け 止めながらも 、過度に悲 観するこ

りま す。 少子 化対 策は息 の長い取 り組みが必 要になりま すが、当面 は人

を 図り なが ら、達 成に 向けて 努力してい くことを前提 に掲げたも のであ

民一 人一 人が自 らの 問題 として少子化 対策に取 り組むとい う機運の醸 成

用 の場 の確保 に向 けた 取り組み 等を全庁を 挙げて推進す るとともに 、県

え、女 性・ 若者 の県 内への 定着・回帰や 、産業振興 等による魅 力ある雇

たっ ては 、結 婚・妊 娠・ 出産への サポート強 化や子育て環 境の充実に 加

は相当に高いハードルを自らに課したものであります。目標設定に当

県の 出生 数が五 千人 台で推 移している ことから 、六千人と いう数値目標

れ、 見切 り発車 のよ うに先 に進められ ては禍根を残 します。こ れらの点

と なく 、地域 や子 育て 世代のニ ーズをしっ かりと把握 し、第三期 ふるさ

しょうか 。知事の御 所見をお聞 かせください 。

を 踏ま えて、 県と して 今後どの ようなステ ップを踏ん でいくのか 、地域
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ウン と秋 田商工 会議 所で立 ち上げまし た「新ス タジアム整備構 想策定協

議 会 」 で は 、 新 ス タ ジ ア ム に 係 る 複 数 の 候 補 地 を 選 定 す る と と も に、

と秋田元 気創造プラ ンに掲げた施 策を着実に 実施してま いります。
一 方、 目標と 実態 が余 りに乖離する ことは、 プランその ものに対す る

協 議会 に設置 され ている 専門委員会 のこれまでの 議論では、 昨年度の

コン サル タント によ る調 査結果を 踏まえ、候補 地ごとの建 設費や維持 管

り 組ん でいる 各種 施策 の実施状 況の検証に加 え、地域の 歴史や風土 を含

「ス タジ アム整 備の あり方 検討委員会 」等で挙 げられた八 橋などの三カ

信頼 を損 なうお それ があ り、その 遂行に携わる 人にとって も意義が薄 れ

む様 々な 社会的 要因 と出生 数との関係 を分析し 、より緻密 な目標設定の

所 が候 補地と され たと ころで あり、次回以 降の専門委 員会におい て、調

理 費などにつ いて取り まとめるこ とにしてお ります。

あ り方 を研究 する とと もに、 それら分析結 果に応じ、 地域の特性 に即し

査対 象地 とし て追加 すべ き候補地 がある場合 には、各委 員より提案す る

る とい う懸 念が ござ います。 こうしたこ とから、今 後は、各市 町村が取

たきめ 細かな施策 を打ち出せ るよう検討を 進めてまい ります。

こと にして おり ます 。調査 対象地として の前提条件 については 、これま

スタジ アム建設に必 要となる一 定の面積・ 形状を備え た土地である こと、

次に、新た な第三子出生 支援施策に ついてで あります。
全国 平均 は上回 るも のの 東北の中では 依然とし て低い水準 にあり、御 指

ス タジ アム 整備の 制約 となる 土地利用へ の規制がない こと、県有 地や市

で のと ころ秋 田市 の市 街地とす ること以外 に議論され ておりません が、

摘 のと おり 、第三 子の 出生数 を増やすこ とが重要であ ると認識し ており

有地 が望 まし いこ と、 民有地の場 合は、地権 者からの用 地提供等に 対す

本 県に おいて は、 出生数 に対する第 三子以降 の割合は一 七・六％で、

ます 。こ のた め、 県で は、あきた 未来総合戦 略において 、第三子以 降の

る明 確な 意思表 示が あるこ となどが前 提となり、こ うした項目 をクリア

卸 売市 場を 活用 した整 備構想で ございます が、秋田市 卸売市場は 、秋

割合 を平 成三十 一年 までに 二一％に引 き上げること を目標に掲 げ、多子

た 、医 療費 助成 や児童 手当、 住宅リフォ ーム助成な ど、将来に わたる経

田 市が 設置し 、管 理運 営を行っ ている公の施 設でありま す。秋田市 にお

す る候 補地が 、専 門委 員会にお ける議論を 経て、最終 的に調査対 象とし

済 的負 担への 不安 を持 つ子育て 世代に寄り添 うきめ細か な支援に努 めて

いて は、 同施設 を当 面、現 状のまま利 用を継続 する考えと 聞いており、

世 帯を 対象に した 保育 料助成の 拡充や奨学 金制度の創 設など、第 三子の

いる とこ ろであ りま す。さ らに、この ような子 育て支援の みならず、仕

ま た、 当然に 市場 入居 企業の 意向もありま すが、この たびの三浦 議員の

て選定 されるもの と考えており ます。

事 と育 児・家 庭の 両立 に取り 組む企業への 支援や保育 サービスの 充実等

お考 えに つい ては、 スタ ジアム整 備に関する 新たな視点か らの御提案 の

出産 を希 望する 世帯 の夢 を叶える ための支援に 力を入れて おります。 ま

を通じ て、健やか に子育てで きる環境整備 を進めてお ります。
の 無償 化の対 象と なら ない部分 については 、県独自の支 援のあり方 も含

のイ ニシ ャルコ スト を要 するほか、整 備後のラ ンニングコ ストも相当 程

次 に、 費用対 効果 の検証 でございま すが、ス タジアムの整備 には多額

一つとして捉 え、まず は秋田市に その旨伝え てまいりま す。

め、 広く 検討し てま いり たいと考えて おります 。少子化対 策は一朝一 夕

度 のも のに なると 見込 まれる ことから、 将来の財政負 担を十分踏 まえつ

今後は 、国 にお ける 幼児教育 の無償化に向 けた議論を 注視しつつ 、国

に 成し 遂げ られる もの ではあ りませんが 、引き続き、 第三子支援 の充実

つ、慎 重に検討し ていくこと が重要であ ります。

経 費が かかる 一方 、利 用後に養 生期間が必 要であり、 稼働日数が 限られ

スタ ジアム のピ ッチ には天然 芝が使用さ れ、芝生本体 の維持に一 定の

につ なが る効 果的 な方策 について 、幅広く研 究・検討し てまいりま す。
次に、新ス タジアム 整備構想でござ います。
ま ず、 整備候 補地 の選定 でございま すが、県 と秋田市な どのホーム タ
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るな ど、 引き続 き、 水素社 会の到来に 備えた取 り組みを推進し てまいり

次に、 イージス・ アショアにつ いてであり ます。

るこ とな どから 使用 料収入 の確保に一 定の制約 があるなど、収 支面で克
よる 県民 の一体 感の 醸成 や地域の にぎわいの創 出、競技人 口の裾野の 拡

南 北首 脳会 談や 米朝 首脳会談に おいて、朝 鮮半島の非 核化の方針 が確

ま す。

大 など 、ス タジ アム には経済 的価値に置 き換えるこ とのできな い大きな

認 され たほか 、政 府が 今年度予 定していた弾 道ミサイル を想定した 避難

服 が難 しい課 題を 抱え ておりま す。しかし ながら、地 元チームの 活躍に

効 果が 期待で きる 面も あること から、双方の バランスを 考慮しなが ら、

訓練 を中 止する など 、我が 国を取り巻 く安全保 障の状況は 緩和してきて

お りま す。防 衛省 では 、北朝 鮮が日本を射 程におさめ る数百発の 弾道ミ

可能な限 り財政負担 の軽減を図 っていく必 要があります 。
協 議会 におい ては 、建 設等に必 要な財源確保 について、 民間からの 資

ルギ ーを 利用し た水 素製造 システムの 構築に向 けて、県内 における実証

し 、セ ミナー の開 催や 先進事例 調査を実施し ているほか 、再生可能 エネ

戦 略に 基づ き、 水素エ ネルギ ーに関する 産学官のコ ンソーシア ムを設立

県で は、 平成二 十八 年三月 に策定した 第二期秋田県 新エネルギ ー産業

術 開発 と低コ スト 化を 推進する ための実証 試験に取り 組んでおり ます。

来水 素の 利用拡 大に 向け、 二〇三二年 ごろの商用化 を目指し、 多様な技

昨年 十二 月に 策定 した 水素基本戦 略等に基づ き、再生可 能エネルギ ー由

面 、制度面、 インフラ 面で多くの課題 が残され ていること から、国で は、

水素 を日常 の生 活や 産業活 動で利活用す るためには 、技術面、 コスト

次に 、水素社会 実現に向け た取り組みで ございます 。

し ては 、私か ら苦 言を 呈した ほか、これま で県民から 寄せられま した意

対し ては 、不信 感を 抱いて いるもので あります 。このため 、防衛省に対

境 が適 してい ると は言 えず、最 適候補地とい う言葉で表 現した防衛 省に

ろ 住民 の安 全性 や警備 、防御 の観点から は、新屋演 習場は決し て立地環

いこ とな どを含 め考 慮し 決定した とは考えにく いものであ ります。む し

か と思 われ、 近隣 に住 宅地が広 がっている こと、外部 からの視認 性が高

して いる ことや 国有 地であ ることなど から、安易に 定めたもの ではない

りま す。 また 、新 屋演 習場を最適 候補地とし ております が、日本海 に面

ア ショ アの 配備の 必要 性につ いては、疑 問を抱かざる を得ない状 況であ

鮮か らの 攻撃を 想定 した 、早急にとは いえ五年 以上先にな るイージス ・

速 やか に整備 した い」 としてお りますが、 現下の状況 を鑑みれば、 北朝

サイル を保有し、 また、非核 化に向けた具 体的な動き がない中に あって、

事 業の 実施を 国に 対し て要望 してきている ところであ ります。こ うした

見や 全員 協議 会での 意見 に加え、 県として新 屋演習場に配 備するとし た

金調 達を 含め 議論す るこ とにして おり、今後 、コストに 配慮しつつ県 民

中、 県内 では 、仙北 市に おいて玉 川温泉の強 酸性水を活用 した水素製 造

場合の 問題 点等 を踏 まえて 質問状を作成 し、小野寺 防衛大臣に 文書での

イー ジス・ アシ ョア の配備 には一定の期 間を要する ことから、 「可及的

に関す る実 証試 験が 行われ ているほか、 今後、能代 市において 、国内大

回答 を求めたと ころであり ます。

に広 く利用 され る施 設とな るよう、多角 的に検討を 進めてまい ります。

手 企業 により 、風 力発 電で製造 した水素の 都市ガスへの 利用に関す る実

視し つつ 、コ ンソ ーシア ムの活動 を通じ仙北 市や能代市 における実 証試

県 とし まし ては、 国の 水素社会 の実現に向 けた包括的な 取り組みを 注

補地 とす る客観 的で 科学的 な根拠に基 づく詳細な説 明を求め、 その内容

て判 断す る材 料が ないこ とから、 まずは、防 衛省が新屋 演習場を最 適候

体 の詳 細を 知り得 ない 状況に おいて、ど のような場所 が適地か、 県とし

代替 地の提 案に つい ては、 そもそもイー ジス・アシ ョアのシス テム全

験等 を後 押しす ると ともに 、水素エネ ルギー関連産 業への参入 を目指す

をし っかりと検 証してまい ります。

証試験が 行われるこ とになって おります。

県 内企 業と、 関連 する 大手企業 や研究機関 などとのマ ッチングを 促進す
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以上でござ います。
【 教育委員会教 育長（米田 進君）登壇 】

田駐 屯地 や加茂 分屯 基地も あります。 そういっ たものと比較検 討した経

緯 も何 も我々 知ら ない んですよ ね。そうす れば、逆提 案する意味 という

く など 、より 踏み 込ん だ指導を 受けている ところです 。また、海外 の専

コモ ス

国際 記念 物遺跡 会議の調査を 意識した具 体的な助言 をいただ

との 協議 も並 行して 進め ており、 文化庁から は、推薦後 に予定される イ

を 行う などの 作業 を進 め、三 月末に提出い たしました 。この間、 文化庁

に関 係市 町を加 えて 設置し たプロジェ クトチー ム等で、た び重なる検討

文 化審 議会で 審査 の対象 となる推薦 書素案につき ましては、 昨年八月

海 道・北東北 の縄文遺 跡群」の世 界遺産登録 についてお答 えいたしま す。

いと いう わけで はな いで すよ。そうい う球を投 げてやると いうことが 大

ま す。 そのう ちの 二つ は、男鹿 のレーダー 基地と駐屯 地。まあここ がい

いう 意味で の逆 提案 という ことで、まあ 私の頭の中 には四つぐ らいあり

がま た浮 き彫 りにさ れて くるので はないかと 思うんです けれども、そ う

を 検証 する、 それ によ って本 当に新屋でな ければだめ なのかとい うこと

で、 そう いった 球を 向こう に投げかけ てやって 、ほかがだ めだった理由

だ って 同じで しょ う」 という、 比較ができる んですよね 。そういう 意味

住宅密集地だからそこはだめだよね」となったときに、「じゃ、新屋

のは 、例 えば「 秋田 駐屯 地がどう ですか」とい って、「三 百六十度周 り

門家 を加 えた会 議を 開催 し、縄文の国 際的な評 価を検討す るとともに 、

事なんではないかと思います。それによって返ってきた球が、答えが

三浦議員から ご質問あり ました、「 北

推 薦決 定後 に必要 とな る英語 の推薦書暫 定版作成に向 けた作業も 進めて

どん なも のか によ って 、また比較 ができると 。そういう 意味で逆提 案と

●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

おりま す。

こ はど うだろ うと いう のがある んではない かなと私は 勝手に想像 してい

いう こと なんで すが 、知事 の頭の中に も多分、あそ こはどうだ ろう、こ

道 県議 員連盟 の皆 様御 出席のも と、総勢二 百名を超す 参加者で総 決起大

ます けれ ども、 そう いう 意味で提 案ということ は考えられ ないでしょ う

この四月に は、衆議 院議員会館にお いて、四 道県知事や 国会議員連 盟、
会を開 催し、首相 官邸において 要望活動を 行ったとこ ろです。来 月には、

か。

そも そもイージ ス・アシ ョアの秋田 への配置とい

【知事 （佐竹敬 久君）】

新 聞の 首都 圏版 に全面 広告を 出すととも に、四道県 による国へ の要望活
動を 再度行い、 さらなる機運 の醸成を図 ることとし ております 。

●知事 （佐 竹敬 久君）

う もの は、ど うい う意 図で秋 田を選んだか 。一般的に 北朝鮮と言 います

今後 も、県 議会 の皆 様をはじ めとした関 係者の方々 からの後押 しを大
き な力 としな がら 、今 年こそ は必ずや推薦 を獲得でき るよう、鋭 意努め

けれ ども 、識 者の間 では 中国と。 そうします と、必ずしも 中国の場合 、

個人的 にま

秋田が 適す るか とい うと、 まあ地理的、 マクロに見 ても、まあ そういう

理 論が 出てこ ない と。 私自身は むしろ、こ れ個人的です

多分 といいま すか、我々 素人は軍事 的なことも わか

逆 提案 の考 えはな かな か言いづ らいという ような御答弁 でありまし た

よく わか らな い。 そうし ますと、 完全に秋田 県内にどこ かというこ とを

そ うい うふ うに考 えて います 。ですから 、イージス・ アショアの 目的が

イー ジス・アシ ョアについて 、ちょっと お聞

てまい ります。
以上でござい ます。
●十 一番 （三 浦茂人 議員 ）

けれ ども 、多 分

認め ると いう、 まあ 代替地 、こういう ことになるん ですね。そ れから、

たここで 言うのはお かしいです が、むしろ ＳＡＲＤの 方が機動性が いい、

りま せん し、単 純に 考える しかないの ですが、国有 地というこ とだけを

一つ 言えるのは 、三段ロケ ットですの で、最初の一 段目は必ず 落ちます 。

きいたし ます。

ま ず捉 えれば 、新 屋の 演習場も そうですが 、秋田県内 、陸上自衛 隊の秋
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ま ちと いった らそ のま ちから すぐまた同じ ような反対 運動が起き ます。

うい うこ ともあ りま すので 、私の方か ら、逆に 言いますと 、どこどこの

当 広く 、今、 建物 調査 に何億も かけるんです ね。ですか ら、やっぱ りそ

と 思う 。ま あそ うい うことか ら、また、 例えばあれ を調べてみ れば、相

から する と、そ んな に県 外に適地 があるという ことにはな らないのか な

は まず 除かれ ると 思い ます。一 定の距離が 必要ですか ら、そうい うこと

です から 、少な くと も発射 基地から海 までの間 に住宅地がある というの

だ きたいと思 います。

とは 一体 となっ てこ れをや るべきもの と思いま すので、そ う御認識いた

当 然そ の内容 につ いて は、私ど もはやっぱり できるだけ 公開、特に 議会

う ものをずっ と継続し てやるとい うことが必 要であると思 います。ま た、

も環 境影 響評価 、電 波等 、いろん な調査が続く ようであり ます。そう い

も って 判断す ると いう ことには ならないと 思います。 しばらく、 この後

こは まず 待たな けれ ばなり ません。い ずれこの 後、あの回答で 、それで

十一 番三浦議員の 質問は終わ りました。

●議長（ 鶴田有司議 員）

二

番

番

石

川

加賀屋

俊比古

徹

千鶴子

午後 一時三十分 再開

司

四

本

四十名

彦

杉

員
井
清

番

議
薄

方

六

信

席
番

吉

太

藤

出

午前十 一時五十六 分休憩

暫時休憩い たします。

それ を県 が責 任もて るか というと 、もてない わけです。 ですから、そ こ

おっしゃる ことはよ くわかりま した。いず れ

まで は、や っぱ り我 々は県 としてなかな か無理では ないかなと いう、そ
うい うふうに思 います。
●十 一番（ 三浦 茂人 議員 ）

に して も、 知事が 防衛 大臣に 出した質問 状というんで すか、あれ も見さ
せて いた だき まし た。 ほとんどあ れに全て網 羅されてい るんではな いか

一

番

雄

佐

とい うく らい、 すば らしい というか詳 しい質問状だ と思います 。その答

三

佐 々木

番

え がま だ来て いな いの で、それ によって状 況がどうな るかという のがあ

番

八

正一 郎

五

太

藤

りま すが 、私が 言っ た趣 旨は、多 分、県民とい うか素人の 人間は、知 事

健

佐

聡

喜

木

番

鈴

十

番

里

晃

七

麻

正

ほ ど詳 しく ない ので、 「あっ こだばだめ なんだか」 という話が 結構、市

藤

原

加

小

番

十 二 番

九

人

策

民 の皆 さんか ら聞 こえ ます。県 有地あるんで ないかとか 、そういう 話も

茂

雄

浦

川

三

今

浩

十 一 番

十 四 番

武

あり ます 。そう いっ たとき に、きちん とやっぱ り説明して いかければい

純

橋

谷

髙

沼

十 六 番

十 三 番

大

ひとみ

け ない ので、 その 質問 状にい つ答えが来る かわかりま せんが、そ の中で

雄

川

木

石

鈴

十 八 番

十 五 番

彦

治

また やり とり がある と思 うんです 。その場に もやはり議会 として、例 え

晴

英

孝

山

部

雄

平

渡

藤

英

十 七 番

二 十 番

佐

博

ば議長 なり 誰々 、そ の場に 同席するとい うようなそ ういう場面 はつくっ

洋

二十二番

下

東海 林

文

竹

十 九 番

博

二十四番

てい ただけるん でしょうか 。そこだけ最 後にお聞か せください 。

原

正

口

菅

丈

田

二十 一番

【知事（佐 竹敬久君） 】

林

二十 七番

北

どうい う回答が来 るかわかりま せんが、い ずれ一

子

二 十三 番

● 知事 （佐 竹敬久 君）

幸

一

原

英

二十 五番

浦

発の 回答 で「 はい 、そう ですか」 という、そ ういうふう にはならな いと

三

田

二十九番

石

寛

二十 八番

範

思い ます 。こち らの 質問に 対する答え は相当難しく 、答えにく いと思い

嘉

勝

藤

谷

工

土

三 十一番

三 十 番

悦

ま す。 この答 えに くい ものをし っかり答え ることがで きるかどう か、そ
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健 一郎

三十三番
小

加
松

藤
隆

鉱
明

一

人労 働力 の活用 だと 思い ます。日 本で働く外国 人は、主に 四つの在留 資

そ こで 、社会 減の 抑制 と並行して、 もはや無 視できない のがこの外 国

りません 。

藤
三 十五番
衛

近
賢一 郎
関

三十 二番
藤
大

佐
三十 八番

格 によ り滞 在し てい ます。つ まり永住者 や日本人の 配偶者など 「身分に

三 十四番
敏
美恵子

正
田

田
小

基 づく 在留資 格」 が約 三六％、 留学生による アルバイト 等の「資格 外活

柴
四 十 番
司

三十 七番
一
康

口
林

川
北

三 十九 番
四 十三番

木

の 座を 守り続 ける こと になるで しょう。こ れだけ明確 なニーズが ある中

うな 従来 の考え 方を 貫くの であれば、 また新制度に おいても全 国最下位

出て きて いる ほど 事態は 深刻です 。県の担う 役割はここ までだとい うよ

り 背に 腹は かえら れな いと、 もう一度受 け入れを検討 している事 業者も

そう した 課題に 直面 し受 け入れを中止 した事業 者の中にさ えも、やっ ぱ

面も 確かにあり ます。しか し、今や、一 度は外国人 を受け入れ たものの 、

クなど 、一 民間 事業 者のみ の力で乗り越 えるにはハ ードルが高 過ぎる側

言語 や生 活習 慣、モ ラル の違いに 加え、周辺 住民との関係 や失踪のリ ス

と はい え、外 国人 労働 力の受け 入れには様々 な困難がつ きものです 。

の活力を 維持してい こうとお考 えなのか、知 事にお聞き します。

労 働者 も全国 最少 で、 この先ど のようにして 労働力を確 保し、本県 経済

民 間部 門の 動き に任せ ている 現状ですが 、人口減少 は全国最速 、外国人

外国人 労働者とい うテーマにつ いて主体性 をもって所 管する部局 もなく、

十 九名 と全国 最少 であ り、これ は岩手県の 半分にも及 びません。 県では

翻っ て本県 では 、外 国人労働 者数が昨年 十月現在、全 県で一千六 百七

のこと です。

五 年間 就労 できる よう にし、 二〇二五年 までに五十万 人を受け入 れると

が深 刻な 業種に 限り 、そ の技能実習や 語学試験 などを経た 人材が最大 で

留 資格 を来年 四月 から 設けるこ ととしまし た。建設や 介護など人手 不足

に備 え、今 月発 表し た骨太 の方針におい て、就労を 目的とした 新たな在

れ、 労働 力の 補完と して 活躍して おります。 国は、全国 的な労働力不 足

％ に加 え、約 二〇 ％を 占める 「外国人技能 実習生」が 、本来の趣 旨を離

動」 が約 二三％ 、専 門的・ 技術的分野 のいわゆ る「高度人 材」が約一八

一

鈴

休憩前 に引き続き会 議を開きま す。

地 方自治法第 百二十一条に よる出席者

洋

四 十二番

休憩 前に同じ
●副 議長（竹下 博英議員 ）

日 程第一 、一 般質 問を継 続いたしま す。七番鈴木 議員の発言 を許しま
す。
自由民主 党の鈴木健 太です。本日 は一般質問 の

【 七番（鈴木健 太議員）登 壇】（拍手 ）
●七 番（ 鈴木健 太議 員）

機会を 与え てい ただ きました 同僚議員の 皆様に、そ して天気の 悪い中、
傍 聴に おいで いた だき ました皆 様に心より 御礼を申し上 げまして、 早速
ですが質 問に入らせ ていただき ます。
は じめに、外 国人材の活 用についてお 聞きします 。
この 四月 、本 県の 有効求人 倍率が過去 最高の一・ 六〇倍とな り、つい
に全 国平均 を上 回り ました 。求人数が 前年同月より 約三千人増 え、五十
二 カ月 連続の 増加 とな った一方 で、求職者 数は約一千 人減少し、こ ちら
は何 と百 カ月連 続の 減少 です。実 際に県内企業 の経営者と お話しして い
て も、 景気 が悪 いとい う話を 聞くことは 少なく、む しろ「仕事は あるけ
ど 人がい なく てこ なせ ない」とい う悩みを聞 くことの方 がはるかに 多く
なり まし た。現 状が 既に深 刻なことに 加え、先 日発表された人 口推計に
よ ると 、これ から 三十 年間で生 産年齢人口 が五五％減 少すると言 われて
いま す。 この 危機的 な労 働力不足 に対して、 断固立ち向か わなければ な
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次に、 災害時の情 報共有システ ムについて 伺います。

ば あさ んが 孫に お小 遣いを渡 すのさえも 、スマホに よるＱＲコ ード決済

に中 国で は、現 金決 済が 極端に少 なくなり、道 端の出店の 支払いも、 お

導入する ようなイメ ージを抱きが ちですが、 今世界で起 きている変 化は、

昨 年に 続き 、今 年も また県内が 大雨災害に 見舞われま した。特に 秋田

を 使う という 事態 にな っていま す。これによ り、偽造通 貨の使用を 防げ

で、 県と してど のよ うな役 割をこれか ら担って いくおつもりな のか、知

市 内は 、地域 によ って は昨年七 月・八月を上 回る降水量 で、床上浸 水な

るだ けで なく、 経理 業務が 圧倒的に効 率化し、 結果として 生産性を高め

市 民一 人一人 の生 活に まで密接 に関連する 、まさに産 業革命です 。既に

どの 家屋 被害も 多数 発生し ました。今 年の大雨 でも被害地 域を見て回り

る こと になり ます 。ま た、顧 客データを扱 うサービス 業などでは 、デー

事 の御所見をお 聞かせくだ さい。

改 めて 感じた のが 、ど こが冠 水して通行止 めになって いるのか、 行って

本県 のデ ジタ ルイ ノベー ションは緒に 就いたばか りですが、 今から既

タ分 析シ ステ ムを導 入す ることで 、これまで 何日もかけ ていた売り上 げ

の細 かい 情報 を、 従来 であれば地 域で共有す ることなど 到底不可能 でし

に不 安な のは、 民間 の、特 に中小規模 の事業者側が 、自分たち には関係

みな いと わか らない とい うことで す。県内で どのあたり に水が上がる の

たが 、現 在の情 報技 術なら そう難しい ことではあり ません。現 に、埼玉

な いこ とだと 考え てし まうので はないかと いうことで す。県が今 般打ち

分析 作業を わず か数 時間で 、しかもはる かに高い完 成度ででき るように

県内の一部自治体では、ツイッターのアカウントを利用したＤＩＴＳ

出し てい るデジ タル イノ ベーショ ンも、産学官 連携や最先 端の研究開 発

か、 地元の 人は 経験 則上大 体わかるので すが、地元 以外の人が 通りかか

（デ ィッ ツ）と いう 情報 共有シス テムを導入し 、ツイッタ ーに書き込 む

な どば かり が目 立ち、 ごく一 部の企業の みが対象と なりそうな イメージ

な って います 。そ して 、これま で見えなか った消費者 の嗜好がはっ きり

だけで被害状況や支援物資の所在など様々な情報を共有できるように

を 与え ます。 しか し、 本当に重 要で、かつ広 範な結果が 得られるの は、

る と思 いがけ ず通 行で きなくて 、車で無理 に突破を試 み動けなくな ると

な って います 。ツ イッ ターのよ うな匿名情報 の信頼性が 不安なので あれ

小規 模企 業者で も容 易に取 り組める現 場レベル の第四次産 業革命なので

とわ かり 、売れ 筋の 商品 に集中するこ とで売り 上げや利益 率が目覚ま し

ば、 発信 源を消 防団 や地域 防災組織に 限定して もよいかと 思います。今

は ない でしょ うか 。「 攻めの サービス産業 等応援事業 」などでこ の部分

いう 事例 が後を 絶ち ませ ん。多くの場 合、冠水 を確認して 通行止め等 の

回 の大 雨災害 でも 避難 勧告が 多数の県民に 出されまし たが、どう しても

を手 当て はし ており ます が、最も 力を入れな ければならな いのは、そ も

く 向上すると いった話 も当たり前にな っていま す。

大字 単位 など 大ざっ ぱに しか情報 発信ができ ず、結局実質 的には自主 判

そも世 界で 今起 きて いる変 化がどのよう なものなの か、そして 、それが

応 急措 置を するの は、 地元の 消防団や町 内の自主防災 組織などで す。こ

断とな って しま うの が現状 です。今は情 報技術が進 歩している わけです

く 県民 に理 解して もら うこと だと思いま す。これまで うまくいか なかっ

い かに 小さい 事業 者や 個人であ っても関係 があり、取り 入れること でこ

続 いて、小規 模企業者の 生産性革命に ついて伺い ます。

た県の施策を見ていると、「県は準備してやったのに民間の乗りが悪

か ら、 低コス トで きめ の細かい 情報共有は 十分可能です 。検討をお 勧め

まず はじ めに 、県 が今年度 からデジタ ルイノベー ションを強 力に推進

かっ た」 という のが ありが ちなパター ンでした。こ れからは、 もうこれ

れま での ビジネ スを 根本 的に改善でき る可能性 があるとい うことを、 広

する決意を示されたことを高く評価し、感謝したいと思います。イノ

を やめ ましょ う。 乗っ てもらえ なかったの は、自分た ちの制度周 知や必

しますが 、知事の御 所見をお聞 かせくださ い。

ベ ーシ ョンな どと いう と、ある 程度規模の 大きな会社 が最先端の 何かを
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度を 使っ てもら う県 の側 が、やり 方を再検討し て改善を重 ねていかな い

が 使い づらか った せい です。何 とも納得い かないかも しれません が、制

要性 の理 解促進 が足 りなか ったせいで す。また は、補助金制度 の仕組み

者 は増 えま すし 、使 ってみれ ば便利なの で日常的に 使うように なるとい

位が コン ビニと なっ てい ます。こ れらのことか ら、使い道 があれば利 用

％ 以上 の人が 継続 的に 使用して おり、使い 道の第一位 は交通機関 、第二

子マ ネー が多く なっ ていま す。そして 、それら を一旦所持する と、九〇

うこ とがわかり ます。

と 、「また結 局だめで した」で終 わるだけで す。
今 回の デジタ ルイ ノベー ション推進 は、今後の県 経済の浮沈 を左右す

本県 の順位 は発 表さ れていま せんが、肌 感覚では決 して上位で はない

要 素な のでは ない でし ょうか。 使える場所 を増やせば 、利用者はお のず

る極 めて 重要な 事業 であり 、空振りは 許されま せん。まず は広く県民に

併 せて 、県の 準備 する中 小企業向け の各種補 助金制度も アップデート

と増 えま す。大 手コ ンビ ニは既に県内 各店舗で 利用できま すので、ま ず

よ うに 思いま す。 しか し、こ れからインバ ウンドも含 めた交流人 口の拡

すべ きだ と考え ます 。例 えば、製造業 者が新し い設備を導 入しようと し

は 公共 交通 機関の 路線 バスや 公営の駐車 場など、小銭 を扱うのが 煩わし

第 四次 産業革 命の 具体 的なイ メージと重要 性を理解し てもらい、 事業者

て も、 その 補助要 件と して新 規雇用を求 める制度が多 数あります 。人が

く感 じる 公共 サー ビス から着手す るのがよい のではない でしょうか 。予

大を 進め る中 で、ま た、 県内企業 の生産性革 命を推進す るという命題 も

いな いか ら生 産性 を向 上しようと しているの に、雇用を 条件に支援 する

算は かか ります が、 県民生 活に目に見 える変化が生 じ、かつ将 来の投資

側を 「や って みるか 」と いう気に させること に最大の力 を注ぐべきだ と

ので は本 末転倒 では ないで しょうか。 従来の考え方 をまずは県 庁から根

効 果も 大きい ため 、県 民からも 歓迎される と思います 。ぜひ御検 討いた

掲げ る中で 、こ の電 子マネ ー決済の導入 を促進する というのは 、重要な

本 的に 変えて いか なけ れば、時 代の変化に はついてい けません。 知事の

だきた いのですが 、知事の御所 見を伺いま す。

考えます が、知事はど のようにお 考えか伺い ます。

御見解 をお聞きし ます。

行っ た若 者向け アン ケー トによります と、電子 マネーの所 持率は、第 一

に 比べ て極め て低 い水 準にあり ます。昨年 四月に国内の あるＩＴ企 業が

比率は 二〇 ％弱 と、 韓国の 九六・四％、 中国の約六 〇％など、 近隣諸国

のた めか 、ま だまだ 現金 志向が強 く、二〇一 六年のキャッ シュレス決 済

る 流れ となっ てい ます 。一方 、我が国は、 精密な造幣 技術や国民 性など

カー ドや 電子マ ネー など、 ＩＴを活用 したキャ ッシュレス 決済へ移行す

の 就職 率が 八五・ 〇％ である のに対して 、大きな割合 を占めるパ ソコン

ては 、就 職率が 低過 ぎる のではないで しょうか 。ちなみに 、介護系科 目

た のは 三百三 十一 名と いうこと で、深刻な 人手不足が蔓 延する本県 にし

九十七 名で 、最 後ま で修了 したのは五百 二十九名、 その中で就 職に至っ

原則 とし て受 講料無 料で 行ってい ます。平成 二十九年度の 入校者は六 百

会 計事 務や介 護実 務な どで、 三カ月から最 長六カ月間 にわたる教 育を、

るための 職業訓練を 実施してい ます。内容は 、パソコン 事務、医療 事務、

次 に、離職者 職業訓練の 最適化につ いて伺います 。

位 の千 葉県 が七二 ・一 ％、第 二位に三重 県が入り七〇 ・○％、第 三位が

事務 系科 目の 就職 率は六 六・五％ にとどまる ことを考え ると、訓練 科目

関 連して、電 子マネー決 済の導入促 進についてお 聞きします 。

東京 都で 六六 ・二 ％とな っていま す。電子マ ネーの種類 としては、 首都

が就 職率 に大き な影 響を及 ぼしている のではないか と考えられ ます。県

県 では 、主に 再就 職を目 指す離職者 等を対象に、 技能や知識 を習得す

圏で はＳ ｕｉｃ ａな どの交 通系ＩＣカ ードが主流で 、三重県や 第五位に

内 の雇 用市場 で最 も有 効求人倍 率が低いの がこの事務 系職種で、 今年四

御 紹介 したよ うに 、世界 では現金決 済がどんどん 減少し、ク レジット

ラ ンク インし た岩 手県 などの地 方は、ＷＡ ＯＮといっ た流通大手 系の電
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月現 在、 〇・三 七倍 という 大変な狭き 門となっ てします。離職 して再ス

うです。

よう か。 これは もち ろん、 県内の労働 力不足解消に も寄与しま す。ぜひ

後に 就職 しや すい 科目 をメニュー に加えるの も効果的な のではない でし

え ば大 型自 動車の 運転 免許と か、比較的 容易な建設系 の資格など 、修了

練を する のであ れば 、ま ず県内の雇用 情勢をし っかりと伝 えた上で、 例

さ れる のかど うか も極 めて重大 な間題です 。いずれ何 カ月もの期間 、訓

にと っては 、仕 事の 種類も さることなが ら、正社員 としてちゃ んと採用

修了 し、 訓練 内容と 余り 関係のな い企業に何 とか就職で きました。彼 ら

い まま 、県の 準備 した メニュ ーだからとい うことでパ ソコン事務 課程を

の知 人で ある離 職者 は、県 内の業種ご との求人 倍率の格差 を全く知らな

出 口ま でしっ かり 考え た職業訓 練を行わなく ては意味が ありません 。私

な いで しょ うか 。修 了させて 「はい、終 わり」では なく、もっ と最後の

の難 しい 激選区 にせ っせ と送り出 した結果が、 この低い就 職率なので は

主要な商標候補を先行して登録申請するなど、世界の知的財産事情に

しょ うか 。そし て今 回のＥ Ｕのような ケースを防ぐ ため、必要 であれば

登録されていないか、県としてしっかりとチェックすべきではないで

競 争に は間 に合い そう もあり ませんので 、まずは本県 関連銘柄が 他者に

ます 。し かし、 それ もそ う簡単ではな く、既に 始まってい る商標の獲 得

て 商標 登録し 、県 内企 業に使っ てもらうよ うにするの がベストだと 思い

ませ ん。本 来で あれ ば、県 が主導して洗 練された統 一ブランド を確立し

「秋 田」 の名 前を冠 する ことがで きなかった という事態 はあってはな り

質を持つものが少なくありませんが、いざ販路を拡大しようとしたら

いの では ないで しょ うか。 日本酒や木 工品など 、本県には 世界に誇る品

県 とし ては、 この 商標 というも のをもっと重 視していか なければな らな

て いま す。 人口 減少 が避けら れず、いか に外から稼 ぐかが勝負 である本

政府 の補 助金に よっ て日 米欧への 出願数をこの 三年間で七 倍に急増さ せ

今 、海外でも日 本国内でも 商標の出願 が増加傾向 にあり、特に 中国は、

今 後、 県内の 人手 不足 業種へ誘 導するよう な離職者職 業訓練を検 討して

もっと 目を向ける 必要があると 思います。

タ ート を目指 す方 々に 、何とな くワードや エクセルを 教えて、最 も就職

いただ きたいので すが、知事の 見解を伺い ます。

を御 存じ でしょ うか 。これ は本県関係 者ではな く、アキタ ・ブランズ・

「 ＡＫ ＩＴＡ 」と いう商 標がＥＵの 知的財産庁に 登録されて いること

そ の意 味で、 この 商標 にもっ と注目し、民 間企業がし っかりと販 路を拡

すが 、既 にある 魅力 でしっ かり稼ぎ切 れていな いのも本県 の弱点です。

指 針で は、特 許を 中心 とした新 技術の開発に 重きが置か れているよ うで

平 成二 十七 年に 策定し 、今年三 月改定され た秋田県知 的財産活動 推進

リ ミテッドと いうロンドン の会社が昨 年出願し 、認定を受 けたものです 。

大で きる よう に県と して 十分な対 応をすべき だと思います が、知事の 見

次 に、県の商 標戦略につ いてお聞き します。

これ によ り、 このま まの 状態では 二〇二七年 まで、ヨーロ ッパで化粧 品

解をお聞かせ ください 。
Ｎ

「結 婚しろ 」、 「子 供を産 め」などとス トレートに 言うとハラ スメン

次に 、県庁職員 の少子化問 題について伺 います。

や洗浄 剤と いう 分類 におい て、「ＡＫＩ ＴＡ」を使 った商標は 使えない
ａｎｄ

と いう 状況に なり まし た。調べ てみると、 この商標は、 本県の関係 商品
を先 んじ て売り 出そ うと したものでは なく、「 Ａｋａｓｈ

た結 果、 偶然 に「 ＡＫＩ ＴＡ」と なってしま ったケース のようです 。本

人」 が五 七％と 圧倒 的な一 位である一 方、現実の子 供の数は「 二人」が

平成 二十 七年 の県 のアンケ ートにより ますと、理 想の子供の 数は「三

ト だとされま すので、 慎重にお聞きし ます。

来、 ある 程度著 名な 地名は 商標として 登録できない はずですが 、ＥＵの

五 四・ 三％で 一位 にな っていま す。その違 いの理由と しては、「 子育て

ｉ ｋｉ ｔａ 」とい うイ ギリス の日用品関 連の業者が名 前を省略し て縮め

知 的財 産庁で は残 念な がら本県 の地名を思 い出しては もらえなか ったよ
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昨年 度の包 括外 部監 査結果 で興味深いデ ータを見つ けてしまい ました。

般県民 よりは相当 高い出生率 であろうと予 想しており ました。と ころが、

て いる 。少子 化問 題に 先頭に 立って立ち向 かう職業で もあります し、一

確実 に賞 与は支 給さ れ、何 より倒産の 危機もな く、老後も 比較的安定し

る とは いえ、 大方 の中 小企業よ りはかなり高 い給与水準 で、不況下 でも

捻 出す るとこ ろが 最も 重要で、 かつ、今の 本県職員の 不得意な分野 なの

局長 の決裁 を得 ると いう感 じでしょうか 。私は、こ の初めのア イデアを

職員 がア イデ アを出 し、 想定され る問題点な ど洗い出し て練り上げ、 部

し ょう か。県 庁に 勤め たこと がない私の想 像ですが、 ある課題に 対して

県で は、施 策を 一か ら考案す る際にどの ようなプロ セスを経て いるで

次に 、データ分 析による政策 立案につい て伺います 。

から 。秋 田の大 事な 子供を しっから育 ててくだ さい」、そのよ うな雰囲

そ れは 東北各 県の 児童 手当の支 給状況で、 受給者一人 当たりの支給 額や

では ない かと感 じて いま す。この作業 には幅の 広い自由奔 放な発想と 、

にお 金が かかり 過ぎ る」が 七一・八％ と断トツ の一位、第二位 には「仕

対象 児童 数をま とめ たも の、つまりは 親一人当 たりの子供 の数が比較 で

施 策の 対象 となる 人や 環境な どをできる だけリアルに 想像する能 力が求

気 まで 持って いき たい ところで す。他人と 過去は変え られないが 、自分

き るデ ータ です。 一般 市民の 比較で、本 県は予想どお り東北第六 位でし

めら れま す。 これ は、 正確性や公 平性を至上 命題とする 行政職員に 求め

事 に差 し支え る」 が三 七・八％ となってい ます。希望 出生数を実 現でき

た。 問題 は県 職員 の方 です。他県 もほぼ同じ 給与水準で 、むしろ地 価な

るこ とに そもそ も無 理があ るのかもし れません。そ うかといっ て私が得

と未 来は 変えら れる 。県 庁職員の 皆さんの頑張 りに期待を します。知 事

どの 住宅 事情は 宮城 県や福 島県よりも よい条件のは ずですが、 県職員同

意 かと いうと 、そ うい うわけで もありませ ん。土台こ の作業は大 変に難

ない 理由 第一位 の「 お金 がかかり 過ぎる」が比 較的深刻で はない方々 と

士 の比 較でも やは り東 北最下位 でした。こ の理由はよ くわかりま せん。

しく 、ご く一部 の非 凡な センスを 持つ人が世の 中に革命的 な変化を起 こ

か らも、この 件につい てメッセー ジをお願い します。

しか し、 一般市 民の 数字 と県職員 の数字にわず かな差異し か見られな い

し たり、ビジ ネスで大 成功したり するものだと 思います。

し て、 県内 では まず 県庁職員 が思いつき ます。民間 所得を基準 にしてい

こ とか ら、 本県 職員は 経済力 の割には少 子化傾向が 強いことが 言えると

底し て行 うべ きで はない でしょう か。県庁の 各職場が出 産に対して どの

さ んが 希望 する子 供の 数を実 現するため の職場づくり を、県庁自 らが徹

こと が政 策の主 眼と なっ ています。そ うであれ ば、まずは 県庁職員の 皆

生 率の 実現で あり 、国 民一人一 人の願いを 叶えるための 障害を取り 除く

もちろ ん結 婚・ 出産 は個人 の自由です。 国が目指す のもあくま で希望出

の説得 力もありま せんし、親 身な施策を講 じることも できないで しょう。

な 使命 である にも かか わらず 、自分の家族 計画だけは 別というの では何

県が これだ け人 口減 少に苦し み、少子化 問題の克服 が自分たち の大き

なも ので す。こ れら をデー タ化して人 工知能により 分析すれば 、課題の

る自 由意 見な どは 、せっ かくある 原石を全く 磨かずに放 置してある よう

％ 」と いっ た単な る計 数的な 結果や、整 理集計されな いまま羅列 してあ

答え がそ の中に 入っ てい るからです。 「この問 いに対する この回答が 何

行 政に は何を 本当 に求 めている のかといっ た問いに対す る間違いの ない

い結果の出て いない分 野で、県民 はなぜ結婚 ・出産に踏 み出せないの か、

の山 です 。結 婚・出 産の 奨励や若 者の定着促 進など、なか なか目覚ま し

県 民意 識調査 をは じめ とする アンケート結 果などの膨 大なデータ は、宝

りま した 。それ がデ ータと 人工知能の 活用です 。県がこれ までに行った

し かし 、今日 、テ クノロ ジーによっ てこれが誰に でもできる ようにな

よう な雰 囲気な のか 、私に は正確には わかりません が、妊娠し た職員を

核 心を ついた 実効 性の ある施策 を、誰が見 ても思いつ くことがで きるよ

思い ます。

み んな で歓迎 し祝 福す る、祝福 どころか「 ありがとう 、みんなで 支える
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既 にビ ジネス の世 界で はデータの活 用がかな り進んでい ることは御 紹

にな りそ うな物 件だ けで も少しず つ登記手続を 進めるべき だと思いま す

で はな いでし ょう か。 そして、 もし膨大に あるのだと すれば、特 に問題

早け れば 早いほ どよ いので 、少なくと も未登記 不動産の調査を 行うべき

介し たと おりで す。 また 、データ は県庁の外に もたくさん あります。 若

が 、県 取得 物件 の登 記手続の 完了状況と 、それに関 する知事の お考えを

うになる かもなるか もしれません 。

年 世代 のユ ーザ ーが 多いツイ ッターやイ ンスタグラ ムなどには 、誰にも

お聞 かせくださ い。
た 。（拍手）
●副議長 （竹下博英 議員）
●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

鈴木健太 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】

県 当局の答弁を 求めます。

以上 で私か らの 一般 質問を終 わります。 御清聴あり がとうござ いまし

気 を遣 わず並 べら れた 本音の言 葉があふれて います。今 やこうした 情報
を、 地域 を限定 して 収集し たり、アル ゴリズム と呼ばれる 計算基盤によ
り 頻出 単語や その 傾向 をあぶ り出すなど、 自在な分析 が可能とな ってい
ます 。工 夫次 第で幾 らで も活路を 見出す手段 はあります 。迫り来る人 口
危機 を前に 手詰 まり 感を感 じているのな らば、これ までの経験 や勘によ
る ので はなく 、顧 客で ある県民 の声そのも のと言える このデータを 活用

ため、特に当事者間に不都合は生じず、余り問題化することはありま

す 。こ の場合 、市 町村 の固定資 産税台帳には 所有者の変 更が反映さ れる

の 名義 のま まに なって いるも のが相当数 あるのでは ないかとい うことで

から 三十 年前ま での 古い 取得物件 の中には、登 記手続を怠 り、前所有 者

了 しま す。し かし 、私 が登記実 務の現場で 感じるのは 、だいたい 二十年

県が 収用等 で不 動産 を取得し た場合、通 常は嘱託によ り登記手続 を完

最後に 、県が取得 した不動産 の未登記の 問題につい て伺います。

大 が「 骨太の 方針 」に 示され たところであ ります。こ うした状況 を踏ま

建設 、介 護など を想 定し、 新たな在留 資格によ る外国人材 の受け入れ拡

能 実習 制度の 活用 に対 する関心 が高まってき ております 。また、農 業や

止 まり し、 人手 不足が 深刻化 する中で、 県内の多く の業種にお いて、技

少な さが 要因の 一つ と考 えられま す。しかしな がら、有効 求人倍率が 高

本 県で は、縫 製関 係の 団体のみ となってい ることによ る受け入れ 業種の

自動 車整 備など 多様 な業種 を対象とす る監理団体が 多くあるの に対し、

状況に ありますが 、これは、 岩手県や山 形県では、 食品加工、機 械加工、

まず、 外国人材の活 用でござい ます。

せ ん。 しかし 、ひ とた びその 物件を活用す る必要が生 じた場合に は、当

え、 県と して は、ウ ェブ サイトで の情報提供 を強化すると ともに、県 内

した 政策 立案を 導入 され ることをお勧 めします が、知事の 見解をお聞 か

然登 記名 義を 県にし なけ ればなり ません。登 記手続という ものは、い か

企業等 を対 象と した 技能実 習制度に関す るセミナー を開催する ほか、商

本 県で は外 国人労 働者 が少なく 、とりわけ 外国人技能実 習生が少な い

に法律 上の 権利 が移 転して いても、あく まで登記簿 上に記載さ れた所有

工 団体 、金融 機関 など の関係機 関による協 議の場を設置 し、幅広い 業種

せ ください。

者 をも とに申 請す るも のです。 したがって 、登記簿上の 所有者が死 亡し

において適正な形で外国人材の活用が促進されるよう、積極的に取り

次に、 災害時の情 報共有シス テムでござ います。

てい る場 合には 、そ の相 続人全員の印 鑑を集め るか、全員 を相手取っ て
間が 経過 する と、 当然相 続人が枝 分かれして 多数になり 、ますます 手続

大雨 や洪水 など の災 害から住 民の生命・ 財産を守るた めには、災 害に

組 んでまいり ます。

が困 難に なって いき ます。 これがまさ に所有者不明 土地の増加 した原因

関 する 情報を 迅速 かつ 正確に提 供すること が重要であ り、県では 、「防

登 記手 続請 求訴訟 を提 起する しかありま せん。もし登 記しないま ま長期

の 一つ であり 、国 が近 年、相続 登記を促進 する理由で す。対処す るのは
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あっ たと 評価さ れて おりま す。さらに 、避難勧 告等が発令 された区域に

災 害の 際には 、安 否の 確認や交 通機関の運行 状況等の情 報共有に有 効で

の 情報 をリ アル タイ ムに収集 できること から、熊本 地震のよう な大規模

災害 時に おける ＳＮ Ｓの 活用は、 自らの情報を 発信すると ともに、多 く

発 令す る避難 勧告 等に 関する情 報を一元的 に発信して おります。 また、

災ポ ータ ルサイ ト」 により 、気象、雨 量、河川 の水位に加え、 市町村が

な 施策も実施 してきており ます。

を要 件と しない 支援 制度を 創設するな ど、産業 界の実情に 合わせた新た

こ うし た取り 組み に加 え、生産 性向上に資す る設備導入 等に対し、 雇用

と なる よう 雇用 の拡 大を促す 制度も引き 続き必要と 考えており ますが、

た、 中小 企業向 けの 補助 金制度に ついては、若 者等の県内 就職の受け 皿

へ の対 応につ いて 、そ の必要性 を強く説い てきたとこ ろでありま す。ま

ると の発 言を繰 り返 すなど 、幅広い分 野におけ るデジタルテク ノロジー

いず れに いた しまし ても、 今年度を「 デジタルイ ノベーショ ン元年」

お いて も、道 路の 冠水 等の情 報がＳＮＳで 共有される ことにより 、避難
所の みな らず 、自宅 の二 階にとど まる「屋内 安全確保」 など、住民の よ

う こと により 、県 内企 業が第四 次産業革命 は自らの問 題であるとの 認識

と位 置づけ 、セ ミナ ーや広 報など普及啓 発に係る取 り組みを積 極的に行

県 とし まして は、 今年九 月に北秋田 市で実施 する総合防 災訓練におい

を新 たに してし っか りと 向き合ってい けるよう 、全力で取 り組んでま い

り適切な 避難行動につ ながるもの と考えてい るところで あります。
て、 住民 がＳＮ Ｓに よる 情報発信を体 験する場 を設け、そ の利便性等 に

り ます。

次に、 電子マネー 決済の導入 促進でござ います。

つ いて 理解 を深め るこ とにし ております が、一方で、 ＳＮＳにつ いては
デマ や風 評を 助長 する という課題 もあること から、今後 は、御指摘 のＤ

本県 におけ る電 子マ ネー等に よるキャッ シュレス決済 は、平成二 十六

年 度の 商業統 計調 査に よると、 小売業にお けるプリペ イド型電子 マネー

ＩＴ Ｓを 含め、 情報 共有シ ステムを導 入している自 治体におけ る災害時
の活 用状況や有 効性などに ついて、鋭 意研究・ 検討してまいり ます。

響 を及 ぼすも ので あり 、時代の 潮流を見据え 、積極的に 対応する必 要が

ては 、顧 客ニー ズや 人手不 足への対応 のほか、 購買履歴等 取引データの

キ ャッ シュレ ス決 済は、 消費者の利 便性の向上に 加え、事業 者におい

とク レジ ットカ ード の販 売額比率 が、全国の一 六・一％に 対し、本県 で

ある こと から、 県で は、新 たにデジタ ルイノベ ーション戦 略室を設置し

マ ーケ ティン グで の利 活用が 新たなサービ スや付加価 値の源泉と なる可

次に、 小規模企業 者の生産性革 命でござい ます。

たほか、民間主体での取り組みを促進するため、地元中小企業の社長

能性 もあ るこ とから 、今 後は、さ らなる普及 促進が必要で あるものと 考

は 一一・六％ であり、 他県に比較 して進んでい ない状況が 推察されま す。

さんであるあきた工業会会長をトップとする「秋田デジタルイノベー

えております 。

第 四次 産業 革命 による 産業・社 会の変革は 、本県にと っても多大 な影

ション推進コ ンソーシ アム」を設 立したとこ ろでありま す。

の可能 性があると の認識が、 まだまだ浸 透していない と感じてお ります。

と とも に、 ＩＣＴ 等の 活用に よって経営 改善や新たな ビジネスチ ャンス

入が 十分 に進ん でい なか ったことが実 情であり 、現状に対 する理解不 足

事業 費補 助金な どの ほか、 国の支援制 度等も活用し ながら、商 業・サー

りま す。 県と いた しまし ても、今 年度新設し た小規模企 業者元気づ くり

キ ャッ シュ レス化 の推 進を検 討課題とし ているなどの 動きが出て きてお

り上げ増 加や生産性 向上等に向 けて、「情 報化推進研 究会」を立ち 上げ、

こ うし た中、 秋田 県商工 会連合会で は、中小 企業・小規模事 業者の売

この ため 、私自 らも 従前か ら様々な機 会を捉え、Ｉ ＣＴに理解 を示さな

ビス 事業者のキ ャッシュレ ス化への取 り組みを支援 してまいり ます。

一 方で 、県内 の小 規模企 業者等にお いては、 これまで情報化 や技術導

い 経営 者は急 速に 進む 経営環境 の変化を危 機感を持っ て認識すべ きであ

- 298 -

援 制度 等につ いて 、バ ス事業者 や自治体に周 知するなど 、今後も関 係機

促 進の 観点 から 、Ｉ Ｃカード の導入メリ ットや他県 の導入事例 、国の支

ある こと から導 入が 進ん でおりま せんが、県民 の利便性向 上や観光誘 客

ス 事業 者にお いて 、多 額の費用 を要するこ とや収益改 善効果が不 透明で

また 、公共 交通 機関 につきま しては、厳 しい経営環 境にある本県 のバ

海外にお ける商標の 登録状況に 係る無料調 査や商標等の 出願費用の ほか、

意 を喚 起して いる とこ ろであり ます。また、 国やジェト ロにおいて は、

展 開支 援ネ ット ワー ク」等を 通じて、海 外での出願 事例等を紹 介し、注

個別 相談 に対応 する とと もに、貿 易支援機関等 で構成する 「あきた海 外

知 財総 合支援 窓口 を設 置し、商 標権の海外 展開を含め た知的財産 全般の

りま す。 このた め、 県にお いては、あ きた企業 活性化センター に秋田県

今後 、県と いた しま しては、 ジェトロ等と の緊密な連 携のもと、 本県

おりま す。

商 標を 先取り 登録 され た場合 の取消訴訟等 の費用に対 する補助を 行って

関と情報 共有を図っ てまいりま す。
な お、 秋田市 が昨 年度 設置した 、県や交通事 業者等で構 成される秋 田
市交 通系 ＩＣ カード 導入 推進協議 会からは、 「バス利用 促進に向けＩ Ｃ
カー ドの早 期導 入に 向けた 検討が必要」 との提言が なされたと ころであ

努め 、海 外展開 を支 援す る関係団体に 対し提供 するととも に、商標に 係

に 大き な影響 を与 える 地名の商 標出願状況 等について 一層の情報収 集に

次に、 離職者職業訓 練の最適化 でございま す。

る 補助 制度 の積極 的な 周知を 図ることな どにより、県 内企業の海 外への

り、 県といたし ましても今 後の市の動向 を注視して まいります 。
離 職し た方 々の再 就職 の促進に 向けた職業 訓練について は、県及び 国

将来 の資 格取得 に役 立つコ ースを設定 している ところであ ります。受講

技 を重 視した 技能 の習 得を目的 に、機械加工 や電気設備 、ビル管理 など

機 械運 転科 を開 設して おりま す。また、 ポリテクセ ンター秋田 では、実

のパ ソコ ン研修 など を実 施してい るほか、鷹巣 技術専門校 において建 設

任 者研 修や、 あら ゆる 年代・業 種に共通す る基礎的な スキル習得 のため

し実 施し ており ます 。県で は、民間教 育訓練機関を 活用し、介 護職員初

産 との 関係を 分析 し、 それぞ れの地域の特 性に応じた 、きめ細か な少子

地域 の歴 史や気 候・ 風土、 ライフスタ イルなど の社会的要 因と結婚・出

は 結び ついて いな いと の指摘も なされており ます。この ため、今後 は、

す が、 一方 で、 所得の 向上が 婚姻率や出 生率の向上 に必ずしも 直接的に

ポー トや 子育て しや すい 環境の充 実など少子化 対策に取り 組んでおり ま

本 県に おいて は、 経済 的支援を中心 とした、 結婚・妊娠 ・出産への サ

次に、県庁 職員の少 子化問題でござ います。

販路拡 大につなげ てまいりま す。

する訓練科目については、訓練修了後の早期就職につながるよう、ハ

化対策 を検討して いくことに しております 。

の機 関が 役割 分担 しな がら、企業 のニーズに 応える多様 なコースを 設定

ロー ワー クが 求人・ 求職 情報の提 供や必要な アドバイスを 行い、最終 的

少子化 対策 を進 める 上では、 県民や企業な ど社会全体 で結婚・出 産・

子 育て を応援 する とい う機運を 醸成してい くことが重要 であり、県 職員

には受講者本 人が決定 することに なっており ます。
今 後も 、離職 者職 業訓練 の実施に当 たっては 、必要に応じて 労働局等

の間 にお いても 、子 供や 子育てに関す る話題が あふれ、明 るくはつら つ

次に、 データ分析 による政策 立案でござ います。

関係 機関 と協議 し、 訓練 科目を見直す とともに 、受講者の ニーズを尊 重
次に、 県の商標戦 略でござい ます。

県では、これまで、県民との対話やアンケート調査、あるいは市町

と した職場に なるよう 、職員とともに 鋭意取り 組んでまい ります。

県内 企業の 海外 展開 において は、自社製 品の差別化や 権利の保護 のた

村 ・団 体との 意見 交換 などを行 いながら県 政へのニー ズを把握す るとと

し ながら、求 人・求職 のミスマッチの 解消に努 めてまいり ます。

め 、商 標権を はじ めと した知的 財産対策は 重要である ものと認識 してお
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解消 を図 ってき たと ころで ありますが 、時間の 経過とともに権 利関係が

こう した ことか ら、 未登記 不動産につ いて、その現 況や登記に 向けて

もに 、統 計デー タの 分析等 を行い、必 要な政策 を打ち出してま いりまし
ノベ ーシ ョンが 急速 に進 行してお り、先端テク ノロジーを 行政事務に 取

解 決す べき 課題 、将 来の利活 用の可能性 などの調査 を実施し、 その結果

複 雑化するなど により、手 続が進んで いない状 況になっており ます。

り 込む 動き が出 てき ておりま す。県にお いても、今 後、県民か らの問い

を 踏ま えて、 重点 的に 取り組む 物件を選定し ながら、未 登記の解消 に鋭

た 。こ うした 中、 ビッ グデータ やＡＩに代 表される第 四次産業革 命のイ

合 わせ に対す るＡ Ｉに よる自動 回答や、ソフ トウエア型 のロボット を用

意努めて まいります 。
以 上でござい ます。

項目によ っては大変 前向きな御 答弁をいただ き

いた 定型 業務の 自動 化など 、新技術を 活用し、 業務の効率 化を図ってま
い ります。

●七 番（ 鈴木健 太議 員）

まし て、あ りが とう ござい ました。一点 だけちょっ と確認をさ せていた

行政 分野 にお けるＡ Ｉの活 用は、定型 業務にとど まらず、将 来的には
技術 の進展 に伴 い、 その活 用範囲が広が っていくも のと想定さ れます。

だき たいと思い ます。

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

総括的には 、そこが主体 でございま す。ただ、 例

【知事 （佐竹敬 久君）】

労働政策 課というこ とでよろしい でしょうか 。

責任 を持 って この テーマ について所管 をするのは 、産業労働 部の雇用

る とい うこ とで、 取り 組まれ るとのこと ですが、結局 のところ、 所管

外国 人材の 活用 につ いて、 セミナーをや る、それか ら協議の場 を設け

一 方、 ＡＩに 学習 させ るデータ やその活用 方法によっ ては分析結果 が大
きく 左右 される こと から 、どのような データを いかにして 分析するの か
を 慎重 に見 極める こと が重要 であり、こ うした新しい 技術に関す る専門
的知見 の習得など 、職員の資 質向上を図 っていくこ とも必要であ ります。
また 、精 度の高 い分 析結果 であっても 、これをどの ように政策 に反映す
る かに ついて 、最 終的 には人間 が責任をも って判断し ていくべき ものと
認識し ております 。

値 する ものと 考え てお ります 。このため、 今後、具体 的な政策を 立案す

ため には 、大量 のデ ータの 収集・分析 を得意と するＡＩの 活用は検討に

す ます 多様化 ・複 雑化 する行政 ニーズを的確 かつ効率的 に把握して いく

ネッ トワ ーク を組み なが ら、いず れこれにつ いて骨太の方 針からかな り

申 請を したこ とも ござ います 。そういう経 験もござい ますので、 関係の

をと りな がら、 農業 の方も 、例えば福 祉の介護 の方は、前 に国に特区の

従 業員 の比率 で多 いの が産業労 働部の関係で すので、そ こを中心に 連携

え ば介護だと か、あと 農業の方も ございます。 今一番の業 種からする と、

るた めの 支援 ツール とし て、ＡＩ の活用の可 能性について 研究してま い

進むと 思い ます 。で すから 、国との関係 もございま すので、こ こら辺は

い ずれ にし まし ても、 人口減少 や高齢化の 急速な進行 に伴い、今 後ま

ります。

ち ょっ と戸 惑う業 種も ござい ます。ただ 、大分そうい うところが 、全体

相 当前 とは違 った 対応 ができ、 また、これ によって県内 企業の意識 も変

を 行う こと にして おり 、換地 処分を伴う 場合などを除 き、未登記 は発生

の雰 囲気 が違 って います ので、そ の拒否反応 も少なくな ってきてい ます

最後 に、県取得 不動産の未 登記問題でご ざいます。

しな い仕 組み にな ってお ります。 しかしなが ら、こうし た取り扱い をす

ので 、そ ういう とこ ろを含 めて、今ま でのやり方と はちょっと 違ってく

わるかと 思います。 確かに、繊 維縫製関係 はずっと使 ってますけれ ども、

る以 前に おいて は、 昭和四 十年代を中 心に相当数の 未登記物件 が生じて

る と思 います 。外 国人 労働者を 入れるのは 是という立 場でこれか らやる

県が 取得す る不 動産 につい て、現在は登 記の完了確 認後に支払 い手続

お り、 これま で関 係者 の特定や 協力を得る ための説明 に努めなが らその
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必要があ ると思いま す。
●副 議長（竹下博 英議員）

七番鈴木議 員の質問 は終わりました 。

以上で 本日の日程 は全部終了し ました。
本 日は、これ をもって散 会いたしま す。
午後二 時十七分散 会
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