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進

総

長

田

治

部

課

財

米

末

政

教育委員会教育長
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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、委員 会に付託し た請願は、 別紙請願文 書表（第二号 ）のとおり である。

一、委 員会 に送付 した 陳情等 は、別紙陳情 文書表（第 二号）のと おりであ
る。

【 平成三十年 第一回定例 会（六月議 会）陳情・請 願文書表

日 程第一、一 般質問を 行います。

（各第 二号）は巻末 に登載】
●議 長（鶴田有司 議員）

本日 は、 六番杉 本俊 比古議 員、十八番 石川ひとみ 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 、六番杉本議

【「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 由民主党会 派の杉本

【六番（ 杉本俊比古 議員）登壇 】（拍手 ）
●六番 （杉 本俊比 古議 員）

俊 比古 でござ いま す。 県議会議 員として二 度目の一般 質問に立たせ てい
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の地 元男 鹿市で も、 住家の 全壊二棟、 一部損壊 二棟などの 被災や田畑の

よ り大 きな被 害を 被ら れた方々 に、心からお 見舞いを申 し上げます 。私

質 問に 入る 前に 、ま ず、去る五 月十八日か ら十九日に かけての豪 雨に

船 関連 行事に 先立 ち、 五月二 十五日に秋田 県主催で行 われた中国 側旅行

回の 訪問 で秋田 への 関心が 高まったも のと感じ ております 。また、北前

さ せて いただ きま した 。秋田市 竿燈会による 竿燈演技の 披露もあり 、今

お りま す。 私も 、交 流人口の 拡大、観光 振興への期 待を抱きな がら参加

ｎ大 連」 が開催 され ました 。五月二十 五日から 二十八日にかけ て行われ

冠 水被 害があ った ほか 、車両 通行について も、男鹿市 にとって生 命線と

会社を 対象とした 観光セミナ ーでは、知事 をはじめ参 加自治体の 首長が、

ただ きま した。 機会 を与え ていただい た先輩、 同僚議員の皆様 に御礼を

も言 える 国道 一〇一 号線 の生鼻崎 トンネルが 、船川側出 口脇の崩落に よ

秋田 の自然 や食 、伝 統文化 など、誇るべ き観光資源 について熱 を込めて

た フォ ーラム 及び 一連 の関連行 事には、本 県から佐竹 知事を先頭 に、県

り一 時上下 線と もに 通行不 能になるなど 、大きな被 害を被りま した。こ

プ レゼ ンして おら れま した。ま さに知事を トップとし た一大観光キ ャン

申 し上 げます 。ま た、 お忙しい 中、傍聴に お越しくだ さいました 皆様に

う した 中、県 にお いて は、豪雨 後の被災状 況の把握や 当面の車両通 行の

ペー ンを 展開し たと 実感 したところで あり、今 後、この成 果をどのよ う

内の 市長 や町長 、民 間企 業・団体 のリーダーな ど計六十六 人が参加し て

確保 など 迅速な 対応 をし ていただき、 感謝いた しておりま す。今後の 対

に 膨らませて いくのか 、大きな期待感 を抱いた ところであ ります。

対し、 心から感謝 を申し上げま す。

応 につ いて も、被 災者 や被災 地域の気持 ちに寄り添っ た対応をし ていた

そこで 、今後、北 前船を通じ た観光振興 をどのよう に図っていく のか、

また、北 前船寄港地 フォーラムの 開催は経済 効果が大き いと思いま すが、

だくよ うお願いを 申し上げて 、質問に入 らせていた だきます。
はじめに、 観光振興 についてお伺い します。

次 期フ ォーラ ムの 開催 を誘致す る考えはあ るのか、知 事のお考え をお伺
いしま す。

ま ず、 北前船 の寄 港地 フォーラムを 通じた観 光振興につ いてであり ま
す。

文化 の交 流に 大き な役割 を果たし てきた北前 船の精神を 現代に生か し、

回 ずつ 、男 鹿市で 二回 と、計 四回開催さ れております 。このたび 、人や

た。 これ まで二 十二 回を 数えており、 本県でも 、秋田市と にかほ市で 一

九 年十 一月の 酒田 市で の開催を 皮切りに毎 年開催される ようになり まし

た「北 前船 寄港 地フ ォーラ ム」を開催し ようとする 声が高まり 、平成十

した が、 かつ ての寄 港地 同士の連 携や交流に よる地域活性 化を目的と し

ク ロー ドとも 言わ れて おりま す。その後、 北前船は長 く途絶えて おりま

各地 の港 町の経 済や 文化の 発展に大き く貢献し 、そのルー トは海のシル

を 通り 、日本 海沿 岸を 北海道ま で往来した商 船のことを 称します。 沿岸

「秋田と の産業・観 光交流を進め るべく、早 速事務レベ ルで調整す る」、

「知事を先頭に多くの要人がおいでいただいたことに感動している」

方 々に秋田に おいでい ただきたいと語 りかける 知事に対し 、大連市長 は、

されていることなど、大連市との親近感もアピールしながら、多くの

進 出し た「Ｔ ＤＫ 」の 創業者は 秋田県人で あること、秋 田県人会が 組織

の学力 など の秋 田の 魅力を アピールする とともに、 先陣を切っ て大連に

長と の会 話で ありま す。 豊かな自 然や食、伝 統文化、全国 トップクラ ス

さ せて いただ きま した 。特に 私が印象に残 っているの は、知事と 大連市

は、 大連 市政府 や中 国側関 係者への表 敬訪問を 精力的に行 い、私も同行

タ イト な日程 の中 、知事 をはじめ秋 田市や男鹿市 など各自治 体の首長

次 に、大連市 との交流に ついてであ ります。

日本 と中 国各都 市と の交流 を拡大する ため、取り組 み開始以降 初めて海

さ らに は、自 らも 「秋 田を訪ね たい」と応 じました。 私も、大連 市との

北 前船 とは 、江 戸時代 中ごろか ら明治三十 年代まで、 大阪から瀬 戸内

を 渡り 、中国 遼寧 省の 大連市で 「第二十三 回北前船寄 港地フォー ラムｉ
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交流 促進 は、観 光振 興など 様々な面で 本県の活 性化に資する成 果が期待

み が生 じてい るほ か、 昨年の外 国船籍のク ルーズ船寄 港時には、 一般市

ルー ズ船 が接岸 する 一万五 千トン岸壁 背後の舗 装部が経年劣化 による傷

備に も積 極的 に取り 組ま れるよう 願うところ であります が、知事の御 所

県 がク ルーズ 船誘 致を 積極的 に進める上で 、船川港の 受け入れ環 境の整

なら ず、 広域で の観 光振興 や活性化に 大きく寄 与するもの であります。

一 度に 多くの 観光 客が港 におり立つ クルーズ船の 寄港は、寄 港地のみ

た 多くの市民 から戸惑 いの声も聞 かれたとこ ろであります 。

民の ソー ラスゲ ート 内の 保安区域 への立ち入り が制限され 、歓迎に訪 れ

で きるように思 います。
そこ で、 今回の 訪問 を踏ま え、まずは 観光交流がス タートにな ると思
い ます が、 今後 どの ような取 り組みを進 めていくお 考えか、知 事の御所
見を 伺います。
次に 、クル ーズ 船の 誘致に向 けた受け入 れ環境の整 備について お伺い
し ます。
帰 国 か ら 数 日 後 、 男 鹿 市 で 船 川 港 湾 振 興 会 主 催 の 講 演 会 が 行 わ れ、

機会 があ りまし た。 講演 によると、現 在、世界 では三百七 十一隻の大 型

一 般財 団法人 みな と総 合研究財 団の副理事 長、山縣宣 彦氏のお話を 聞く

グ ラム によ って進 めら れてき た男鹿市の 複合観光施設 「オガーレ 」が、

まず 、地元 の動 きに 触れさ せていただき ますが、未 来づくり協 働プロ

次に 、地域活性 化への支援 についてであ ります。

見をお伺 いします。

ク ルー ズ船 が就航 して おり、 世界のクル ーズ船客は約 二千五百万 人で、

七月 一日 にグ ラン ドオ ープンを迎 えることと なりました 。これまで 御支

「我 が国の クル ーズ の現状 と日本海クル ーズの今後 の展開」と 題する、

今後 、新 造船 の投 入に よりさらな る増加が予 測されてい るそうであ りま

援いただ いた県当局 、県議会の皆 様に心から 感謝を申し 上げます。

オ ガー レは、 男鹿 の恵 まれた山海の 食資源や 観光資源を 生かして、 地

す。 また 、中国 もク ルーズ 船建造を進 めるなど、ク ルーズ船ビ ジネスに
熱 心で 、クル ーズ 旅客 数は年平 均三三％増 加し、二〇 二〇年度ま でに四

てき てお りま す。 クルー ズ船の寄 港に際して は、地元の 婦人会や子 供た

初 入港 する など、 交流 人口の 拡大をはじ めとした新た な可能性も 生まれ

の日 本船 籍のク ルー ズ船 に加え、昨年 五月には 外国船籍の クルーズ船 が

果 たし てまい りま した 。さらに 、このとこ ろ、飛鳥Ⅱや にっぽん丸 など

因から 、静 穏な 海域 を有し 、これまで地 域経済を支 える港とし て役割を

も大 きな 期待 をして おり ます。船 川港は、男 鹿半島に囲ま れた地理的 要

が 進ん でおり ます 。一 方で、 男鹿市民は、 船川港への クルーズ船 寄港に

旅客 専用 列車の 運行 等によ り、寄港の 効果が広 域的に及ぶ 仕組みづくり

田 港で は、県 によ る旅 客ターミ ナルの整備や ＪＲ東日本 によるクル ーズ

そ のク ルー ズ船 の受け 入れのた めの港湾整 備について であります 。秋

う、 これ までに ない 大きな 連携をして いただきまし た。これに より、オ

トル ほど 移設 して 小型風 力発電を 導入したエ コステーシ ョンにする とい

電 池車 両ア キュム が運 行され ているほか 、男鹿駅をオ ガーレ側に 百メー

力い ただ いてお り、 去年 三月から、赤 と青のな まはげカラ ーで彩った 蓄

も 期待 できま す。 また 、開業に 当たっては ＪＲ東日本秋 田支社にも 御協

状態で 提供 でき るよ う急速 冷凍施設が備 えられ、他 の道の駅と の差別化

出し ます 。特 に、男 鹿が 誇る多く の魚介類に ついては、い つでも新鮮 な

三 つに 加え、 生産 者が 自ら販 売する直販機 能を併せ持 つ施設とし て動き

通す る駐 車場な どの 休憩機 能や道路情 報の発信 機能、地域 の連携機能の

土 交通 省から 県内 三十 三番目の 道の駅にも登 録されまし た。道の駅 に共

化 の拠 点を 目指 してお ります 。この四月 には、「道 の駅おが」 として国

域の 雇用 創出や 経済 の活 性化、住 民サービスの 向上に貢献 する地域活 性

ちが 地元 に伝わ る踊 りや民 謡、なまは げ太鼓などを 披露するな ど、多く

ガ ーレ 周辺は 、国 道一 〇一号に 近接する道 の駅、ＪＲ が環境活動 を推進

百五十 万人から五 百万人に達す る見通しと のことであ りました。

の方々が心を込めて歓迎し、また見送っています。しかしながら、ク
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ふれる 空間になる と期待してお ります。

る 男鹿 マリー ナな どか らなる、 海の駅の三 つの要素を 併せ持った 魅力あ

する エコ ステー ショ ンのモ デル駅、「 みなとオ アシス」に認定 されてい

の商 品価 値を高 めて 、収 入にもつ なげていこう という意気 込みと取り 組

に 活力 も生み 出さ れて いくもの と思います 。そのため にも、自慢 のお宝

止め たと ころで す。 やはり 若い力が加 わってこ そ活動が持続さ れ、地域

集落 の相 互交流 や新 たな活 動のきっか けづくり などを目的 に「あきた元

の 実情 に応じ た様 々な 支援を行 っているほか 、平成二十 四年から毎 年、

「 八十 七地 域、 四百八 十八集 落」を数え ます。県で は、それぞ れの地域

を、 「元 気ムラ 」と して 県全域に 拡大する取り 組みを進め ており、現 在

県 では 、過疎 化が 進む 地域で自立・ 活性化に 向けて活動 している集 落

次に、集落 の維持・ 活性化について でありま す。

ポート についてお 聞かせいた だききたい と思います 。

えます。本施設の開業を間近に控え、知事の期待感と、今後の県のサ

発展 に寄 与する よう 、引 き続き双方の 連携・協 力が欠かせ ないものと 考

県 と男 鹿市が 協働 で進 めてきた プロジェク トであるこ とから、県全 体の

めながら 、オール男鹿 で有効活用 を図ってい く必要性を 感じるととも に、

す。 観光 業界 や農業 、水 産業関係 者など様々 な方面から の期待を受け 止

活 用に 向けて 、オ ガー レ周辺 地域でも同じ ような課題 が生ずると 考えま

作物 の毎 日の集 出荷 が困難 となる例が 紹介され ており、継 続的な施設の

化 する もので はあ りま せん。日 本農業新聞で は、農家の 高齢化によ り農

目 指す など極 めて 意欲 的であ り、「安全寺 の安心米」 としてオガ ーレへ

通信 販売 業者が 開催 する販 売イベント に参加し 、将来的に は大口契約を

て おり ます。 活動 主体 である「 安全寺里山保 全会」では 、首都圏の 大手

多 くの 県職 員に も御参 加いた だいており 、この御支 援には感謝 をいたし

り作 業を 行って いま す。 この活動 に対して、毎 年、中島副 知事をはじ め

の 「美 田オー ナー 」と 呼ばれる 多くのサポ ーターを集 めて田植え や稲刈

れた 土壌 から生 み出 される おいしい米 づくりを進め ており、県 内外から

「安 全寺 地域 」で あり ます。すば らしい景観 の中で、清 らかな水と 恵ま

る 集落 があ ります 。「 守りた い秋田の里 地里山五十」 に認定され ている

ころ であ ります 。私 の地 元男鹿市でも 、「元気 ムラ」とし て頑張って い

づ きに つなが り、 若者 を取り込 むような成 功例となっ てほしいと願 うと

との ことで あり ます 。この ＧＢビジネス の取り組み が多くの集 落での気

など へ共 同出 荷する こと によって 、自立と拡 大を目指す ことにしてい る

が 参加 してＮ ＰＯ 法人 を立ち 上げ、山菜や キノコなど を首都圏ス ーパー

ちゃ ん） ビジネ ス」 の取り 組みの一例 が紹介さ れており、 県内の十地域

県のホームページでは、県が進めている「ＧＢ（じっちゃん・ばっ

み が必要であ ると思い ました。

気 ムラ 大交流 会」 を開 催して います。昨年 九月には、 第六回交流 会が男

の出品 も予定して おります。

し かし 、人 口減 少下 にあって、 単に箱物を 造っただけ では地域が 活性

鹿市 で開 催さ れまし た。 北は小坂 町から南は 東成瀬村まで 、全県の四 十

若い 人な どに も声 をかけ てまで無 理に輪を広 げようとは 思わない」 とい

者 の声を耳に しました 。それは、「自 分たちは 高齢の仲良 しグループ で、

行わ れ、 会場は 熱気 に包 まれておりま したが、 ただ一点、 気になる出 品

自 慢の お宝を 披露 した ほか、企 業や学生な どの応援団の 活動紹介な ども

一市町村一地域であっても、可能性を秘めた集落に対して、地域のグ

とで 、地 域の 活性 化につ ながるも のと思いま す。そのた めには、た とえ

と して 磨き 上げ、 地域 を挙げ て生産活動 や収益活動を 積極的に進 めるこ

ます 。住 民が自 らの 地域 のすばらしさ に気づき 、それを誇 りとし、お 宝

地 域を 代表す るブ ラン ド商品と なる可能性 を秘めている お宝が多く あり

安全寺のお米 に限らず、 地域には、 ブラッシ ュアップす ることにより 、

う声 であ りまし た。 この声 の背景には 、「若い人に 輪を広げた い、つな

ラ ンド デザイ ンを 描い たり、具 体的な活動 につながる 踏み込んだ 支援が

二の地 域が 参加 し、 地域の 活動や伝統料 理、新たに 開発した商 品などの

い でい きたい けれ ど、 若い人が いない」と いった現実 があるよう に受け
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現状と 課題、今後 の対応につい て、知事の お考えをお 伺いします 。

も 地域 の魅力 が伝 わる よう関連 施策の充実 が求められ ると考えま すが、

必要 と考 えます 。地 域住民 に夢を持っ てもらい 、若者や地域外 の人々に

して 国か ら指定 され た八 郎湖は、 国のモデル農 村として誕 生した大潟 村

水 質に 関する 指標 が環 境基準を 超え、特に 総合的な対 策が必要な 湖沼と

を行 うこ とで、 さら なる汚 濁負荷の削 減も可能 になると考えら れます。

郎湖 は、 霞ヶ浦 や琵 琶湖な ど他の指定 湖沼に比べて 、水田を由 来とする

らず 、夏 場の アオ コも 程度の差こ そあれ、毎 年認められ ております 。八

様 々に 行わ れてお りま すが、 依然として 湖水の環境基 準は達成で きてお

さら には 西部承 水路 の流 動化や大久保 湾水質対 策などの湖 内浄化対策 が

十 年度 を期間 とす る第 二期計画 に基づく点 発生源対策 、面発生源対 策、

より 、各種 対策 事業 を進め ております。 現在は、平 成二十五年 度から三

課題 で、 県で は、湖 沼水 質保全特 別措置法に 基づく湖沼 水質保全計画 に

目 立つ 状況に あり 、こ のことは 調整池東部 側も含めた 多くの排水 機場に

場及 びそ れらに 流入 する排 水路は、干 拓から四十年 以上を経て 老朽化が

老朽 化で あり ます 。調 整池の男鹿 市側にある 八西第一か ら第三の排 水機

営 事業 の調 査の範 囲外 に位置 する八郎潟 西部干拓地の 用水路と排 水機の

期待 して いると ころ であ ります。この 新土地改 良区の当面 の課題が、 国

と して 認可さ れま した 。今後、 地域の中核 的な土地改 良区として活 躍を

今年 一月、 男鹿 市内 の七つの 土地改良区が 合併し、男 鹿市土地改 良区

次に、 老朽化する 排水施設へ の対応につい てでありま す。

と 一体 不離 の存 在で あります 。第三期湖 沼水質保全 計画策定年 に当たる

汚 濁負 荷量の 割合 の大 きいのが 特徴であり ます。した がって、農 業者の

も共 通す る課題 であ りま す。調整 池の水位が八 郎潟西部な ど周辺干拓 地

次 に、八郎湖 の諸課題に ついてお伺 いします 。

協力 を得 ながら 、特 に濁 りの強く なる代かき時 期を中心に 水田等から 流

の 地盤 より 高い ため、 ポンプ アップによ る排水を強 いられてい るわけで

今 こそ 、県の 取り 組み を加速化 させるととも に、調査が 進められて いる

入 する 負荷 を削 減する ことが 発生源対策 の大前提で あり、湖内 透明度の

す が、 観測史 上最 大な どと言わ れる大雨が頻 発する最近 の気象を考 える

はじ めに、水質 保全対策につ いてです。

改 善や 水生植 物に よる 浄化につ ながっていく のではない かと思いま す。

と、 農業 だけで なく 防災の 観点からも 早急な対 応が必要と 思われます。

国営 かん がい排 水事 業で水 質改善対策 にも取り 組んでもら えるよう、国

県では、本年度の新規事業「未来を拓く稲作イノベーション推進事

排 水路 や排水 機場 の改 修には 膨大な予算が 伴うことか ら、農業以 外の課

八郎 湖の富 栄養 化に よる水質 問題は、昭 和五十二年 に干拓工事 が完了

業 」の 中で、 「Ｇ ＰＳ を活用 した自動運転 トラクター を用いた耕 うん・

題解 決に 向け た改修 まで 、まとめ て農業者が 費用を負うべ きとは思わ れ

に 働き かける べき であ ると思 いますが、知 事の御所見 をお伺いし ます。

代かき 」などの実 証を行うと しております 。この内容 をお聞きし たとき、

ません 。や はり 広く 国営干 拓事業に起因 する課題と 捉え、国の 支援のも

し て東 部・西 部承 水路 と調整 池などからな る閉鎖性水 域となって 以来の

私は、 昨年 大潟 村で 行われ た県立大学や 民間企業、 農業試験場 などによ

次 に、人口減 少社会にお ける市町村連 携のあり方 についてで あります 。

と に対 応して いく べき ものと考 えますが、 今後いかに対 応していく お考

質 改善 に期 待でき るほ か、省 力化によっ て人手不足に も効果が期 待でき

人口 減少 と言 えば 、五年前 に、国立社 会保障・人 口問題研究 所、いわ

る 自動 田植機 の実 証実 験を思い 出しました 。ＧＰＳの活 用により、 代か

ると の内 容で した 。こう した環境 保全型農業 を実施する 水田面積を 拡大

ゆる 社人 研の将 来人 口推計 により、今 から二十二年 後の二〇四 〇年には

えか、知 事の御所見 をお伺いし ます。

させ ると ともに 、用 排水路 の改修等に 併せて、セン サーを活用 した水位

本 県の 人口が 七十 万人 に落ち込 むとされ、 消滅可能性 都市という 言葉が

きの 濁り 水を排 水し なく ても田植え位 置が確認 できるため 、八郎湖の 水

や 水温 などの セン シン グ技術を 組み込んだ 水門の自動 制御などの 水管理
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し た状 況を踏 まえ つつ も、「力 強く未来を 切り拓く秋 田」の実現 を目指

衝撃 的に 飛び交 った のは記 憶に新しい ところで あります。県で は、こう
おりま す。

可 能な 分野を 探り 、来 年度の実 施に向けて 積極的に提 案していく として

携の さら なる強 化の ため、 県内三地区 で共同化 できる業務や機 能合体が

知 事は 、今 議会 に先 立つ県政協 議会で、今 後、市町村 ごとに人口 減少

して 前進 するた め、 「第 三期ふる さと秋田元気 創造プラン 」を策定し 、
政 策分 野ご とに 定め た六つの 「重点戦略 」を柱とし た施策・事 業を、今

か ら国 勢調査 に基 づく さらに 厳しい将来人 口推計が発 表されまし た。そ

しか し、こ の意 気込 みに水を 差すように 、今年三月 三十日に、 社人研

わせて いくことは 有効であり 、ますます重 要になると 考えており ますが、

事 業を 進めて いく 上で 、県と 市町村、また は市町村同 士が連携し 力を合

踏み 込ん でいく とも 述べて おられまし た。行政 サービスの 維持や施策・

対 策を 分析し 、社 会学 の観点か ら、より効果 的な対策の あり方の検 討に

の内 容は 、前 回の推 計と 比べ、二 〇四〇年の 県人口がさ らに二万七千 人

今後どの ような連携を 進めていく お考えか、 御所見をお 伺いします。

まさ にスタート したところで あります。

ほど 少なく なっ たほ か、二 〇四五年には 約六十万人 に減少する というも

ざいま した。（拍手 ）

県当局の答弁 を求めま す。

以 上で 私の一 般質 問を終 わらせてい ただきま す。御清聴 ありがとうご

私の 地元 男鹿市 につ いて も、現在の二 万八千人 余りの人口 が、二〇四 五

●議 長（鶴田有 司議員）

ので ありました 。市町村に とっても厳し い推計結果 が並んでお りますが 、
年 には 六三 ・五％ 減少 して一 万三百人余 りとなり、減 少率も高齢 化率も

●知事 （佐 竹敬久 君）

おは ようござい ます。杉本議 員の一般質 問にお答

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

会で 、こ うした 人口 推計に 揺らぐこと なく、第三期 プランで掲 げた目標

え申 し上げます 。

県内 十三 市で 最も 高い との内容で ありました 。知事は、 四月の県政 協議
の 達成 を目指 すと 述べ られ、私 も力強く感 じたところ であります が、息

町村 間に おいて も、 一部 事務組合等の 制度によ り、ごみ処 理等の分野 で

き たほ か、生 活排 水処 理や広域 観光の分野 などで連携し てきており 、市

政改革 など を通 じ、 効率的 な行政サービ スの提供や 事業の実施 に努めて

るの かと いう 懸念が 生じ ると思い ます。これ まで、県や市 町村は、行 財

る 地域 づくり など 、課 題の解 決に向けた施 策や事業を 十分に進め ていけ

県や 市町 村が現 在の 行政サ ービスを維 持してい けるのか、 また、活力あ

社 人研 の推計 のよ うに、 一段と人口 減少が進めば 、県民の脳 裏にも、

前 船寄港地と して日本 遺産に追加認定 されたこ とが披露さ れておりま す。

を行 った ほか、 能代 市、 男鹿市、由利 本荘市及 びにかほ市 の四市が、 北

方 政府 関係者 らが 、今 後の国際 的な地域間 連携の展開に ついて意見 交換

め、日 本各 地か ら約 九百名 が参加し、我 が国の自治 体関係者や 中国の地

で初 めて 開催 されま した 中国大連 市でのフォ ーラムには、 国会議員も 含

な って いる市 や町 が主 体とな って開催され ております 。このたび 、海外

て再 発見 し、観 光振 興によ る活性化に つなげる ことを目的 に、寄港地と

ォ ーラ ムは、 かつ て北 前船によ りもたらされ ました文化 を地域資源 とし

まず、 観光振興で ございます。

連 携し てき ており ます 。こう した中、去 る五月二十二 日、県と市 町村が

こう した フォ ーラ ムの開催 や日本遺産 の認定を契 機に、全国 名地の北

の長 い取 り組み が求 めら れる課題 であることは 承知しつつ も、将来の 地

政策 を提 案し 合い 、意見 交換する 、県・市町 村協働政策 会議が開か れた

前船 寄港 地の連 携が 強化さ れつつあり 、例えば、秋 田市の土崎 港曳山が

そ のう ち、 北前 船を通 じた観光 振興でござ いますが、 北前船寄港 地フ

との 報道 があり まし た。県 は、人口減 少が急激に進 むとの推計 を踏まえ

酒 田ま つりに 特別 参加 するなど 、新たな交 流の動きも 出てきてい ること

域 経営に大き な不安を 生じさせて いることも残 念ながら事 実でありま す。

て 、行 政サー ビス の維 持に向け て、県と市 町村、ある いは市町村 間の連
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り組ん でまいりま す。また、フ ォーラムの 開催は、経 済効果はも とより、

有 する 多様な 観光 コン テンツを 組み合わせ た広域観光 ルートの形 成に取

から 、今 後、県 とし ても、 関係市町村 や隣県と 連携し、北前船 寄港地が

の 整備が不可 欠である と考えてお ります。

な運 航を 支える 航路 の確 保など、 ソフト・ハー ド両面での 受け入れ環 境

積 極的 に取り 込む ため には、秋 田ならでは のおもてな しや、船舶 の安全

も一 層増 えてい くこ とが期 待されます 。このよ うな中、クルー ズ需要を

課 題と なって いた 保安区 域への立ち 入り制限につ いては、最 小限の範

地 域の 発展 につ なが る新たな 交流の姿を 探る上で重 要な機会と なること
か ら、 これま でに はな い新たな 視点も模索し ながら、寄 港地となっ てい

この たび 訪問 した大 連市は 、六百六十 万人の人口 を有する、 中国国内

次 に、大連市 との交流でご ざいます。

た「 クルー ズ船 寄港 歓迎実 行委員会」と 連携した誘 致活動を行 うととも

や乗 客と の交 流が可 能と なってお ります。今 後も、男鹿 市が中心とな っ

ル ーズ 船を間 近に 見る ことが でき、歓迎時 のにぎわい イベントへ の参加

囲と なる よう見 直し を行っ たことによ り、寄港 の際には多 くの方々がク

でも 経済成 長が 著し い都市 であります。 また、歴史 的・経済的 にも我が

に 、泊 地の浚 渫や 埠頭 用地の舗 装を補修す るなどの施 設整備を進め 、寄

る市や関 係市町村と ともに検討 してまいり ます。

国 とつ ながり があ り、 ＴＤＫな ど日系企業 も多く進出 しているほか 、秋

港拡大 に向けた受け 入れ環境の 整備に努め てまいりま す。

次 に、 地域 活性化 への 支援につ いて、複合 観光施設オガ ーレの活用 で

田港 と大 連港が 国際 コン テナ定期航路 で結ばれ ているなど 、本県とも 深
い 関係 を有 してお りま す。さ きのトップ セールスにお いては、大 連市長

とこ ろで あり ます。 現地 には秋田 県人会も組 織されており 、お会いし た

秋 には その訪 問団 を受 け入れ ることとし、 関連予算を 本議会に提 案した

示し 、小 学生や 教員 と交流 したいとの 申し入れ があったこ とを踏まえ、

り ます 。また 、学 力が 全国トッ プクラスにあ る本県の教 育に強い関 心を

デ ィア を招 聘し 、県内 の魅力 ある観光資 源をアピー ルしたいと 考えてお

ると とも に、イ ンバ ウン ド誘客を 図るため、現 地旅行エー ジェントや メ

は 、市 政府訪 問団 をお 迎えし、 今後の交流 の方向性に ついて意見 交換す

団を 派遣 したい との 強い意 向が示され ました。これ を受け、こ の八月に

プロジ ェク ト」 では 、新鮮 な海の幸を前 面に打ち出 し、農産物 や加工品

がる もの と考 えてお りま す。この ため、「男 鹿の恵みを活 かす観光振 興

え 、充 実した 宿泊 機能 を十分 に生かすこと が本県全体 の観光振興 につな

すが 、男 鹿地域 なら ではの 自然や伝統 文化とい った豊富な 見どころに加

る 観光 関連産 業の 活力 の低下や 水産業の低迷 などが課題 となってお りま

す 。本 県を 代表 する観 光地で ある男鹿市 では、宿泊 客数の減少 などによ

の振 興な ど、多 様な 分野 での取り 組みを全市町 村で展開し てきており ま

働 して 取り組 む未 来づ くり協働 プログラム を立ち上げ 、観光や地 域産業

県で は、市 町村 が抱 える地域 固有の課題 を解決するた め、市町村 と協

ござい ます。

方々か らは 、秋 田と 大連の 交流の架け橋 になりたい との提案も あり、今

な ど、 男鹿の 特産 品を まるごと 売り込む拠 点としてオガ ーレを整備 し、

から 、観 光交 流を はじ め様々な分 野で本県と の交流を進 めるため、 訪問

後 、県 人会の 力も お借 りしなが ら、観光、 産業、教育な ど幅広い分 野に

このたび 開業を迎え ることにな りました。

開 発に 加え、 総合 的な 販売戦略 の実践など についても 積極的に後 押しし

とと もに 、新鮮 で豊 富な品 ぞろえや新 たな地域ブラ ンドとなる 加工品の

業の 活用 も促 しな がら地 域の実情 に合った集 荷システム の構築を進 める

議 員御 指摘 の事例 につ いては、 県内でも懸 念されること から、国の 事

おいて、 大連市との 交流の拡大 につなげて まいります 。
次 に、 クル ーズ船 誘致 に向けた 受け入れ環 境の整備につ いてであり ま
す。
船川港では 、クルー ズ船の寄港回数 が昨年度 は過去最高 の四回とな り、
世 界的 なクル ーズ 需要 の高まり と地元の方 々の熱意等 が相まって 、今後
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てまいり ます。

まず 、水質 保全 対策 でござい ますが、県 では、これ まで第二期湖 沼水

県で は、 集落 対策は 集落に 最も身近な 市町村がそ の役割を担 うという

次 に、集落の 維持・活性化 でございま す。

湖水 質保全 対策 検討 専門委 員会において 新たな取り 組みを検討 していく

にあ るこ とか ら、第 三期 計画策定 に当たって は、有識者 で構成する八 郎

少 して きてお りま す。 しかし 、水質は依然 として環境 基準を超え る状態

質 保全 計画に 基づ き、 下水道の 整備や田植 え前の落水 管理などの 発生源

基本 認識の もと 、住 民自ら が地域を見詰 め直した上 で課題解決 に向けて

こ とに してお りま す。 特に、農 地由来の汚 濁負荷の割 合が大きいこ とか

こ の複 合観光 施設 であ るオガーレは 、男鹿半 島の通年型 ・滞在型周 遊

取 り組 む「元 気ム ラ」 活動を推 進し、県内 全域への普 及・拡大に努 めて

ら、 耕起 後の代 かき を行 わない無代か き栽培な ど、環境保 全型農業の 普

対策 を進 めると とも に、 アオコ遡 上防止用フェ ンスの設置 やアオコ破 砕

まい りま した。 具体 的に は、地域資源 の活用に よる住民の 生きがいづ く

及 拡大 に取 り組む ほか 、県立 大学を中心 とするコンソ ーシアムが 実施し

観光 の実 現のみ なら ず、 本県の広 域観光の一大 拠点となる ことも大い に

り と収 入確 保に向 けた ＧＢビ ジネスを推 進するととも に、買い物 支援や

てい るＧ ＰＳ を活 用し た田植え機 による水質 保全実証実 験について も、

装 置の 運用 のほ か、 高濃度酸 素水による 浄化対策に 取り組んで まいりま

住民の 交流拠点で あるお互い さまスーパ ーを県内三 カ所に設置す るなど、

その 成果 を取り 込ん でまい りたいと考 えております 。さらに、 国営干拓

期 待し てお りま す。 今後、男 鹿市観光協 会やＪＲ東 日本としっ かりと連

集落 のニ ーズに 即し た取り 組みを積極 的に展開し、 地域の活性 化につな

事 業に よって 整備 され た幹線用 水路等の施 設について 、東北農政 局が改

し た。 こうし た取 り組 みにより 、代表的な水 質指標であ るＣＯＤな ど一

げ てき たとこ ろで あり ます。一 方、人口減 少や高齢化 の進行によ り集落

修に 向け た調査 を行 って おり、そ の中で農業用 排水の水質 保全対策に つ

携 しな がら、 国内 外か らのさら 更なる誘客を 図るととも に、地域の 活性

を取 り巻 く状況 はよ り厳 しさを増 しており、生 活交通、買 い物などの 日

い て検 討し てい ること から、 水質改善に 実効性のあ る事業とな るよう、

部で 改善 の兆し があ るほか 、アオコ発 生に伴う 流域住民か らの苦情も減

常 生活 を支 える 機能が 低下し 、小規模集 落ではその 存続さえも 見通せな

国に 強く働きか けてまいりま す。

化に 向け た取り 組み を男鹿 市と一体と なって強 力に進めて まいります。

い地 域も出始め ております。

八郎湖の水質改善は、県民共通の願いとして長期的な視点から取り

次に、排水施 設の老朽化 対策でござ います。

この ような 中で 、地 域におけ る暮らしを 持続可能な ものとする ために

ついて は、 広域 的な ネット ワークを構築 することに より、その 解決を目

八 郎湖 周辺に は二 十三カ 所の排水機 場が整備 されております が、その

組 んで いく必 要が ある ことか ら、関係機関 と連携し、 あらゆる可 能性を

指していく必要があります。このため、地域活動を支える若者のチャ

多くは老 朽化が進み 、排水能力 が著しく低 下している ことに加え、 近年、

は 、そ れぞれ の課 題や 資源を 見詰め直し、 住民自らが 地域の将来 像を描

レン ジを 積極的 に後 押し するなど、担 い手の確 保に努める とともに、 新

宅 地化 を含 め、農 地の 改廃の 進行により 水田の貯留効 果が低下し 、大雨

探りな がら全力で 取り組んで まいります。

た なコ ミュ ニティ 生活 圏の形 成に向け、 例えば小学校 区を一つの エリア

の際 には 水路 等が 急激に 増水する ことから、 被害が発生 しやすくな って

くこ とが 重要 である こと から、一 つの集落だ けでは解決で きない課題 に

とし て捉 え直 すな ど、集 落の枠を 超えた地域 づくりにつ いて、市町 村と

いる もの と認識 して おりま す。このた め、県では、 これまで十 四カ所で

改 修に 向けた 調査 事業 を実施し 、このうち 終了した五 カ所におい て、今

一体とな って検討し てまいります 。
次に 、八郎湖の 諸課題でご ざいます。
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年度 から 順次工 事に 着手す るほか、調 査未実施 の九カ所につい ては、関
連 予算 を本議 会に 提案 している ところであ ります。ま た、これら の排水

午前十時四 十五分休憩

機場の 改修は、受 益面積が小さ く、国営事 業の対象に ならないこ とから、 午前十一 時五分再開

ます 。し かしな がら 、こ のたびの国立 社会保障 ・人口問題 研究所の人 口

市 町村 と連携 して 人口 減少社会 への対応を 進めてきて いるところで あり

分野 で、汚 泥処 理の 広域共 同化や点検業 務の一括発 注に取り組 むなど、

県で は、 これ まで、 市町村 の生活排水 処理や道路 ・橋梁の維 持管理の

最 後に、人口 減少社会にお ける市町村 との連携で ございます 。

用しなが ら早期着工 に努めてま いります。

と も、 できる だけ 農家 負担が少 なくなるよう 、国庫補助 事業を有効 に活
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推 計で は、 人口減 少や 高齢化 がこれまで の想定よりも 一段と進む とされ
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原

丈

子
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一
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てい るこ とか ら、 従来 にも増して 強い危機感 を抱いてお り、市町村 の行
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林

寛
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鉱

議

政サ ービ スを将 来も 安定的 に提供して いくためには 、様々な分 野でこれ
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北

幸

悦

藤
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ま で以 上に連 携を 強化 していく ことが重要 であると考 えておりま す。こ

二十 三番

原
田

勝

加

明

出

のた め、 今後は 、産 業振 興や観光 振興を含む広 範囲な分野 で、県と市 町

二 十五 番

石

谷

三十三番

隆

今 年度 は、 国の 防災 ・減災事 業により県 営事業とし て進めてお り、今後

村 、あ るい は市 町村間 の連携 の取り組み を拡大して いくほか、 それぞれ

二 十八番

土

健一 郎

松

司

聡

喜

の 強み や特徴 を生 かせ るよう、 市町村同士が 役割を分担 する連携も 促進
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藤

小

して いく 必要が あり 、例え ば、市町村 がその区 域を越えて 他市町村の住

近

三十 五番

三 十二 番

賢一郎

衛

民 にサ ービス を提 供す るなど 、柔軟かつ新 たな発想で 取り組むこ とにし

藤

関

佐

大

三十 四番

三十八番

ており ます。

敏

正

美恵 子

田

田

柴

小

三十七 番

四 十 番

現在、 県で は、 庁内 において 連携の対象と なる施策・ 事業の掘り 起こ

一

口

康

川

林

三 十九番

北

し を行 うとと もに 、市 町村にお ける現状の 取り組みや新 たな連携に 対す

四十三番

木

一

鈴

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

るニ ーズ の把握 を行 って いるところで あり、地 域ごとに関 係市町村と 協

六番杉本 議員の質問 は終わりま した。

議 を進めなが ら、順次 その具体化を図 ってまい ります。
以上で ございます 。
●議長（鶴 田有司議員 ）

暫時 休憩いたし ます。再開 は十一時五 分といたしま す。
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●副 議長（竹下博 英議員）

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 。十八番石川 議員の発言 を許し
ま す。
おはよう ございま す。社民党 会派の石川ひ

【十八 番（石川 ひとみ議員）登 壇】（拍 手）
●十八 番（ 石川 ひと み議員）
と みで す。質 問の 機会 を与え てくださいま した議員各 位にお礼を 申し上

を「 最適 候補地 」と 繰り返 すばかりで す。これ では、夏以降調 査に入る

と の前 提があ って のこ とだろう と、住民は 不信感が増 し、とても 納得い

かな いで しょう 。今 、米 朝首脳会 談が行われ、 米韓合同演 習も中止を し

て 朝鮮 半島 の緊 張緩 和と北朝 鮮の核兵器 破棄・非核 化につなげ ようとし

て いる 動きの 中、 なぜ 急ぐよう にしてイージ ス・アショ アを配備し なけ

れば なら ないの でし ょうか 。平和的外 交にかじ を切り、北 朝鮮との対話

を 進めること が、何より拉 致問題解決 にもつな がると考え ます。

とも言 われる中、イ ージス・ア ショア二基 で日本全体 を守るという のは、

イー ジス ・ア ショア は、一 基当たり一 千億円と言 われ、アメ リカから

はじめ にイージス・ アショア配 備について お伺いをし ます。

一 体ど こか らの攻 撃へ の対応 なのか。さ らに、無線Ｌ ＡＮと同じ 周波数

げま す。 また 、ちょ っと お天気を 心配してお りましたけ れども、傍聴 に

六 月一 日、 イージ ス・ アショア に関する説 明で、福田防 衛大臣政務 官

で、 電波 の強 度は 総務 省の電波防 護指針に沿 ってという が、携帯電 話基

導入 を予定 して いる のは日 本だけです。 なぜなのか 。また、迎 撃範囲と

や五 味防 衛政 策局 戦略 企画課長な どが県庁に 来られまし た。これま でも

地局 二十 万基分 とも 言われ ているレー ダーの配備で 、人体やド クターヘ

いら してく ださ いま した皆 様に感謝を申 し上げ、質 問に移って いきたい

配備 候補 地とし て報 道で知 らされてい ましたが、正 式に動き出 したとい

リ など に影響 がな いの か。イー ジス艦乗組 員は交代で きるが、ア ショア

し ては 、海上 自衛 隊の イージス 艦一隻で、 ほぼ日本全 国をカバーで きる

う こと でしょ うか 。そ の後も、 十四日、秋 田県議会・ 秋田市議会 の説明

は定位 置配備で、 二十四時間三 百六十五日 、住民は逃 れられない のです。

と思 います。

会、 十七 日は近 隣住 民代 表者等へ の説明会、そ して二十二 日には小野 寺

い ろいろ疑問 は尽きま せん。

何 はと もあれ 、世 界に例 のない住宅 密集地への配 備は、私は 絶対反対

防 衛大 臣が 来秋 し、知 事、秋 田市長、そ してそれぞ れの議会議 長にお会
い にな ってい ます 。六 月五日に 県と秋田市が 東北防衛局 に文書で申 し入

そ こで、幾つ か知事に質問 します。

です。

感 を覚 えます 。ま た、 県議会 全員協議会前 日に、なぜ 特定会派の 議員に

まず、 電磁波によ る人体への 影響について です。

れを した からと はい え、こ こにきて矢 継ぎ早に 対応してい ることに違和
説明 した かと 尋ねら れ、 深澤東北 防衛局長は 、「日ごろお 世話になっ て

れ たら 大変で す。 上に 向けるの であり、Ｘ 線、ガンマ線 と違い、人 体に

当 然、人に向 けら

自 衛隊 の皆様 が災 害時 に献身的 に活動され ていることに 感謝し、自 衛隊

影響 のな い電波 であ る。 国の電波防護 指針は、 相当程度安 全性の高い も

五味課 長は 、レ ーダ ーは人に 向けるのでは なく

の皆 様の 命を大 切に 考え ています。何 より国税 を投入して の防衛省、 自

の であ ると 言いま した 。果た してそうで しょうか。日 本の安全基 準は世

いる先生たち に」と話 されました 。この言葉 に憤りを感 じました。私 も、

衛 隊で ある はずで す。 説明を 受けたその 方たちだけの ものではな いはず

れば 、サ イドロ ーブ 、すな わち横から 漏れた電磁波 が周辺に広 がり、影

界レ ベル より かな り緩い とも言わ れ、通常よ り強いレー ダーが照射 され

さて 、説明 の内 容と いえば、 「住民の理 解と協力を得 る」と言い なが

響 がな いとは 言え ない とも言わ れています 。日本の防 衛省に任せ るので

です。
ら 「可 及的速 やか 」と 、住宅密 集地である 秋田市陸上 自衛隊新屋 演習場
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はな く、 科学的 ・医 学的見 地に立った 助言・指 導を得るため、 専門家や
医 師、 学者な どを 構成 メンバー とした秋田 県独自の専 門委員会を 設置す
るお考 えはないで しょうか、お 伺いします 。

備できる ものでしょ うか。

さ て、 残念な がら 今の 流れは配備あ りきです 。六月二十 一日、東北 防

衛局 が行 った測 量調 査と 土質調査 の入札公告に よれば、開 札日時は八 月

二 日で 、履 行期 限は それぞれ 来年一月三 十一日と三 月三十一日 となって

い ます 。調査 は淡 々と 進むので しょうか。調 査の結果は 包み隠さず 、情

次 に、平常時 だけではな く、有事の 想定もし なければ安心で きません 。
テ ロを 含む攻 撃対 象へ の懸念に 、五味課長は 、アショア を設置する こと

報・ デー タを公 開し ていた だくよう、 ぜひ国に 求めていた だきたい。知

次に、 健康寿命日本 一について お伺いしま す。

で核 兵器 発射を とど まらせ る、抑止力 になる、 不安を除く よう適切な警

言え ませ ん。万 が一 、核 弾頭を搭載し たミサイ ルが着弾す れば、破壊 力

最 初に、がん 対策です。

事 には 「県民 の生 命と 財産を 守る」責務が あります。 私は、「住 民不安

は 広島 の原 爆の十 倍か ら二十 倍とも言わ れています。 広島原爆は 上空約

知事 は、 十年 後、 健康寿 命日本一を目 指すと話さ れています 。しかし

備 体制 を敷く と答 えて いまし た。しかし、 いみじくも 十七日の住 民代表

六百 メー トル で炸 裂し 、あのよう な被害があ り、今日ま で人々を苦 しめ

実態 は、 がんや 脳・ 循環器 疾患などの 生活習慣病に よる死亡率 が高い状

が解 消さ れな い限り 、国 には調査 や配備を強 行させない 」という毅然 と

ている現状です。着弾しない場合も含め、半径五百メートル、一キロ

況 が続 いてい ます 。本 県のがん 死亡者数は 四千百人で 、昨年より 百四十

への 説明 会の 際、「 負の 遺産にな るようなも のを残すと いうことはあ っ

メ ート ル、十 キロ メー トルとい った段階で 、人的被害 ・物的被害 を想定

二人 減少 したと はい え、 二十一年 連続ワースト ワンであり ます。人口 減

した 姿勢で 対応 して いただ きたいと切に 願っていま すが、知事 のお考え

し明 確に 提示を して いた だきたい と思います。 有事となれ ば、もはや 秋

が 進ん でい る秋 田県で 四千百 人という命 が失われて いることを 軽視でき

ては ならな い」 と述 べてお ります。負の 遺産になる 可能性があ るともと

田 市だ けの 問題 ではな く、近 隣市町村、 秋田県全体 まで及ぶと いったシ

ま せん 。また 、国 立が んセンタ ー発の推計で は、若年が んは年二万 人が

をお 伺いします 。

ミ ュレ ーショ ンが 必要 です。命 にかかわるこ とですから 、努力しま すと

発症 して いると 言い ます。 一人でも二 人でも亡 くなる方が 減少すること

れ るで しょう 。外 的攻 撃に最大 限防御する と言います が、一〇〇％ とは

いう だけ ではだ めで す。明 確に示すこ とが、市 民・県民の イージス・ア

を 願っていま す。

本県 は、 受動 喫煙防 止に努 めるとして 、秋田県受 動喫煙防止対 策ガイ

シ ョア 配備の 判断 材料 として 一番大切なこ とです。防 衛省に求め ること
はも ちろ ん、 県とし ても 早急にデ ータを示す べきと考えま すがいかが で

空襲の悲 劇を体験し た秋田市は 、あらゆる 国の、あら ゆる核兵器の 廃絶、

次 に、 知事は 秋田 市長の 経験をお持 ちですか ら御承知でしょ う。土崎

五 月三 十一 日現在 、三 百二十 九施設とな っています。 受動喫煙の 健康被

この 煙の ない健 康空 間「 受動喫煙防止 宣言施設 」を募集し 、平成三十 年

環 とし て、こ の十 月か ら県庁舎 の敷地内禁 煙が始まりま す。また、 たば

ドライ ンを 作成 、平 成二十 八年四月一日 から施行と なりました 。その一

核 兵器 全面 禁止を 全世 界に強 く訴え、同 時に、秋田市 を核戦争の 惨禍に

害は 極め て憂 慮す べきこ とであり 、たばこの 煙で困るこ とのない地 域を

しょうか。

巻き 込む よう な動 きを未 然に防ぐ ため全力を 挙げるとし て、非核平 和都

目指して いくことが 必要です。

県 で実 施した 「事 業所等 における受 動喫煙防 止に関する 調査」の結 果

市宣 言に 関する 決議 を一九 八四年十二 月二十四日に しています 。「非核
平 和都 市」宣 言を して いる秋田 市に、イー ジス・アシ ョアをそも そも配
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て 啓発 活動を 行っ てい くべきと 考えますがい かがでしょ うか、知事 にお

解 して もら うこ とが 必要で、 がん予防対 策の観点に おいても県 が率先し

こと から も、広 く社 会に 正しい知 識の普及や受 動喫煙防止 の重要性を 理

業 員の 理解と 協力 も必 要である との回答が 最も多くな っています 。この

を見 ると 、受動 喫煙 防止の 環境整備に は、事業 者だけでなく利 用者と従

り まし た。十 坪と いう 小規模ス ペースで、ス ポーツ選手 や高齢者が 運動

究 会で 進め てい る十 坪ジムを 、東大駒場 キャンパス で見学する 機会があ

康づ くり に取り 組ん でい ます。昨 年、東大スポ ーツ健康マ ネジメント 研

県 では 、健康 寿命 日本 一への挑戦を 進めてお り、県民一 丸となった 健

次に、健康 づくりに ついてです。

配 備や、民間 経営のスポー ツジムが増 えました 。それだけ 健康への関心 、

器具 を利 用して いま した。 今や県内で も、市民 センターな どへ運動器材

次 に、乳がん の予防につい てです。

体力 づく りへ の意欲 が高 いという ことでしょ う。十坪ジ ムを秋田県も 進

伺いしま す。
平成 二十 八年 六月一 日、私 が紹介議員 として福祉 環境委員会 と教育公

めてみて はいかがでし ょうか。

そこ で、公的施 設の利用状 況についてお 伺いします 。

安委 員会に それ ぞれ 請願を 提出していま す。いずれ も今日まで 継続審査
と なっ ていま すが 、中 身は乳が んに関する 項目を健康 診断に付加す るこ

最初に 、スポーツ科 学センター についてで す。

りま した 。器 材も 十年 くらい使う ので、修繕 費等は百万 円単位でか かっ

とを 求め るもの と、 教育 現場において 乳がんに ついての知 識の普及・ 啓
自分 の触 診で 気づ ける がんだと言 われている ことから、 乳がんにな る人

てい ると 言いま す。 県民の 健康づくり はもとより、 スポーツ科 学、デー

ス ポー ツ科 学セン ター は、昭和 五十四年設 立ですから既 に四十年に な

を一 人で も少な くで きれば との思いで 、お父さんか らの提出で した。お

タ を活 用した トッ プア スリート の育成支援 を行うため にも、スポ ーツ科

発 を求めるも のです。 それは、三十九 歳の娘さ んが乳がん になり、唯 一、

嬢 さん は胸の とこ ろに おできが できて、そ れが悪化し うんでいる としか

学セ ンタ ーの機 能強 化も 重要と考 えますが、今 後のあり方 も含めてお 聞

ま た、 県内に 三カ 所のシ ルバーエリ アがあり、幅 広い世代へ 健康増進

認識 せず 、会社 の検 診で 心電図を とる際も、看 護師さんに そう答えて い
い ての 知識が 少し でも あれば、 看護師さんが もう一歩踏 み込んで病 院で

や生 きが いのた めの 役割を 果たしてい ると思い ますが、現 在の利用状況

か せください 。

の受 診を アドバ イス してく れていれば と話して おられまし た。残念なが

と 今後の期待 される役割に ついてお聞 かせくだ さい。

ま す。 その とき 既に転 移して いたのです 。お父さん は、娘に乳 がんにつ

ら 今年 一月、 四十 二歳 でこの 女性が亡くな りました。 御冥福をお 祈り申

する 項目 を健康 診断 に付 加することに ついて、 そして教育 現場におけ る

る こと 自体、 ちゅ うち ょするこ とが多いも のです。そこ で、乳がん に関

唯一、 自己 触診 で気 づけると は言いまして も、女性が 自分の胸に 触れ

で は、 電話 相談延 べ二 百十七 件、直接面 接に来た方が 延べ二百八 件との

相談 支援 センタ ーが 平成 二十五年に設 置されま したが、平 成二十九年 度

き こも りの推 定人 数は 、三千三 百人とされ ています。秋 田県ひきこ もり

平成二 十八 年国 の調 査による 秋田県内の十 五歳から三 十九歳まで のひ

次に、 ひきこもり ・若者の自 立支援につい てお伺いし ます。

乳がんの知識の普及・啓発についての取り組みについて、現況はどう

こと です 。ま た、 巡回相 談も一年 で六地区行 ったとのこ とですが、 相談

し上げ 、お父さん の思いが達 成されること を願って質 問します。

なっ てい るで しょ うか。 また、取 り組みが進 んでいない とすれば、 何が

から見え てきた課題 等はどんなこ とが挙げら れますか。

ま た、 ひきこ もり の若者 に社会参加 のきっか けを与えて あげること が

課題 で、 実現す るた めには どんなこと が考えられま すか。知事 と教育長
にそ れぞれお伺 いします。
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大事 と考 えます 。県 では社 会とのつな がり支援 事業を実施して おります

向を 踏ま え、パ ート タイム 労働法の趣 旨を踏ま えた「会計年度 任用職員

おい て、 前の任 期と の間 に一定の 空白期間を設 ける例があ りますが、 そ

制 度」 の運用 を行 う必 要がある と考えます 。また、現 在の臨時的 任用に

厚生 労働 省が設 置し た地域 若者サポー トステーショ ンは、平成 三十年

の 対象 とな る人 の処 遇改善を 図る必要が あると思い ますがいか がでしょ

が 、今後どのよ うに取り組 まれるか、 見通しを お聞かせくださ い。
度 、全 国百 七十 五カ 所あり、 そのうち秋 田県内は、 あきた若者 サポート

併せ て、平 成三 十二 年度から の導入に向 けて、県は 組合との協 議を含

うか 。

それ ぞれ 相談業 務や 独自の 事業を通し て自立支 援の取り組 みをされてい

め 、今 後どの よう なス ケジュ ールで進めて いく予定な のかお知ら せくだ

ステ ーションと 秋田県南若者 サポートス テーション よこての二 カ所です。
ま すが 、二カ 所で 十分 とは言 えません。県 北において 取り組む考 えはな

さい。

次に、教職 員の多忙化解 消について 、教育長 にお伺いし ます。

いでし ょうか、お 聞かせくだ さい。
また 、県内 に居 場所 運営を通 じて支援活動 をされてい る団体が二 十あ

勤 職員 は全国 で約 六十 四万人と され、今や 自治体職員 の三人に一 人が臨

二〇 一六年 に実 施し た総務省 調査による と、自治体で 働く臨時・ 非常

次に、 会計年度任 用職員につ いてお伺い します。

の多忙 化の現状や 解消に向けた 取り組みに ついて意見 交換がされ ました。

四 日に は、全 県市 町村 教育委員 会委員長・ 教育長会議 が開催され 、学校

され たこ とは、 大き な前進 と評価する ものです。ま た、今年の 五月二十

忙化 防止 計画 」を 策定 し、時間外 勤務の上限 を月四十五 時間以内と 明記

昨 年の 六月議 会に おいて 、米田教育 長は、市 町村教育委 員会を通じて

時・ 非常 勤職員 です 。地 方公務員 法及び地方自 治法の一部 を改正する 法

参 加者 から は、 「勤務 記録の 提出を求め て実態を把 握し、一人 一人が勤

り ます 。この よう な団 体を支援 している、 若者の居場 所ステップア ップ

律 が成 立、 平成 二十九 年五月 十七日に公 布されまし た。「会計 年度任用

務 時間 を見直 す必 要が ある」と の意見が出た とのことで す。勤務実 態や

各学 校へ の指導 を依 頼し 、教職員の負 担軽減に 努めていく との御答弁 で

職 員」 とは、 一会 計年 度を超え ない範囲内で 置かれる非 常勤の職で 、平

時間 外労 働の算 定に は、出 勤時間と退 勤時間が しっかりと 把握され、正

事業 が平 成三十 年度 で終 わりになるよ うですが 、今後の対 応について お

成三 十二 年四月 一日 施行と なっていま す。各自 治体の条例 改正、人事・

確 に記 録され るこ とが 重要で あり、そのた めには、各 学校におけ るタイ

し た。 今年 三月に は、 県教育 委員会は「 二〇一八教職 員が実感で きる多

給 与シ ステム の改 修、 関係す る臨時職員・ 非常勤職員 等への十分 な周知

ムカ ード の普 及が不 可欠 であると 考えます。 県内の学校に おけるタイ ム

伺 いします。

期間が 必要との判 断で三年も の準備期間を 設けたので しょう。
常 勤職 員を増 員す るお考 えはないも のでしょ うか。国におい て、この

いこ とに は、そ の仕 事は どうするとい うことで す。自宅に 持ち帰るの で

ま た、 時間外 労働 の数字 が明らかに なったと はいえ、業務量 が減らな

カードの普及 状況と、 今後の見通 しをお聞か せください 。

五月 末ま でに各 自治 体の 実態や検討状 況などを 調査すると 聞いていま す

は 本末 転倒 、さら に過 重労働 が見えなく なります。そ の点につい てのお

そこで質問で す。

が 、そ の調 査結果 はど うなっ ているか。 また、制度導 入で財政負 担の増

考えを お聞かせく ださい。

課 題が あるこ とか ら、 当面はニ ーズを把握 されるとい うことでし たが、

また 、部活 動指 導員 について もお伺いし ました。人材 確保や身分 等の

加も 見込 まれ ると 想定さ れますが 、必要な財 源手当はど う予定され てい
るのか、 現時点の状 況をお知らせ ください。
非 正規 労働者 の格 差是正 を求める「 同一労働 同一賃金」 の法改正の 動
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お聞かせ ください。

る よう 推移を 注視 して いくこと が必要と考え ますが、教 育長のお考 えを

休 暇が 必要 にな るも のと思い ます。この 点について は、きちん と守られ

と捉 える もので すが 、試 合や大会 などは土日開 催がほとん どです。代 替

を 休む に加え て、 週の 土曜日か 日曜プラス 平日一日を 休むとなり 、前進

結果 はい かがで した でしょ うか。これ までの第 一・第三日曜日 は部活動

は、 再犯 防止対 策関 係機関 連絡会議な るものを 立ち上げて います。本県

ど 経過 しては いま せん が、その 後の状況はい かがでしょ うか。兵庫 県で

に 向け て、 関係 機関 との協議 を進めると いうもので した。日数 がそれほ

団体 に提 供され るこ とを 期待する 、地域の受け 入れや見守 り体制の整 備

援 が必 要な方 以外 の人 は十分な 情報が得ら れず、必要 な情報が地 方公共

生活 定着 支援セ ンタ ー等で 支援する体 制がつく られているが、 福祉的支

す ると して、 国土 交通 省は二〇 一四年、「 都市再生特 別措置法」を 一部

にラ ンダム に発 生す る、い わゆる都市の スポンジ化 対策を総合 的に推進

一つ に、 安定し た職 業に つけない、よ って生活 が安定しな いというこ と

率 は残 念なが ら約 五〇 ％、ほぼ 二人に一人 です。再犯 につながる要 因の

秋田 県は、 刑法 犯認 知件数は 最も低い水準 にあるよう ですが、再 犯者

と して はどの よう なこ とを考 えておられる でしょうか 、お聞かせ くださ

改正 し、 コンパ クト シテ ィの形成に向 けた具体 的な取り組 みを進めよ う

が 挙げ られ ます。 就職 には卒 業資格が大 きなポイント となること が実態

次 に、まちづ くりと立地適 正化計画に ついてお伺 いします。

と して いま す。こ れを 受けて 秋田市は、 今年の三月三 十日、「立 地適正

でし ょう 。非 行を 未然 に防ぐこと はもちろん ですが、犯 罪・非行を して

い。

化計 画」 を策 定し まし た。秋田市 以外、大仙 市、湯沢市 が計画を策 定し

しま った 後、矯 正施 設・保 護観察所と 学校関係者の 相互理解や 、矯正施

都市 内部 で、 空き地 ・空き 家等の低利 用・未利用 地が時間的 ・空間的

てい ます が、各 市町 村も計 画策定に進 んでいくでし ょう。計画 策定によ

そこ で、 非行等 を理 由とす る修学中断 の防止の観点 で、どのよ うなこ

設在 所者の復学 ・進学時に おける特別 な配慮も 必要と考えます 。

まま 取り 残され 、結 果的 に市街地 周辺部に空き 家ができて しまうこと に

と が行 われ てい るもの でしょ うか。また 、そのこと を通して見 えてくる

り コン パクト なま ちづ くりが進 んでいくと 、移り住ん だ方々の家 はその
な りま せん か。 県とし て、人 口減少会に おける土地 利用のあり 方をどう

課題 などがあれ ばお聞かせく ださい。
手）
●副議長 （竹下博英 議員）

【知事（佐竹 敬久君）登 壇】

県 当局の答弁を 求めます。

これ で一般 質問 を終 わります 。御清聴あ りがとうご ざいました 。（拍

考 え、 数十年 後の まち づくりを どう考えてい るでしょう か。三期プ ラン
にも うた ってい ます が、今 から取り組 まないと いけない大 きな問題と思
い ますが、知 事のお考えを お聞かせく ださい。
最後に 、再犯防止 についてお 伺いします。
平成二 十八 年十 二月 成立した 「再犯防止等 の推進に関 する法律」 を受

確保 して 再犯 防止 施策を 総合的に 推進するこ となど五つ の基本方針 と、

な い」 社会 の実現 に向 け、国 、地方公共 団体、民間の 緊密な連携 協力を

昨年 の十 二月に 閣議 決定 されました。 内容とし ては、「誰 一人取り残 さ

サイ ル着 弾など 有事 の際の 被害想定に 関することに ついては、 国が自ら

る被 害な どイ ージ ス・ア ショアの 配備に伴う 住民の健康 への影響や 、ミ

防 衛政 策は 国の役 割と 責任に属 するもので あることから 、電磁波に よ

まず、イー ジス・ア ショアにつ いてであり ます。

石川 ひとみ議員の 一般質問に お答え申し 上げます 。

就労 ・住 居の確 保、 学校等 と連携した 修学支援など 七つの重点 課題が掲

の 責任 と費用 負担 のも と、科学 的な根拠を 示して説明 すべきもの と考え

け、 平成三十年 度から五年 間を計画期間 とする「再 犯防止推進 計画」が 、 ●知事 （佐竹敬久 君）

げ られ ていま す。 さき の二月議 会では、高 齢者や障害 者について は地域
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ておりま す。

ラム を実 施して きた ほか、 今年度から は新たに 、「たばこの煙 で困った

を対 象と した意 識調 査等 に取り組 むことにして おります。 さらに、「 受

気 持ち 」を施 設管 理者 に伝える メッセージ カードの配 布や、県内 大学生

周囲 に緩 衝地帯 がな いこ とや、住 宅地に隣接し ていること などから、 住

動 喫煙 防止 宣言 施設 」の一層 の増加を図 るため、企 業訪問、健 康経営セ

新 屋演習場が最 適候補地と されている ことに関し ては、演習場 が狭く、
民 の安 全・ 安心 の確 保の面で 不安があり ますが、防 衛省からこ れまで具

健 康寿 命日本 一に 向け て、健康 づくり県民運 動推進協議 会と連携し な

ミ ナー 、広報 紙な ど、 様々な機 会や媒体を活 用して周知 に努めてま いり

ま え、 県とし て分 析し た一定 程度専門的な 見地からの 問題点等も 加えた

がら 、健 康秋 田いき いき アクショ ンプランに 掲げます「 受動喫煙ゼロ 、

体 的な 説明は なさ れて おりませ ん。このため 、小野寺防 衛大臣と会 談し

詳細 な質 問状 を渡し 、文 書による 回答を求め るとともに 、調査結果を 公

そし て禁煙 」の 目標 を達成 し、受動喫煙 のない社会 を目指して まいりま

ます。

表し た上で 、客 観的 なデー タに基づく具 体的な説明 を行うよう 要請した

す。

た際 に、 県民の 皆様 から寄 せられまし た意見や 全員協議会 での議論を踏

とこ ろでござい ます。

主体 とな り住民 への 説明を 行っていく 考えが示され たところで あり、調

るこ とは 困難 であ りま す。このよ うな中、防 衛省からは 、東北防衛 局が

専 門家 の間 におい ても 意見が 様々であり 、地方公共団 体が詳細に 分析す

フ ィを 併用し たが ん検 診を取り 入れるよう 、関係機関 等に強く働 きかけ

がん 検診 を取り 入れ ている ところが少 ないことから 、問診とマ ンモグラ

フィの併用となっております。県内では事業所等が行う健康診断に乳

国のがん検診の指針では、乳がんの検診項目は、問診とマンモグラ

次に、 乳がんでござ います。

査 の内 容や結 果に つい て、住民 にしっかり と説明する よう求めて まいり

てまい ります。

防衛 政策上 の事 案に ついて は、機密事項 に関するも のが多く、 また、

ます。

県 では 、科 学的 根拠に 基づくが ん検診を促 進するため 、検診を行 う市

町 村に 対し受 診者 の自 己負担額 相当分を補助 し、受診し やすい環境 を整

な お、国際情 勢の先行き が不透明な 中、国民の生 命や領土を 守るため 、
国 防上 の一定 の備 えは 必要と考 えております が、世界唯 一の被爆国 であ

備しているほか、国でも、一定年齢に達した乳がん検診対象者にクー

い方 に対 して は、乳 がん に関する 正しい知識 について啓発 することが 重

る我 が国 として は、 核兵器 のない世界 の実現に 向け、最大 限の外交努力
新屋 演習 場を イージ ス・ア ショアの配 備地とする ことについて は、こ

要であ るこ とか ら、 基本的 な情報や自己 触診の方法 などを記載 したリー

ポ ン券 を配布 する など 、検診 受診率の向上 に努めてお ります。ま た、若

れまで の防 衛省 の説 明を聞 く限り疑問を 抱かざるを 得ない状況 にあり、

フレ ットを作成 し、県民に 配布しており ます。

を 行っていく ことも重要で あります。

質 問状 への回 答や 調査 結果など を見極めな がら、慎重か つ厳しく対 応し

今後 は、こ うし た取 り組み を職域にも広 めるととも に、地域や 企業で

の 出前 講座 を行う など 、様々 な機会を捉 えて、乳がん に関する正 しい知

てまいり ます。
次 に、健康寿 命日本一に ついて、がん 対策でござ います。

次に、健康 づくりに ついて、スポー ツ科学セ ンターでご ざいます。

識の普 及に努めて まいります 。

なリ スク 要因で ある ことか ら、非喫煙 者が望まない 受動喫煙を 防止する

昭 和五 十四年 に設 立され ましたスポ ーツ科学 センターは 、県民の健 康

がん は生 活習 慣と のかかわ りが大きく 、とりわけ 、たばこの 煙は大き
こ とが 重要で あり ます 。このた め、県では 、街頭キャ ンペーンや フォー

- 318 -

の保 持・ 増進と 競技 力向上 の中核的な 機関とし て、健康教室の 開催やス
て おります。

の生 きが いづく りに 関する 教室、スポ ーツ大会 などが定期的に 開催され

欲 の高 まり に応 えら れるよう 、魅力的な 事業の実施 に向けて指 定管理者

今後 も、 世代間 交流 の拠点 施設として 、健康づくり に対する県 民の意

ポ ーツ 指導者 の養 成、 スポーツ 医科学的研 究など様々 な取り組み を実施
し、本 県スポーツ の推進に貢献 してまいり ました。
一 般県 民を 対象 とし ました健康 づくりにつ いては、年 齢や運動経 験の

なお 、県内 でも 民間 のスポー ツジムが増 えているほ か、市町村 におい

と協 議してまい ります。

操や 太極 拳教室 、さ らには 体力づくり のための トレーニン グや体力診断

て も集 会施設 の一 部に 運動器 具を設置する など、健康 づくりの意 識が高

有 無に かかわ らず 、一 人ひとり が自らの体力 に応じて取 り組める円 熟体
な どを 実施し 、年 間延 べ七万 五千人を超え る県民に利 用されてい る状況

まっ てい るこ とから 、一 定のプロ グラムの中 で効果的に 成果を上げら れ

る十 坪ジム につ いて も、市 町村や民間事 業者と情報 共有を図り ながら普

にあり ます。
アス リート を対 象と しました 競技力向上に 関する支援 については 、専

次に、 ひきこもりと 若者の自立 支援でござ います。

及拡 大に努めて まいります 。

ピッ クメ ダリス トの 育成 を目的に実施 している 「アスリー ト輩出のた め

ひ きこもりの 支援でござ いますが、ひ きこもり相 談支援セン ターには 、

門的な測定装置による診断やスポーツ栄養学研修などのほか、オリン
の タレ ント 発掘事 業」 により 、フェンシ ング競技の世 界選手権に 複数の

これまでのアスリートの強化を通じて蓄積されました科学的なトレー

更新 を行いなが ら、アスリ ートに対す る支援を より充実させる とともに 、

今後 も、体 力診 断や トレーニ ングに使用 する機器等の 計画的な整 備・

人 の状 態に 応じ 段階的 な支援 が必要であ り、解決に は長い時間 を要する

から 、相 談者は 支援 を要 する人の 一部に過ぎな いことに加 え、家族や 本

近 隣へ の世間 体な どに より、ひ きこもりで あることを 相談しづら いこと

う家 族の 切実な 相談 が多く 寄せられて いるところで あります。 一方で、

ひき こも り状 態に ある 本人に、ど うにかして 社会に出て もらいたい とい

ニ ング のノ ウハ ウを一 般県民 の健康づく りプログラ ムに還元で きますよ

こ とが 課題と なっ てお ります。 このため、相 談窓口の周 知を図り、 地域

ジュニ ア選手が出 場するなど の成果を挙 げておりま す。

う 、関 係機関 と連 携し た取り組 みを進めるな ど、引き続 き、生涯ス ポー

連絡 協議 会によ る支 援者間 の連携など により相 談に応ずる 環境を整備し
のと考 えておりま す。

ま すと ともに 、家 族の 悩みを 共有する場を 提供するこ とが重要で あるも

ツの推進 と競技力向 上の拠点と しての機能強 化に努めて まいります 。
な お、 設立当 時に 比べ 、スポー ツ科学の分野 も大きく変 化している こ
とか ら、 年月 を経た スポ ーツ科学 センターの 今後のあり方 について、 検

康づ くり や生き がい づく りに気軽に利 用できる 施設として 、高齢者の み

シ ルバ ーエリ アで ござい ますが、県 内三カ所 のシルバーエリ アは、健

す 。現 在、 十一人 が小 売業や 農作業等を 通じ日常生活 のリズムや 自信の

だき なが ら実施 して おり 、職親登録は 七十カ所 となったと ころであり ま

加 体験 の機会 の提 供の ため、地 域の事業者 等から職親と して御協力 いた

「社会 との つな がり 支援事業 」については 、ひきこも りの方の社 会参

な らず 幅広 い世代 の方 々に利 用されてお り、平成二十 九年度にお けます

回復 を図 って おり 、継続 して通っ ている方の 中には、体 験日数が増 える

討の時期に入 ってきて いるものと 感じており ます。

利用 者数 は、 天井 の耐震 化工事の 影響で前年 度よりも若 干減少した もの

など社会 参加への意 欲の増加が見 られるよう になってお ります。

今 後、 各地域 での 職親登 録の一層の 増加に努 めるととも に、社会参 加

の、 合わ せて約 十六 万三千 人となって おります。ま た、プール や運動広
場 など の利用 のほ か、 ヨガ、太 極拳などの 健康づくり や陶芸、茶 道など
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連 携を 図りな がら 、社 会への一 歩を踏み出 す方が一人 でも多くな るよう

体験 後の 本人や 家族 の希望 、能力に合 った生活 の支援に向けて 関係者と

い る状況であり 、今後、そ の動向を注 視してま いります。

てお りま す。制 度導 入に伴 う財政措置 について は、国において 検討して

り ます 。国で は、 対象 地域の 一部を管轄す る常設サテ ライトの設 置を進

カ所 に設 置して おり 、それ ぞれ県央・ 県北地区 と県南地区 を管轄してお

地 域若 者サポ ート ステー ションにつ いては、国が 秋田市と横 手市の二

次 に、若者の 自立支援で ございます 。

を踏 まえ て、 他の任 命権 者と連携 しながら適 切に対応し てまいります 。

た もの と認識 して おり 、いわ ゆる空白期間 については 、法改正等 の趣旨

たこ とな ど、正 規と 非正規 の待遇差の 解消に向 け一定の措 置が講じられ

類 似す る職務 に従 事す る常勤職 員の初号給を 基礎とする 考え方が示 され

給 しな い期 末手 当の 支給を可 能としてい ることや、 給与決定に おいて、

処遇 の改 善につ いて は、会 計年度任用 職員に対し、 非常勤職員 には支

めて おり 、こ うした 国の 動向を注 視しながら 、市町村や 支援団体等に お

今後 のスケ ジュ ール について は、この夏に 、総務省か ら制度導入 に向

取り組 んでまいり ます。

ける ニーズ を踏 まえ 、県北 地区への設置 の可能性に ついて探っ てまいり

け た事 務処理 マニ ュア ルの改訂 版が示され る予定であ り、その内容 を踏

まえ 、任 用方法 や勤 務条 件などさらに 詳細の検 討を進め、 職員団体と も

ます 。
また 、県で は、 平成 二十六 年度から、ニ ートなど社 会的自立に 困難を

協 議の 上、 来年度 前半 には関 係条例案を 提出してまい りたいと考 えてお

まちづくり と立地適 正化計画でござ います。

有 する 若者 が社会 へ踏 み出せ るよう、若 者同士のコミ ュニケーシ ョンや
そこ から 意欲あ る若 者をサ ポートステ ーションにつ なぐなど、 地域で若

市 町村 が定め る立 地適 正化計画は、 医療・福 祉・商業施 設等の都市 機

ります 。

者 を支 える体 制を 整備 してきて おります。 現在、二十 カ所におい て「若

能や 居住 を誘導 する 区域 を定め、 緩やかな誘導 を図ること により、地 域

就労 意欲 の醸 成の 場と して、全県 域に「若者 の居場所」 の設置を進 め、

者の 居場 所」が 開設 され 、サポー トステーショ ンと合わせ て毎年度百 名

既存 住宅 ストッ クの 有効活 用や良好な 住環境維 持の観点か ら配慮するこ

の 実情 に沿 った 暮らし やすい コンパクト なまちづく りを進める ものであ

今後 、「若 者の 居場 所」の運 営に関して は、これま で課題であ った人

と も必 要であ り、 こう した地 域のあり方に ついては、 一義的には 、市町

を 超え る若 者の 就職や 進学な どに結びつ いており、 一定の効果 があわら

材 確保 のため のボ ラン ティア 養成講座を実 施するなど 、関係団体 等と連

村が 計画 策定 プロセ スの 中で住民 とともに議 論し、将来像 を描いてい く

りま す。また、 市街地周辺部 などに発生 する空き家 への対応に ついては、

携を 図り なが ら、若 者が 身近な地 域でいつで も相談等がで きるよう、 体

べきものと考 えており ます。

れて きたものと 考えておりま す。

制の整備に努 めてまい ります。

もに 、第 三期ふ るさ と秋 田元気創造プ ランに掲 げます中心 市街地の活 性

県 とし まして は、 引き続 き、立地適 正化計画 策定への支援を 行うとと

現在 、県で は、 会計 年度任 用職員制度の 導入に向け 、全ての臨 時・非

化 や、 交通 ネット ワー クの整 備などにス ピード感を持 って取り組 み、人

次に 、会計年度 任用職員で ございます。
常 勤職 員の 職務内 容等 を精査 しつつ、新 制度での職員 任用のあり 方など

次に、再犯 防止でご ざいます。

口減少 下において も持続可能 なまちづく りに努めてま いります。

を求 めら れたも ので ありま すが、現状 の臨時的任用 職員の約三 割と、特

県 では 、再犯 防止 推進法 の成立を受 けて、こ れまで六回 にわたり、 保

を検 討し てお りま す。国 の実態調 査では、現 時点での人 事当局の見 込み
別 職非 常勤職 員の 約七 割が、会 計年度任用 職員に移行 する見込み となっ
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で、 民間 協力者 の活 動促進 や学校等と 連携した 修学支援な ど、国の計画

え てい るとこ ろで あり ます。こ の会議は、今 後も二カ月 に一回のペ ース

再 犯者 に関 する 情報 共有の必 要性につい ても、県の 意見を関係 機関に伝

者へ の対 応など 、毎 回テ ーマを絞 って意見交換 を行ってお り、その中 で

て まい ったと ころ であ ります。 会議では、 再犯者の就 労支援や薬 物依存

護観 察所 や検察 庁、 刑務所 、少年鑑別 所などと 打ち合わせ会議 を開催し

つな がる 検診の 必要 性など を理解し、 自らの健 康と命の大 切さに気づく

ら の体 験談を 聞き 、生 徒同士の 話し合いを通 して早期発 見や早期治 療に

に おい て「 がん 教室 」を実施 し、専門医 からの講話 と乳がん等 経験者か

組み を推 進する よう 指導 している ところであり ます。また 、中高等学 校

会 では 、各学 校に おい て、体育 科・保健体 育科の授業 を中心とし た取り

た指 導を 行うこ とが 示され ております 。このこ とを踏まえ、県 教育委員

がん に関 する 知識を 深め 、指導力 の向上を図 るために、 がん教育指導 者

など、主体的な学びの実現に努めております。さらに、乳がんを含む

また 、来 年度 には、 法務関 係機関のほ か、保護司 会連合会な どの民間

研修 会を開 催し 、参 加者が この研修で得 た成果を各 学校での指 導に生か

の 重点課題を 主なテーマに して開催す ることを 予定してお ります。
団体 や地域 生活 定着 支援セ ンター等を構 成メンバー とする「再 犯防止推

して いるところ であります 。

方 について検 討が行わ れていることか ら、その 動向を注視 するととも に、

なお 、現在 、国 にお いて、 新学習指導要 領に対応し たがん教育 のあり

進 協議 会」を 設置 して 、県の再 犯防止推進 計画を策定 することにい たし
ており ます。
次 に、 非行 等によ る修 学中断を 防ぐための 取り組みにつ いてであり ま

関係 部局 と連 携し 、県 医師会から も意見をい ただきなが ら、学校に おけ

次 に、 教職員 の多 忙化 解消について でありま すが、県教 育委員会が 策

すが 、法 務関 係機 関等 において、 高校での非 行防止教室 や小・中学 生を
学 ・復 学に向 けた 学習 指導など を行ってい るほか、保 護司会やＢ ＢＳ会

定し た多 忙化防 止計 画の 趣旨や内 容は、校長会 議や市町村 教育長会議 な

るがん教 育の充実を 図ってまいり ます。

等の 民間 ボラン ティ アに おいても 、立ち直りに 向けた様々 な支援が行 わ

ど 、あ らゆ る機 会を通 じて説 明してきて おり、各学 校では多忙 化の解消

対象 にし た作文 コン クール 等の啓発活 動に加え、矯 正施設入所 者等の進

れ てい ると ころ であり ます。 こうした取 り組みをさ らに広げて いくため

本計 画の重 点で ある 勤務時間 の管理に関 しては、現 在、五つの 市町村

に向 けた取り組 みが進められ ております 。

くり が必 要であ り、 今後、 打ち合わせ 会議等で 意見交換の 場を設けなが

が タイムカー ド等を導入済 みで、三つ の市町が 検討中であ ります。今後 、

に は、 法務関 係機 関等 と教育機 関とが日常的 に連携協力 していく体 制づ
ら 、県 計画の 中に 盛り 込む具 体策を検討し てまいりた いと考えて おりま

その 効果 を検 証し、 市町 村教育委 員会に情報 を提供してい く予定であ り

ますが 、そ の他 の市 町村に ついても、勤 務時間管理 簿による管 理がより

す。
私からは以上 でございま す。

適 正な ものと なる よう 、学校訪 問などの機 会を捉え、引 き続き働き かけ
てまいり ます。

るス クー ル・ サポ ート・ スタッフ の有効活用 を促すとと もに、市町 村教

石川 議員から 御質問のあ りました、 乳

【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）

国が 策定 した がん 対策推進 基本計画で は、学校に おいては、 がんにつ

育委 員会 や各学 校と 連携し 、会議や調 査・照会物等 の見直しを 検討する

ま た、 業務 改善に つい ても、今 年度から新 たに小学校へ 配置されて い

いて 正し く理解 させ 、健康 と命の大切 さについて主 体的に考え る力を身

こ とと してお りま す。 併せて、 校長等が教 職員一人一 人のタイム マネジ

が んについて お答えい たします。

に つけ させる こと を目 標に掲げ ており、児 童・生徒の 発達の段階 に応じ
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わか らな い面が ある んです 。そこをど ういうふ うに解釈するか です。で

質を 調査 すると 思い ます 。ただ、 それは、どこ にやるかに よって影響 範

メン ト力 の向上 につ いて指 導できるよ う、管理 職を対象とした 研修を実
部活 動指 導員に 関し ては、 今年の五月 に実施した調 査によると 、年度

囲 が違 いま すの で、 そこら辺 は、それま で拒むのか というそう いうこと

す から 、電波 の関 係は 、今、周 辺の建物を 相当広く、 高さ、ある いは材

内 に配 置を 希望 する と回答し たのは六つ の市町であ りましたが 、年度途

も 、ま たそこ まで は拒 めないの ではないかと いうことも あります。 やっ

施 し、業務の改 善に努めて まいります 。

中 にお ける人 材確 保や 予算措置 などの課題も 把握できた ことから、 来年

ぱり その かわり 調査 結果を しっかり示 してもら うという、 そこではない
か と思います 。

今日 午後から現 地、自衛隊 の新屋演習場 を

度からの 導入に向け た検討を進 めることと しております 。
な お、 土日や 休日 の大 会引率に 係る振替など は、市町村 教育委員会 の

●十 八番 （石川 ひと み議 員）

視察 するこ とに なっ ており ますが、知事 も御一緒に ということ でありま

管理 下で 適切 に行わ れて いるもの と認識して おり、県教 育委員会とい た
しま しても 、引 き続 き指導 してまいりま す。今後は 、大会引率 に係る振

すが 、どういっ た観点で知 事は視察をさ れますか。

ルーマ ニアのデベ セルですか、 あの基地を 見ます

理棟 、こ れを一 カ所 にまと めるという よりも分散で す。そうい うことが

と、 一平 方キ ロに 分散 配置なんで す。レーダ ー、あるい はロケット 、管

● 知事 （佐 竹敬久 君）

【知事（ 佐竹敬久君） 】

替 や、 週末に おけ る部 活動休養 日の設定状 況を調査し 、その結果を 踏ま
え、 各校 の実情 に応 じた 適切な部活動 運営に関 する指導を 行うことで 、

多岐にわ たりありがと うございま す。知事

教 職員のワー ク・ライ フ・バランスの 実現に努 めてまいり ます。
以上で ございます 。
●十八 番（ 石川ひ とみ 議員）

イー ジス ・アシ ョア につい てですが、 知事は、多項 目について 、この

す から 、そ うい う配置 の中で どのくらい 離せるかど うかという 非常に難

と、 ロケ ットは 住宅 側に 持ってく るという。こ の逆もある んですね。 で

あ そこ ででき るの かど うかと。 単純な話、 レーダーを 海側に持っ てくる

質 問状 に文 書で 回答す るよう にと、防衛 省の方に提 出をされて います。

し い面 がある と思 うん です。そ こら辺、ルー マニアの例 を、しっか り、

にお 伺いを何点 かしたいと 思います。

先 ほど 来お話 を伺 いま すと、納 得をしない限 りは調査も 進めてはい けな

私の 方で 航空写 真全 部あり ますので、 あれと同 じような配 置なのか、あ

る いは 集約配 置な のか 、そこ ら辺によって 全く違って くるんです 。そこ

いという 方向と認識 してよろし いでしょうか 。
【 知事（佐竹 敬久君）】

ずれ、 ルー マニ アの 一平方 キロというの は、まあぎ りぎりの範 囲です。

ら辺 も今 、例 の質問 状に は、どう なのかとい うことは書い ています。 い

は、周 辺の 建物 、あ るいは 緩衝、まあ樹 木の高さな んかによっ て減少し

あ そこ はその 周り に相 当な緩衝 地帯があり ますので、そ こら辺を我 々が

ただ、電磁 波等につい ては、調査を しないこと に

ま すの で、ど こに 配置 するかに よって、例 えばサイドロ ーブの及ぶ 範囲

今日しっ かり見る必 要があると 思います。

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

がど こま でか、 これ は電 波関係の環境 調査、影 響調査、こ れをやらな い

いる よう に、 住宅 地には 接近して いるという ことでしょ うから、そ こら

今日ごらん になって、こ れまでも言 われて

そう いう 調査 はや って、 そのかわ り、そのデ ータ、ある いはその対 策を

辺も 含め て、知 事は 今後も 住民に納得 いくように、 そしてまた 住民の意

● 十八 番（ 石川ひ とみ 議員）

しっ かり 具体的 に示 しても らうという 、そうでなけ れば、なか なかそこ

見 を県 として もき っち り伺って いただいて 、毅然とし た態度で国 に臨ん

こ とに は、 答えよ うが ないと いうことも あるんです。 ですから、 むしろ

は 非常 に難し い面 です けれども 、相手もや っぱり前提 の調査をし ないと
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でいただ きたいとい うふうに要望 します。
も う一 点、乳 がん の予 防についてで すが、先 ほどのお話 では、検診 の
クー ポン ですと か出 前講 座という お話がなされ たと思いま す。ただ、 こ
れ まで とは 違っ て、 もっと一 歩二歩進ん だ形で、ぜ ひ予防に向 けた動き
を つく ってい ただ きた い。そし てその請願を 提出された 方の思いを 通し
てい ただ きたい とい うこと です。いま 一度そこ についてお 答えをいただ
け ればと思い ます。
一般 の職域の健康 診断で、乳 がん検診、 マンモグ

【知事（ 佐竹敬久君 ）】
●知事 （佐 竹敬久 君）
ラ フィ も併用 して やっ ていると ころもあり ます。ただ 、事業所の数 は非
常に 少な いので す。 ただ 、そういう中 で、まず 職域診断に おいて、健 康
診 断に おい て、そ うい うもの を福利厚生 でやっていた だき、それ をまず
広げ る。 ただ 、そ れに 、そこでや らなくても 、一般の県 、あるいは 国、
市町 村で やって いる ことは やれるので す。ただ、Ｐ Ｒの仕方が 少し少な
い と思 います 。で すか ら、そう いうところ で、職域診 断でやらな くても
一方 でク ーポン でや れる 、そうい うところが活 用されてい るかどうか と
い うこ とを 、も う少し 検証が 必要でしょ う。今の実 態から、一 方でクー
ポ ンと か県の 補助 でや ってるの は年齢制限が ありますの で、そうい うと
ころ を広 げるこ とが いいの かどうか、 まあ適正 なのかどう かという、そ
十 八番石川議員 の質問は終 わりました 。

こ ら辺は少し 研究すべきと ころだと思 います。
●副議長 （竹下博英 議員）

以上で本日の 日程は全部 終了しまし た。
本日 は、これを もって散会 いたします。
午後零時七 分散会
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