平成三 十年 秋田 県議 会第 一回 定例 会会 議録

議事日程第 十三号
平 成三十年七 月十三日（金 曜日）

交 通事故に係 る和解に ついて

る条例案
第一 四、議案第一 五二号

秋田県 国営土地改 良事業負担 金徴収条例 の一部

第一 七、議案第 一四八号

交通 事故に係る和 解について

秋 田県営住宅 条例の一 部を改正す る条例案

第十 三号
第一五、 議案第一四 七号

を 改正する条 例案

平成 三十年度県 営土地改良 事業に要す る経費の

秋田県監 査委員の選 任について

第一八、 議案第一五 四号

第一六 、議案第一 五三号

一、議 案第一四〇号
秋 田県教育委 員会の委員の 任命につい て

一部負担 の変更につ いて

第
二 、議案第一 四一号

午後一 時開議
第

交 通事故に係る 和解につい て

交通事故 に係る和解 について
第二〇 、議案第一 五六号

平成三 十年度都市 計画事業に 要する経費の 一部

第一九、議 案第一五五号

つ いて

第二一、 議案第一五七 号

秋田県 収用委員会 の委員及び 予備委員の任 命に
秋田 県副知事の 選任につい て

三、 議案第一四二 号
四 、議案第一六 六号

第
第

負 担の変更に ついて

平成三十年度秋田県一般会計補正予算（第二

平成 三十年度急 傾斜地崩壊 対策事業に要 する経
第二三 、議案第一 五九号

財産の 取得につい て

工 事請負契約 の締結に ついて

第二二、 議案第一五 八号

備 事業特別会 計補正予 算（第一号 ）

第二四、 議案第一六 〇号

秋田県立 特別支援学校 設置条例の 一部を改正 す

費の一部 負担の変更 について

平成 三十年度秋 田県国民健 康保険特別 会計補正

第二 五、議案第 一四九号

平成三 十年度秋田 県秋田港飯 島地区工業 用地整

号）

五、議 案第一三七 号

七 、議案第一 三九号

六、 議案第一三 八号

第
第
第
予算（第 一号）
条例案

第二 七、議案第 一六二号

第二六、議 案第一六一 号

交通 事故に係る和 解について

交 通事故に係 る和解に ついて

交通事 故に係る和解 について

る条 例案

秋田県県 税条例等の 一部を改正 する条例案

第二八、 議案第一六 三号

交通事故 に係る和解 について

地 方独立行政 法人法施 行条例の一 部を改正する

地 方活力向上地 域における 県税の不均 一課税に

第二九、議案第 一六四号

物 損事故に係る 和解につい て

八、議案第 一四三号

第

関する 条例の一部を 改正する条 例案

第三〇 、議案第一 六五号

第

第一〇 、議案第一 四五号

交通事故に係 る和解に ついて

第三一、地 域社会の維 持・活性化 に関する調 査特別委員 会付託事項調 査の

九、議 案第一四四号

第一 一、議案第 一五〇号

物損 事故に係る 和解につい て

件

第一二、 議案第一五 一号

秋田県介 護保険法関 係手数料徴 収条例及び 秋田

第三二、 請願審査の 件
請願第四七 号

核兵器 禁止条約への 署名・批准 を求める意 見書

第一三、議 案第一四六 号

県指 定居宅サー ビス等の事 業の人員、 設備及び
運営に 関する基準 を定める条例 の一部を改 正す

の提 出について
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最低賃金 の引上げ及 び中小企業 支援の充実 ・強

を求め る意見書

地方消費者行 政に対す る財政支援 の継続・拡 充

を求め る意見書

いま まにイージ ス・アショ アを配備しな いこと

地域住民 及び地元自 治体の「理 解と協力」が な

関する 丁寧な説明 を求める意 見書

秋 田市新屋へ のイージ ス・アショ ア配備計画に

充を求め る意見書の 提出につい て

地 域別最低賃金 の引き上げ と中小企業 支援の拡

の 継続・拡充 を求める 意見書に提 出について

地方 消費者行政に 対する財政 支援（交付 金等）

計 画に関する意 見書の提出 について

秋田市 新屋への「イ ージス・ア ショア」の 配備

三十 七番

三 十四番

三十二番

三 十 番

二十八番

二十五番

二 十三番

二十一番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

七

五

三

一

番

番

番

番

番

川

柴

佐

近

土

石

原

北

菅

鈴

沼

三

加

鈴

薄

田

藤

藤

谷

田

林

原

山

木

谷

浦

藤

木

佐々 木

吉

口

東 海林

平

田

方

井

有

正

丈

博

晴

雄

茂

麻

健

雄

清

敏

健一郎

幸

一

賢 一郎

勝

司

悦

寛

子

正

文

洋

彦

大

純

人

里

太

太

彦

司

四十二番

四 十 番

三 十八番

三十五番

三十 三番

三十一番

二十九番

二 十七番

二十四番

二十 二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

鈴

小

大

小

加

工

三

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

佐

杉

石

木

田

関

松

藤

藤

浦

口

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

洋

美恵子

隆

鉱

嘉

英

博

雄

英

雄

正

一

範

一

英

孝

治

浩

策

晃

正 一郎

信

明

ひとみ

武

衛

俊比 古

徹

千鶴子

請願第四八 号

化を 求める意見 書

三十九番

鶴

司

第三六、意 見書案第六 号

第三 五、意見書 案第五号

第三四、意 見書案第七号

第三 三、意見書 案第四号

請願第 四九号

請願第四 六号

号、 請願第七号 、請願第一一 号、請

四 十一番

康

副

知

知

事

事

事

中

堀

佐

島

井

竹

英

啓

敬

史

一

久

一

知

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

副

聡

喜

願第二二 号、請願第 二四号、請 願第

第三 八、委員会 審査、調 査継続の件 （請願審査（ 請願第二一 号、請願第 二

第三七、 議員派遣の 件

二 五号））

林
事項調査）

（常任委 員会、議会 運営委員会 の所管

北

四十 一名

四十三番

本日の会議 に付した事 件
議 事日程に同 じ
午後一時開 議
本日の 出席議員
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●議長（ 鶴田有司議員 ）

観光文化スポーツ部理事
名

前
越

川
一

郎

浩

長
晴

部
廣

務
口

総
)出
妹

尾

明

総務 部危 機管理 監 兼
(
広
報
監

企 画 振 興 部 長

学

巌

坂

修

元

保
橋

了

湯

健 康 福 祉 部 長
高

藤

聡

あきた未来 創造部長

生 活 環 境 部 長
齋

澤

司

農 林 水 産 部 長

水

佐々木

産 業 労 働 部 長

川

人

弘

小

雅

行

観光文化スポーツ部長

智

長

田

秀

次

部

建

鎌

部

設

会計管理者（兼）
出
納
局
長

神

務

部

長

総

三

田

和

猿

進

長

田

課

財

米

政

教育委員会教育長

治

部

末

本

森

察

長

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

秋田 県副知事の 選任につ いて

一、七 月十三日、 知事から次の 議案が提出 された。
議案第一六 六号

同

第一三 八号

一、 七月十二日 、次の議案に ついて予算 特別委員 長から審査 報告書が提出
された 。
第一三九号

議案第一三 七号
同

さ れた。
同

第一五一号

第一四 五号

議案第 一四三号
同

さ れた。
議案 第一四六号
さ れた。
議案第 一四七号
た。

同

同

第一五 九号

第 一五七号

第一五五 号

議案第一四 八号

同

同

第一五 〇号

第 一四四号

第 一五二号

第一 五三号

同

同

同

第一六 〇号

第 一五八号

第一五六号

第一 五四号

一、七 月十二日、 次の議案に ついて教育 公安委員長か ら審査報告 書が提出

同

一、七月十二日 、次の議 案について 建設委員長 から審査報 告書が提出さ れ

同

一、七月十 二日、次の 議案につい て農林水産委 員長から審 査報告書が 提出

同

一、七月 十二日、次 の議案につい て福祉環境 委員長から 審査報告書 が提出

同

一、七月 十二日、次の 議案につい て総務企画 委員長から 審査報告書が 提出

(2)

(4) (2)

(2)

(2)

(8) (6) (4) (2)
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(1)

(3) (1)

(5) (3) (1)

(1)

(1)

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

された。
同
第一六四 号

第 一六二号

議 案第一四九号

同

同

同

同
第一六 五号

第一 六三号

第一六一号

一、七 月十二日、 次の委員長か ら請願審査 報告書が提 出された。
総務企画 委員長

意 見書案第五号

求める意 見書

地方消費 者行政に対 する財政支 援の継続・拡 充を

一、七月十 三日、福祉 環境委員長か ら次の意見 書案が提出 された。

一

最低賃金の 引上げ及び 中小企業支 援の充実・ 強化

を求める意 見書

地域住民及 び地元自治体 の「理解と 協力」がな い

ままにイー ジス・アショ アを配備し ないことを 求

める意 見書

（委員 会）結果表 は巻末に登 載】

議

員

派

遣

一

覧

地域社 会の維持・ 活性化に関 する調査報告 書

派遣の目的

関係行政 庁等に対して 議長名の要 望書を提出 し、県の

県 の事務・予 算に関する 要請活動（ 平成三十年度 重点事業要 望）

登載省 略

【平 成三十年 第一回定例会（ 六月議会 ）請願審査

同日 、各議員に 配付した。

一、 六月二十九 日、監査 委員から例 月出納検査の 結果に関す る報告があ り、

監査結 果について 通知があり、 同日、各議 員に配付し た。

一、七 月五日、監 査委員から 平成三十年 五月九日 付け住民監査請 求に係る

覧」のと おりである 。

一、議員 の派遣に関 する申出及 び依頼のあ ったものは 、別紙「議員 派遣一

査 報告書が提 出された 。

一、七月 十三日、地域 社会の維持 ・活性化に 関する調査 特別委員長か ら調

意見書案 第七号

一、 七月十三日 、沼谷純議員 から次の意 見書案が 提出された 。

意見 書案第六号

一、 七月十三日 、産業観 光委員長か ら次の意見 書案が提出さ れた。

(1)
(1)
(1)

福 祉環境委員 長
産業観 光委員長
一、七月十 二日、次の委 員長から請 願審査継続 申出書が提 出された。
福祉 環境委員長
教育公 安委員長
一、 関係委員会 における 請願の審査の結 果は、別 紙「請願審 査結果表」 の
とおり である。
一、七月十 二日、次の 委員長から所 管事項の調 査継続申出 書が提出さ れた。
総務 企画委員長
福祉環 境委員長
農 林水産委員 長
産業 観光委員長
建 設 委 員 長
教 育公安委員 長
一、七月 十三日、次 の事項につ いて議会運営 委員長から 調査継続申 出書が
提出された。
議会 の運営に関 する事項

議会の会議 規則、委 員会に関す る条例等に 関する事項

議 長の諮問に 関する事項
秋田 市新屋へのイ ージス・ア ショア配備 計画に関

一、七月 十三日、総 務企画委員 長から次の 意見書案が提 出された。
意見書案第 四号

事務 ・予算に関 する要請活 動を行うた め
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(6) (4) (2)

する丁 寧な説明を 求める意見 書

(1)

(5) (3) (1)

(3) (2) (1)

(1)

二

三

四

派 遣地

派遣期間
原幸 子議員、佐藤正 一郎議員 、工藤嘉範 議員、

宮 城県、東京 都

平成三十 年八月七日（ 火）～八日 （水）

登載省 略

お諮り します。日 程第一から 日程第四ま での議

例月出納検 査報告書
●議長（ 鶴田有司議 員）

案 四件は、い ずれも委 員会付託を 省略し、直 ちに本会議に おいて審議 す

派遣議員
佐 藤信喜議員 、佐々木雄 太議員、石 田寛議員、

るこ とに御異議 ありませんか 。
●議 長（鶴田有 司議員）

御 異議ないも のと認め 、そのよう に決定いたし

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

平山 晴彦議員（ 以上、建設委 員）
第百三十五回 北海道・東 北六県議会 議長会議に 出席の

第百 三十五回北 海道・東北 六県議会議 長会議
派 遣の目的
平成三十年 八月三十日 （木）

議案 第百四十一 号秋田県教 育委員会の委 員の任命に ついて、日 程第三、

ます。

派遣期間
山 形県

議案第 百四十二号秋 田県収用委 員会の委員 及び予備委 員の任命につ いて、

ため

派遣 地
竹下博英 議員（副議 長）

日程第一、 議案第百四十 号秋田県監 査委員の 選任につい て、日程第二 、

派遣議員

一括議 題といたし ます。

日 程第四、議 案第百六 十六号秋田県副 知事の選 任について 、以上四件 を

平成 三十年度北 海道・東北 六県議会議 員研究交流大 会

平成三十 年度北海 道・東北六県議 会議員研 究交流大会

派遣の目 的
平 成三十年八 月三十一日 （金）

するた め、議案第 百四十二号は 、秋田県収 用委員会の 委員として 湊屋隆

議案 第百四十一 号は、秋田 県教育委員 会の委員 として吉村昌之 氏を任命

洋 樹氏を選任 するため、

派遣 期間
山形 県

夫 氏及び武田 哲也氏を 、予備委員 として金田早 苗氏を任命 するため、 議

議案第百四 十号は、 秋田県監査委員 として髙

派遣地

鈴木洋一議 員、大関衛 議員、加藤鉱 一議員、

案第 百六十六号 は、秋田県副 知事として 川原誠氏を 選任するた め、議会

に参加のた め

派 遣議員

工藤 嘉範議員、 北林丈正議員 、鈴木雄大 議員、

の同意を 得ようとす るものであ ります。

平成三十年 九月一日（土 ）

【賛成者 起立】
●議長（鶴 田有司議員 ）

御 異議ないもの と認めます 。

起立者全 員でありま す。よって 、議案第百 四十

同 意すること に賛成の 方、御起立願い ます。

まず、議案 第百四十 号について 起立により 採決いたし ます。本案は 、

●議長 （鶴田有司 議員）

【「異議なし 」と呼ぶ者 あり】

省略し 、直ちに採 決すること に御異議あり ませんか。

お 諮りします が、上程議案 四件は、い ずれも趣旨 説明、質疑 、討論を

佐藤信喜議 員、鈴木健 太議員、杉 本俊比古議員 、
佐 々木雄太議 員、土谷勝悦 議員、佐藤 正一郎議員 、
加藤麻里 議員、加賀 屋千鶴子 議員、石川徹議 員
第十六回 秋田県障 害者スポー ツ大会陸上 競技開始式
第 十六回秋田 県障害者スポ ーツ大会陸 上競技開始 式に

派 遣期間

秋田 市

派遣 の目的

派遣地

三浦茂人 議員（福祉環 境委員長）

出席のため

派遣議員

号は 同意されま した。
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(4) (3) (2)
(1)
(4) (3) (2)
(1)
(4) (3) (2)
(1)
(4) (3) (2)

次に、議案 第百四十 一号について起 立により 採決いたし ます。本案 は、

起立者全 員でありま す。よって、 議案第百四 十

同 意することに 賛成の方、 御起立願い ます。
【賛成者 起立】
●議 長（鶴田有 司議員）
一号 は同意され ました。
次に、議案 第百四十 二号につい て起立によ り採決いたし ます。本案 は、

起立者全 員でありま す。よって 、議案第百四 十

同 意すること に賛成の方、 御起立願い ます。
【賛成者 起立】
●議長（鶴 田有司議員）
二号 は同意され ました。
次に、 議案第百六十 六号につい て起立によ り採決いた します。本案 は、

起立者全 員でありま す。よって 、議案第百 六十

同 意すること に賛成の 方、御起立願い ます。
【賛成者 起立】
●議長（鶴 田有司議員 ）
六号 は同意され ました。
次に、 日程第五、 議案第百三十 七号から日 程第三十、 議案第百六 十五
号 までの議案 二十六件 を一括議題 といたします 。
関係 委員長の報 告を求めます 。まず、予 算特別委員 長の報告を 求めま
す。
ただいま 議題となり ました案件 につい

【 三十九番（ 予算特別委員 長川口一議 員）登壇】
●予算特 別委員長（ 川口一議員 ）

て、予算特別 委員会に おける審査 の経過と結 果を報告申 し上げます。
本委 員会におい て審査した 案件は、議案 第百三十七 号平成三十 年度秋

あり、こ れにより予 算総額は、五 千九百七十 億八百三十 九万円とな りま
す。

次に、 秋田港飯島 地区工業用地 整備事業特 別会計の補 正予算は、 四千

百 五十四万円 の増額で あり、これ により予算 総額は、八千 七百十四万 円
とな ります。

次に、国民 健康保険 特別会計の 補正予算は 、二十一万円 の増額であ り、

こ れにより予 算総額は、九 百四十億六 千三十五 万円となり ます。

今回の 補正予算は 、大雨によ る災害復旧対 策事業のほ か、第三期 ふる

さと秋田 元気創造プラ ン加速化パ ッケージ関 連事業、公 共事業等につ い
て計 上されてお ります。

審査に 当たっては、 まず、当局 から説明を 聞き、各分 科会及び総括 審

査 において、 それぞれ 質疑を行いまし た。

その主 な内容につ いて申し上 げます。

まず、総務 企画分科 会では、「ＰＦ Ｉ導入可 能性調査事 業」、「学 生

と保 護者に向け た県内就職 情報発信強 化事業」 などについて質 疑があり
ました 。

ま た、福祉環 境分科会で は、「患者 のための薬局 ビジョン推 進事業」 、

「介 護人材確保 対策事業」な どについて 質疑があり ました。

また、農林 水産分科 会では、「 中山間営農型 太陽光発電 モデル実証 事

業 」、「大規 模肉用牛団地 整備事業」 、「農地 災害復旧事 業」、「林地

荒廃防 止施設災害 復旧事業」 などについて 質疑があり ました。

また、産業観 光分科会で は、「重点 市場にお けるＦＩＴ 誘客プロモー

ショ ン事業」、 「デジタル イノベーショ ン戦略普及 啓発事業」 などにつ
いて質疑 がありまし た。

ま た、建設分 科会では、 「設計積算及 び電算化調 査費」、「 県単港湾

田県一般 会計補正予 算（第二号 ）、議案第 百三十八号 平成三十年度 秋田
県 秋田港飯島 地区工業 用地整備事業特 別会計補 正予算（第 一号）及び 議

整備事 業に係る債 務負担行為 の設定」な どについて質 疑がありま した。

学習 支援モデル 事業」など について質 疑がありまし た。

また、教育 公安分科 会では、「将来 設計支援 事業」、「 障害者の生 涯

案第百 三十九号平 成三十年度 秋田県国民 健康保険特別 会計補正予 算（第
一号）、 以上三件で あります。
今回 の一般会計 補正予算は 、百六十四 億一千七百三 十九万円の 増額で
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次に、総括 審査につ いてですが、は じめに「 洪水等に対 する防災対

りまとめ たものであ るとの答弁が ありました 。

はどう かとただし たのに対し 、各市町村に おいて、浸 水が想定さ れてい

て いるのか。 また、豪雨の 際の、農業 用ため池 や河川の堤 防に係る対策

マップを 作成してい るが、洪水 に関する住 民への周知は どのように なっ

秋田 県内でも、 東日本大震災 以降、各自 治体におい て、津波の ハザード

ハ ザードマッ プの浸水 想定におい て五メート ル以上となる 地域もあっ た。

今回の 西日本の豪 雨災害で被害 の大きかっ た倉敷市の 真備地区で は、

いても経 済力を維持す るための生 産性向上に 向けた取り 組みをもう一 押

ある。 このパッケ ージは、こ れまでの取り 組みに加え 、人口減少 下にお

県 民の生活水 準を確保して いくために は、生産 力を維持し ていく必要が

だしたの に対し、総 人口や生産 年齢人口の 一定の減少を 見込んだ上 で、

き方 向性がわか りにくい印象 があるが、 どのように 認識してい るかとた

要 である。パ ッケージ には様々な 取り組みが 数多く載って おり、進む べ

産業の 育成や結婚 支援センター などの施策 を地道に進 めていくこ とが重

こ れに対し、人 口減少対策 に特効薬は なく、これ まで県が行っ てきた

る区域な どを住民に伝 える洪水ハ ザードマッ プの作成が 進められてい る

しす ることに主 眼を置いて いるとの答弁 がありまし た。

策 」についてで あります。

ほか 、河川の水 位に応じて 水防団を待機 させるなど の警戒体制 の基準も

ドマッ プを作成し ており、市町 村と連携し ながら周知 に努めてい るとこ

につ いて、被害 が想定され ている範囲 や避難経 路等を盛り込ん だハザー

及ぼすお それのある ため池を、「 防災重点た め池」に指 定し、この 全て

農業用 ため池につ いては、決 壊した場合 に人家や学 校、病院等に 影響を

と もに、住民 への周知 が一層図られる よう働き かけてまい りたい。ま た、

ら 、現在、こ うした点 について深 く掘り下げた 分析を行う ための準備 を

か、地 域の風土や 歴史的な背景 により婚姻 率や出生率 に幅がある ことか

対策 に取り組ん でいるが、 市町村によ って取り 組みに違いが見 られるほ

いかと考 えるがどう かとただした のに対し、 県として、 全県的に少 子化

いった 直接的な人 口減少対策 に、しっか りと取り組 んでいくべき ではな

あ るいは若者 の県外流 出を防ぎつつ、 さらには 若者を県内 に呼び込む と

これに 対し、さらに 、生産力の 維持も重要 であるが、 子供を増やす 、

ろ である。河 川の堤防 等の整備に ついては、現 在、県管理 河川の整備 率

進め ており、こ れまでにない 新たな発想 で少子化対 策を進めて いくこと

設けて いる。県とし ても、市町 村に対して 、ハザード マップの見直 しと

が四 六％と低位 であることか ら、引き続 きその整備 を進めると ともに、

を考えて いるとの答 弁がありま した。

イージ ス・アショ アの安全性 や周辺住民に 与える影響 については 、知

次 に、「イー ジス・アショ アの配備」 についてで あります。

ハード対 策で対応し 切れない部 分については 、ソフト面 での対策で カ
バ ーする必要 があると認識 していると の答弁が ありました 。
次に、 「第三期ふ るさと秋田 元気創造プラ ン加速化パ ッケージ」 につ

による 将来人口推 計の結果が 、前回の推 計より下振れ したことを 受け、

と ただしたの に対し、 三月末に示され た国立社 会保障・人 口問題研究 所

が、策定 からまだ間 もない中、 加速化パッ ケージを策 定した理由は 何か

この 四月から「 第三期ふる さと秋田元気 創造プラン 」がスター トした

だしたの に対し、住 民に対しては 、調査結果 に基づいて きちんと説 明さ

は第三 者がその手 法や適正さ について検 証すべきと考 えるがどう かとた

査 の結果、国 が安全だ とした報告内容 について は、県や秋 田市、ある い

業務の結 果により、 住民に安全 であると説 明できるも のになるのか 。調

在、 公告中の土 質調査や測 量調査、施設 の配置計画 等の基本構 想等策定

事や県議会、 住民が、 国に対して 丁寧かつ十 分な説明を 求めている。 現

第三期プ ランの方向 性は維持しな がら、新た な人口減少 対策を講じ ると

れる ものと考え ているが、 調査内容や 結果の適正さ の検証につ いては、

いてでありま す。

とも に、地域経 済維持の取 り組みを加 速するため、 パッケージ として取
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ら れることが 必要だと 考えている 。さらに、 小野寺防衛大 臣に提出し た

要望し ており、多 くの方の目に 触れるよう にして、一 定の監視体 制がと

い ては、議会、 県民、マス コミなどに 対して公 表し、説明する よう国に

県警 としては、 にかほ警察署 を由利本荘 警察署と統 合すること により、

合 理的な説明 をしてい く必要があ ると思うが どうかとただ したのに対 し、

れたと ころである が、にかほ市 民に対して 、統合後の 体制などに ついて

こ れに対し、先 般、にかほ 警察署の由 利本荘警察 署への統合案 が示さ

答弁があ りました。

質問 状には、電 波環境の変化 に関するモ ニタリング や第三者機 関による

機能強化 や警察力の 効果的な運 用を図るこ とが可能にな ると考えて いる。

一義的に は防衛省が 行う必要があ ると考えて いる。また 、調査結果 につ

チェック の必要性を 盛り込んで おり、そう いったことも 含めて担保 した

地 元住民に対 しては、警察 署の統合後 、どのよ うに治安維 持を図ってい

くかに ついて、具 体的かつ合 理的に説明し 、住民の理 解が得られ るよう

い と考えてい るとの答弁が ありました 。
また、 新屋演習場 は細長い土 地であり、住 宅や学校の ほか国道や 県道

努力して まいりたいと の答弁があ りました。

その ほか、「県 ・市連携文 化施設につい て」、「医 療と介護予 防につ

も隣接し ていて、ここ にイージス ・アショア を配備する には無理があ る
と思 う。住民は 、電波によ る健康への影 響やテロ攻 撃の懸念な ど、同演

いて」 、「下水汚泥 のコンポス ト化につい て」、「守 りたい秋田の 里地

質疑を 終了し、討 論なく、採 決の結果、 議案第百三 十七号及び議 案第

習場へ の配備に不安 を感じてい る。県民の 生命と財産 を守らなけれ ばな
はない かとただし たのに対し 、これまで の防衛省の 説明や対応は 納得で

百三十九 号について は、賛成多数 をもって、 議案第百三 十八号につ いて

里 山五十につ いて」な どに関して質疑 がありま した。

きるもの ではなく、 新屋演習場に ついても、 十分な緩衝 地帯が設け られ

は、 全会一致を もって原案 のとおり可 決すべき ものと決定した 次第であ

ら ない知事と しては、 国に対してはっ きりと反 対の意思を 表明すべき で

るか 、周辺に多 数設置され ている風力 発電施設 の影響がどうな のかなど 、

ります 。

総務 企画委員長 の報告を求 めます。

た だいま議 題となりま した、議案第

百四十 三号、議案 第百四十四 号、議案第百 四十五号、 議案第百五 十号及

●総 務企画委員 長（北林丈正 議員）

【二十三番 （総務企画 委員長北林 丈正議員）登 壇】

●議長 （鶴田有司 議員）

以 上、報告申 し上げます 。

多くの 疑問を持つ ところではあ るが、知事 として反対 であること を表明
し た場合、そ れ以降、 国との交渉 能力を失う可 能性がある ほか、国が 配
備を 強行するお それもある。 非常に難し い面がある が、たとえ 政府の圧
力があっ たとしても 、議会や県 民の声を踏ま え、自分の 良心に従い 、言
う べきことは 言うことで、 知事として の責務を 果たしてい くとの答弁が
ありま した。

び議案第百五 十一号、 以上五件に ついて、総 務企画委員 会における審 査

本委員会に 付託され ました議案 第百四十三 号は、地方 独立行政法人 法

次に、「警察 署の統廃合 」について でありま す。
とになる と思うが、 地域の治安 を維持し、 住民が不安 なく暮らして いく

の 一部改正に より、公 立大学法人以外 の地方独 立行政法人 の中期計画 の

の経 過と結果を 報告申し上 げます。

た めには、警 察署を含 む県警察の果た す役割が 重要である と考えるが ど

認可等 に関し知事 に意見を述 べることを 秋田県地方独 立行政法人 評価委

人口 の減少が進 む本県では 、今後、学校 や行政施設 の統廃合が 進むこ

うかと ただしたの に対し、県 警察として は、人口減少 が県内の治 安情勢

員会の所 掌事務とし ようとするも のでありま す。

議案 第百四十四 号は、地方 税法の一部 改正に伴い、 個人県民税 の基礎

に与える 影響を踏ま えつつ、県民 の安全・安 心を確保す るための最 も効
率的 な県警察の 組織体制の あり方につ いて検討を進 めてまいり たいとの
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で あります。

控除等の 見直し及び 県たばこ税の 税率の引き 上げ等を行 おうとする もの

う かとただした のに対し、 今回の見直 しは、多 くの県内出身者 が受験す

学の質を 落とさずに 県内出身者を 増やすこと が重要であ ると考える がど

る ものである 。具体的 には、優秀 な生徒が受 験し、定員の 半数程度を 県

る環境 を整えると 同時に、全国 からも同様 に学生を集 める入試制 度にす

本 社機能が集 積する地 域から当該 機能を地方 活力向上地域 に移転した 者

内出 身者とする 「学校推薦型 選抜」や、 県内高校生 を対象とし た「グ

議案第 百四十五号 は、地域再生 法の一部を 改正する法 律の施行に より、
につ いて、事業 税、不動産取 得税及び固 定資産税の 課税免除の 措置を講

ローバル セミナー入 試」などの 定員を増や すことにより 、県内出身 者の

福祉環境委員 長の報告 を求めます 。

ただいま 議題となり ました、議 案第

百四 十六号及び 議案第百五 十二号につ いて、福 祉環境委員会に おける審

●福祉環境 委員長（三 浦茂人議員）

【十一番 （福祉環境 委員長三浦 茂人議員 ）登壇】

●議 長（鶴田有 司議員）

以上、 報告申し上げ ます。

との 答弁があり ました。

めたもの であり、まず は目標達成 に向けて全 力で取り組 んでまいりた い

域のグ ローバル化 を担う人材 を育成するた め、大学自 らが中期計 画で定

確 保につなげ てまいりたい と考えてい る。県内 出身者の確 保対策は、地

じようと するもので あります。
議 案第百五十 号は、公用車 の交通事故 について、 相手方と和 解するた
め、議 会の議決を 求めるもの であります。
議案第百五 十一号は、物 損事故につ いて、相 手方と和解 するため、議
会の 議決を求め るものであ ります。
審査に 当たっては、 当局からそ れぞれ説明 を聞き、質 疑を行いまし た
が 、その主な 内容につ いて申し上げま す。
総務部 関係の議案 第百四十五 号地方活力 向上地域に おける県税の 不均
一課税に 関する条例 の一部を改正 する条例案 についてで あります。
雇用 増を要件と しているが 、現在の情 勢から見て 、増員してま で本社
を 行うか、県 独自の制 度を考える 必要があるの ではないか とただした の

一部 改正に伴い 、秋田県介護 保険法関係 手数料徴収 条例及び秋 田県指定

本 委員会に付 託されまし た議案第百 四十六号は、 介護保険法 施行令の

査の経 過と結果を 報告申し上げ ます。

に対 し、本県で は既に独自の 補助制度を 実施してお り、本社機 能の移転

居宅サー ビス等の事 業の人員、 設備及び運営 に関する基 準を定める 条例

機能を 移転する企 業は少ないと 思われるこ とから、国 に要件緩和 の要望

に関して は一定の実 績がある。 政策的手段と して減税制 度がいいの か、

に ついて、所 要の規定の整 理を行おう とするも のでありま す。

策検 討委員会」 中間報告に ついて」で あります。

はじめに、 健康福祉 部関係の「「秋 田県たば こによる健 康被害防止 対

次に、 所管事項審 査における 主なる質疑 について申し 上げます。

も って原案の とおり可 決すべきものと 決定した 次第であり ます。

採決の結 果、議案第 百四十六号 及び議案第 百五十二号 は、全会一致 を

審査 に当たって は、当局か らそれぞれ説 明を聞き、 質疑、討論 なく、

ため、議会の 議決を求 めるもので あります。

議案第 百五十二号 は、公用車 の交通事故に ついて、相 手方と和解 する

補 助制度がい いのか検討し ながら、今 後とも本 県の活力向 上に取り組ん
でまい りたいとの 答弁があり ました。
質疑を終了し 、討論なく 、採決の結 果、議案 第百四十三 号外四件は、
全会 一致をもっ て原案のと おり可決すべ きものと決 定した次第 でありま
す。
次 に、所管事 項審査にお ける主なる質 疑について 申し上げま す。
「国際 教養大学に おける県内 出身入学者 の確保対策に ついて」で あり
ます。
公立 大学として 県内出身者 を増やす取 り組みは重要 だが、特色 ある大
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打ち出 していくか という視点 が重要と考え るがどうか とただした のに対

討 するに当た っては、本県 の特性を踏 まえた上 で、この条 例により何を

制定につ いて現段階 でどのよう に考えてい るか。また、 条例の制定 を検

てい るところで ある。こうし た情勢を踏 まえて、県 当局として は条例の

国 会において も、健康 増進法の今 会期中の改 正に向けた議 論が進めら れ

東京都 においては 、国の動きに 先駆けて受 動喫煙防止 条例が制定 され、

知 事から前向き な発言があ ったところ であり、 国内情勢に目を 向けても 、

本県におけ る受動喫 煙防止に関する 条例の制 定を巡って は、昨年度 に

た意見交 換会を開催し 、地域に密 着した除排 雪の課題解 決の手法につ い

を踏ま え、各地域 振興局単位 で、市町村や 警察・消防 等の関係者 を交え

困 難になるな ど、地域特有 の課題が顕 在化して きている。 こうした状況

他方、市 街地におい ても、高齢 化が進行す るに伴い、置 き雪への対 応が

で、 主として過 疎化の深刻な 郡部におい て力を入れ てきた経緯 があるが、

だ したのに対 し、除排 雪の担い手 となる団体 の立ち上げ支 援は、これ ま

につい ても、計画 に盛り込んで 実施してい くべきと考 えるがどう かとた

街 地や中山間地 といった地 域ごとの事 情に合わ せた除排雪の手 法の研究

課題とな っている。 単に流雪溝等 の施設を維 持していく だけでなく 、市

また、 新しい取り組 みとして、 大学生等の 新たな除排 雪の担い手の 確

し、今般 、昨年度の検 討委員会に おいて委員 及び県民か ら聴取した意 見
おける 健康増進法の 一部改正の 動向を踏ま え、条例の 制定も視野に おき

保 を掲げてい るが、ど のように実施し ていくの か。他県に おける実施 例

て、 議論を深め ているとこ ろであるとの 答弁があり ました。

つ つ受動喫煙 防止の取 組を進めること としてい る。今後、 県民の健康 を

がある のかとただ したのに対 し、青森県 の弘前市な どでは、社会 福祉協

をも とに今後の 取り組みの 方向性を取り まとめたと ころであり 、国会に

守る上 で、健康増 進法の定め が十分か、 秋田県独自 の要素を加味 する必

議会を通 じて、災害 ボランティア 登録をして いる大学生 等に除排雪 への

体をは じめ、それ を支援するＮ ＰＯ法人や 市町村を通 じて大学生 に働き

要がある かといった 部分について も、県民の 意見も聞き ながら検討 して
また、 検討委員会 でも述べられ ているとお り、たばこ による健康 被害

か け、雪国が 背負うハ ンデを克服 するための方 策について の意見交換 を

参画 を促すため の声かけ等 を実施して いる。本 県においても、 除排雪団

を 防止する上 では、た ばこをやめ たい人に対す る禁煙支援 が重要だが 、

行う など、今後 の取り組みに つながるモ デル事業を 展開してま いりたい

まい りたいとの 答弁があり ました。

例え ば、禁煙外 来の受診費用 に対する補 助といった 支援の方法 は考えら

との答弁 がありまし た。

農林 水産委員長の 報告を求め ます。

ただ いま議題と なりました 、議案第

【三十五番（ 農林水産委 員長小松隆 明議員）登 壇】

●議長（ 鶴田有司議 員）

以 上、報告申 し上げます。

れないか とただした のに対し、 「企業の財産 は人である 」という健 康経
営 の観点から 、福利厚生の 一環として 企業が主 体となって 行うことも考
えられ るので、保 険者や企業 と意見交換を 行ってまい りたい。な お、県
における禁煙 支援の取 り組みとし て、今年度 、たばこを やめたい人を 対

●農林 水産委員長 （小松隆明 議員）

百四十七 号及び議案 第百五十三 号について 、農林水産 委員会におけ る審

象と した禁煙セ ミナーを開 催する予定で あることか ら、そうい った機会
を通じ、 禁煙支援に 係るニーズ の把握にも 努めてまい りたいとの答 弁が

査 の経過と結 果を報告 申し上げます。

議案 第百五十三 号は、県営 土地改良事 業における事 業費の増に 伴い、

一部改正 により、所 要の規定の整 備を行おう とするもの であります 。

本委員 会に付託さ れました議 案第百四十 七号は、土地 改良法施行 令の

あ りました。
次に、 生活環境部 関係の「第 三次秋田県 豪雪地帯対策 基本計画（ 素
案）の概 要について 」であります 。
高齢 化と人口減 少が進む中 で、今後の 除排雪をいか に行ってい くかが
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関係市町 村の負担額 を変更しよう とするもの であります 。

す取り組 みに加え、 本県でも食味 のよい枝豆 ブランドを 開発するな ど、

少 しでも高価格 での販売に つなげ、農 家の所得 を増やしていく ことが必

が求 められてい ることから、 県としては 、ＪＡグル ープと連携 しながら、

審 査に当たって は、当局か ら説明を聞 き、質疑、 討論なく、採 決の結

次に 、所管事項 審査における 主なる質疑 について申 し上げます 。

初夏から 秋までの長 期にわたっ て量販店の 棚を確保し、 消費者から 認知

要であ ると思うが どうかとただ したのに対 し、本県産 の枝豆につ いて、

「第三期ふ るさと秋 田農林水産 ビジョン」 についてであ ります。

さ れる産地を 目指している ところであ る。具体 的には、単 価の高い初夏

果、議 案第百四十 七号及び議案 第百五十三 号は、全会 一致をもっ て原案

こ の三月に「 第三期ふるさ と秋田農林 水産ビジョ ン」を策定 し、地域

に収穫 できる栽培 体系の普及 に加え、品質 を維持する ため、産地 から消

市 場からは、 消費者に とって値ご ろ感があり 、一定期間、 安定した供 給

振興局 等でその内 容の周知に 取り組んでい ることは承 知している が、生

費地まで 一貫して低温 流通させる コールドチ ェーンを推 進しているほ か、

の とおり可決 すべきも のと決定し た次第であ ります。

産者には 十分に理解さ れていない と感じてい る。課題を 克服し、意欲 を

「あ きたほのか 」や「あき た香り五葉」 など、市場 で食味評価 の高い県

また 、リンゴの 「秋田紅あ かり」につ いて、販売 額が五千万円 を超え

持っ て営農を実 践してもら うためには、 県がどのよ うな農業を 目指して

型生 産構造への 転換に向け た取り組み のパワー アップ」、「多 様な担い

過去最 高となって いるとのこと だが、今後 、知名度の 向上やブラ ンド化

オリジ ナル品種の生 産拡大など に取り組ん でいる。併 せて、肥培管 理の

手・労 働力の確保 」、「先端技 術の活用に よる次世代 型農林水産 業の確

に 向けて、ど のように 取り組むの かとただした のに対し、 「秋田紅あ か

施策を 展開している のか理解し てもらうこ とが大切で あり、わかり やす

立 」の三つの 視点から 重点プロジ ェクトを設定 し、農家や 地域の意欲 あ

り」 は、県内農 家に定着し、 現在の生産 量は約百四 十八トンで あるが、

徹 底を図り、 各産地間 の品質のばらつ きをなく すことなど により、県 産

る取 り組みをサ ポートしてい くこととし ている。ま た、他産業 並みの農

今後、成 木化に伴い 、三百トン 程度まで増加 していくも のと見込ん でい

い 資料を作成 するなど 周知方法を工夫 するべき ではないか とただした の

業所得が 得られるよ う、大規模 な土地利用型 や施設集約 型、加工等 によ

る 。県内での 需要量は百ト ン程度で、 既に充足 しているこ とから、今後

枝豆全 体の市場評 価を高め、 生産者がよ り多くの所 得を得られる よう、

る 付加価値型 など、営農タ イプごとに 作目や面 積、収益性 などについて

は首都 圏等への販 売を拡大し ていくことと しているが 、市場で一 定の評

に対し 、この三月 に策定した 「第三期ふ るさと秋田 農林水産ビジ ョン」

モデル を示してい るところで ある。こうし た営農モデ ルを参考に 、農家

価を得るため には、最 低三百トン 以上の流通 量が必要と なる。一方、 県

引き続き 取り組んで まいりたいと の答弁があ りました。

自らが目指す 方向を判 断し、経営 発展に結び つけていく ことが肝要で あ

内の 作付面積は 横ばいの状 況にあり、大 幅な拡大は 期待できな いことか

では、本 県が目指す 農業の姿を示 すとともに 、その実現 に向け、「 複合

ると 考えており 、より理解 しやすい資料 を作成する など、工夫 しながら

ら、信頼 できる他県 の産地と手 を結び、流 通量を確保 したいと考え てお

●議長 （鶴田有司 議員）

建 設委員長の 報告を求めま す。

以上、報告 申し上げ ます。

ブラン ド確立につ なげてまい りたいとの 答弁がありま した。

り 、今後、協 力産地に 種苗を提供して 生産拡大 を図り、首 都圏におけ る

現場に周 知してまい りたいとの 答弁があり ました。
次 に、平成二 十九年度の 主要園芸品目 の生産・販 売実績につ いてであ
ります 。
枝豆の生産 や販売に 力を入れている が、単価 が安く単位 面積当たり の
所得 は決して多 くないとの 話を聞く。 収穫期間を長 くして販売 額を増や
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ただいま 議題とな りました、議案 第百四十

【二十五番 （建設委員 長原幸子議員 ）登壇】
●建 設委員長（原 幸子議員）

を満たす 五層一体型 二重シートを 採用した。 そのため、 今回の第二 灰捨

場 については、 第一灰捨場 建設当時と 比べ工事 費が上昇したも のである

質 疑を終了し 、討論なく 、採決の結 果、議案 第百四十八号外 七件は、

との答 弁がありま した。

第 百五十七号 、議案第 百五十八号 、議案第百 五十九号及び 議案第百六 十

全会 一致をもっ て原案のとお り可決すべ きものと決 定した次第 でありま

八号、 議案第百五 十四号、議案 第百五十五 号、議案第 百五十六号 、議案
号、 以上八件に ついて、建設 委員会にお ける審査の 経過と結果 を報告申
す。

「平成 二十九年度 秋田市中心 市街地交通機 能検討調査 結果の概要 につ

次 に、所管事 項審査におけ る主なる質 疑について 申し上げま す。

し上げま す。
本 委員会に付 託されました 議案第百四 十八号は、 秋田市にお ける住居
表示の 実施に伴い 、県営南ヶ 丘住宅の位置 に関する規 定を改めよ うとす

秋田 駅西口周辺 の一方通行 解除の可能性 を検討する 基礎資料と して、

いて」で あります。

議案 第百五十四 号から議案 第百五十六号 までの三件 は、公用車 の交通

交通量 推計などの調 査結果が公 表されたが 、得られた データ等につ いて

るもので あります。
事故に ついて、相手 方と和解す るため、議 会の議決を 求めるもので あり

は 、秋田商工 会議所、 交通事業者、警 察本部な どの関係団 体と情報共 有

度に「中 心市街地の 交通のあり方 に係る研究 会」を立ち 上げている が、

を行う 必要がある と考えるが どうかとた だしたのに 対し、平成二 十八年

ま す。
議案第 百五十七号 及び議案第 百五十八号 は、事業費 の増に伴い、 関係
市町村の 負担額を変 更しようとす るものであ ります。

その 構成員とし て警察本部 が含まれて いるほか 、今年度は、バ スを運行

する交 通事業者や 秋田商工会議 所も含めた 意見交換の 場を設ける 予定で

議案 第百五十九 号は、能代 港外港地区 における能 代港第二灰捨 護岸建
設工事 について、 工事請負契約 を締結しよ うとするも のでありま す。

あ る。今後の 検討に当 たっては、 そのような関 係団体との 情報共有を さ

教育 公安委員長の 報告を求め ます。

【二十一番（ 教育公安委 員長菅原博 文議員）登 壇】

●議長（ 鶴田有司議 員）

以 上、報告申 し上げます。

をしてい くことが重 要であると 考えていると の答弁があ りました。

らに 密にすると ともに、従来 の考えにと らわれるこ となく、様 々な議論

議 案第百六十 号は、除雪 体制の整備 を図るため、 空港用高速 ロータ
リー 除雪車一台 を買い入れし ようとする ものであり ます。
審査に当た っては、 当局から説 明を聞き、質 疑を行いま したが、そ の
主 な内容につ いて申し上げ ます。
議案第 百五十九号 工事請負契 約の締結につ いてであり ます。
今回施工する 能代港第二 灰捨護岸建 設工事に 係る契約金 額は、現在使

ただ いま議題と なりました 、議案第

百四十九 号、議案第 百六十一号 、議案第百 六十二号、 議案第百六十 三号、

●教育 公安委員長 （菅原博文 議員）

とだが、 この理由は 何かとただ したのに対 し、現在使 用している第 一灰

議 案第百六十 四号及び 議案第百六十五 号、以上 六件につい て、教育公 安

用さ れている第 一灰捨場の 建設費と比べ 非常に高額 になってい るとのこ
捨 場について は、平成 四年から五年に かけて、 一層の遮水 シートを施 工

本委員会に 付託され ました議案第百 四十九号 は、秋田市 における住 居

委員会 における審 査の経過と 結果を報告 申し上げます 。

最終処分 場について は、二重の遮 水シートに 十分な厚さ と強度を有 する

表示 の実施に伴 い、秋田県 立視覚支援 学校、秋田県 立聴覚支援 学校及び

したも のであるが 、その後、 平成十年の 基準省令改正 により、廃 棄物の
保護 マットを設 けることと なったため 、当該工事に おいては、 その仕様
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どのよう な内容と捉 えているのか 。また、土 地・建物の 無償譲渡を 前提

に対し 、「再稼働 に必要な一部 改修につい ての特段の 配慮」に関 する具

秋田県立 秋田きらり 支援学校の位 置に関する 規定を改め ようとする もの
議案第 百六十一号 から議案第百 六十五号ま での五件は 、公用車の 交通

体 的な内容に ついては 、今後秋田 市が行う改 修工事設計業 務の結果を 踏

と した要望に関 しては、ど のような検 討を行っ てきたのかとた だしたの

事 故及び物損 事故につ いて、相手 方と和解す るため、議会 の議決を求 め

まえ 、秋田市と の協議を行っ ていくこと となる。ま た、土地・ 建物の無

で あります。

るも のでありま す。

償譲渡に ついては、 「財産の交 換・譲与・ 無償貸付等に 関する条例 」に、

地 方公共団体 が当該施設を 公共事業の 用に供す る場合、譲 与できる規定

審査に当た っては、 当局からそ れぞれ説明 を聞き、質疑 を行い、討 論
な く、採決の 結果、議案第 百四十九号 外五件は 、全会一致 をもって原案

がある ことから、 それに基づ き秋田市と協 議を行って いるとの答 弁があ

以上で 関係委員長 の報告は終 わりました。

【「なし 」と呼ぶ者 あり】

関 係委員長に 対する質疑 を行います。

●議長（ 鶴田有司議員 ）

以上 、報告申し 上げます。

りました 。

のとお り可決すべ きものと決 定した次第で あります。
次に、所管 事項審査にお ける主なる 質疑につ いて、申し 上げます。
はじ めに、警察 本部におけ る「警察と児 童相談所の 連携」につ いてで
ありま す。
先 日、東京都 目黒区で保 護者による児 童虐待死と いう痛まし い事件が
あった が、秋田県 でもこのよ うなことが 起きないよ う、警察と児 童相談
とた だしたのに 対し、県警 察では平成 二十八年 度から、県内三 カ所の児

まず、 議案第百三 十七号、議案 第百三十九 号、議案第 百四十四号 及び

討論 の通告があ りませんの で、直ちに 採決いたし ます。

質疑はな いものと認 めます。

童相談 所に警部一 名、警部補二 名を出向さ せて児童保 護業務の円 滑化を

議 案第百四十 六号、以 上四件を一 括し、起立に より採決い たします。 以

●議長（鶴 田有司議員 ）

図 っていると ころであ る。また、 平成三十年三 月には、知 事部局の健 康

上の 議案四件は 、いずれも原 案のとおり 可決するこ とに賛成の 方、御起

所は連携 を図り、情 報を共有して 対処するこ とが重要と 考えるがど うか

福祉 部と「児童 虐待事案にお ける児童相 談所と警察 との情報共 有に関す

立願いま す。
【 賛成者起立 】
●議長（ 鶴田有司議 員）

か。
●議長 （鶴田有司 議員）

御 異議ないも のと認めます 。議案第百 三十八号 、

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

案 二十二件は 、いずれ も原案のとおり 可決する ことに御異 議ありませ ん

次に、残る 議案二十 二件につい て一括し、 採決いたし ます。以上の 議

原案 のとおり可 決されまし た。

十七号、議案 第百三十 九号、議案 第百四十四 号及び議案 第百四十六号 は、

起立 者過半数であ ります。よ って、議案 第百三

る協定」 を締結する ことにより 、さらなる連 携の強化を 図っている 。そ
の ほか、市町 村、児童相談 所、警察に よる「要 保護児童対 策地域協議
会」を 活用するな どして、今 後も情報の共 有に努めて まいりたい との答
弁がありまし た。
次に 、教育委員 会における 「旧県立美術 館の利活用 」について であり
ます。
本 年五月二十 三日に、秋 田市から、旧 県立美術館 を文化・芸 術・歴史
をテー マとする「 仮称秋田市 文化創造交 流館」として 活用すると 正式な
回答があ ったとのこ とだが、昨年 九月に秋田 市から提出 された要望 書に
ある 、「再稼働 に必要な一 部改修につ いての特段の 配慮」とは 具体的に
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議案第百 六十三号、 議案第百六 十四号及び 議案第百六十 五号は、原 案の

百六 十号、議案 第百四十九号 、議案第百 六十一号、 議案第百六 十二号、

号 、議案第百 五十七号 、議案第百 五十八号、 議案第百五十 九号、議案 第

第百四 十八号、議 案第百五十四 号、議案第 百五十五号 、議案第百 五十六

一 号、議案第百 五十二号、 議案第百四 十七号、 議案第百五十三 号、議案

議案第百 四十三号、 議案第百四十 五号、議案 第百五十号 、議案第百 五十

連 携、協働等 」について、 県当局に対 する提言 を取りまと めるに至りま

向けて議 論を深め、 このたび、 前述した三 つの分野と「 県と市町村 等の

関係 団体及び外 部有識者との 意見交換を 実施すると ともに、最 終報告に

医 療、介護体 制の確立 」を調査分 野に加え、 県外の先進事 例の調査や 、

め、昨 年十二月議 会において中 間報告を行 いました。 その後、「 地域の

移 動手段の確保 」の二分野 に対象を絞 って県内 の先進事例の調 査等を進

調査期間の 前半は、 「地域社会にお ける人材 育成等」、 「地域住民 の

若者の 流出等によ る人口減少 や少子高齢 化等の進行 に伴い、地域 コ

一 つ目は、「 地域社会に おける人材育 成等」につ いてであり ます。

それで は、提言の内 容につきま して、四つ の分野ごと に申し上げま す。

望い たします。

し、各地 域の実態や課 題に応じて 積極的に取 り組んでい くことを強く 要

した。 県当局には 、本特別委 員会の提言に ついて、市 町村と連携 、協働

と おり可決さ れました。
次に、 日程第三十 一、地域社 会の維持・活 性化に関す る調査特別 委員
会付託事 項調査の件を 議題といた します。
地域 社会の維持 ・活性化に 関する調査特 別委員長の 報告を求め ます。
【三十三 番（地域社会 の維持・活 性化に関す る調査特別 委員長加
藤鉱 一議員） 登壇】
地

ミュニテ ィにおいて は、人材の不 足や地域活 動への参加 意識の低下 等が

●地域社 会の維持・ 活性化に関 する調査特 別委員長（ 加藤鉱一議員 ）

域社会の 維持・活性 化に関する調 査特別委員 会の付託事 件について 、調

人口減 少社会では 、地域の特性 を踏まえた 住民の主体 的な活動が 必要で

生じ るなど、地 域の抱える 課題への対 応が難し くなってきてお ります。

本県の 人口は、昭 和三十一年の 百三十五万 人をピーク に減少傾向 に転

あ り、そのた めの人材 育成や多様 な世代の活動 参加などが 重要となり ま

査の 結果を報告 申し上げま す。
じ 、その傾向 に歯止め がかからず 、ついに昨年 四月に、昭 和五年以来 、

す。

り組んでいく こと。

子供た ちの地域の 行事や様々 な活動への参 加拡大につ いて、さら に取

導 するリーダ ーやその後継 者の育成に ついて重 点的に支援 すること。

そこで、地 域課題の 解決に向け た、共助や支 え合いの活 動を牽引、 先

八十 七年ぶりに 百万人を割り 込みました 。県内では 既に、地域 コミュニ
ティの存 続が困難と なったり、 地域から商業 ・交通・医 療等にかか わる
事 業者が撤退 するなど、県 民が住み慣 れた地域 で安心して 暮らしていく
ことが 危ぶまれる 深刻な事態 に陥りつつあ り、各地域 の実態に合 わせた、
実効性のある 対策を早 急に打ち出 していくこ とが求めら れております 。

若者 による地域 の元気創出 等の活動への 支援をさら に充実させ るほか、

地域外に 出た若者も 含め、地域 の行事等に 参加しやす いよう、創意 ・工

この ような状況 を踏まえ、 本特別委員会 は、県当局 に対し政策 提言を
行うため 、昨年九月 十三日に委 員十一名を もって設置 されました。 人口

夫 を図ること 。

企業 等で働く現 役世代、特 に四十代、 五十代が地域 の行事等に 参加し

ること。

女性の 地域活動へ の参加を促 進し、その 能力を地域の 活性化につ なげ

減 少の進行に 対応した 地域社会の維持 ・活性化 のためには 、非常に広 範
で多岐 にわたる施 策が求めら れますが、 本特別委員会 では、その 中でも、
県民生活 に身近で、 特に重要と考 えられる分 野について 調査を行う 方針
とい たしました 。
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やすいよ う、企業等 に対して働き かけ、理解 と協力を求 めていくこ と。

率的で住 民が安心し て利用できる 移動手段の 確保につい て検討して いく
こ と。

以上の 事項を提言 いたします。

地 域の元気なシ ニア世代が 今後も生き 生きと活躍 し、その知恵 や経験
等を次 世代に受け 継げるよう、 若者や子供 たちとの活 動や交流の 機会を

医療 及び介護は 、人口減少下 にあっても 住み慣れた 地域で安心 して暮

三 つ目は、「 地域の医療 、介護体制 の確立」 についてであり ます。

県内 で地域課題 の解決や元気 創出に取り 組んでいる 様々な人材 や組織

らしてい くために最 も重要な要 素の一つで あります。今 後さらに医 療及

拡 大すること 。
等が交流 、意見交換 を行う機会 を拡大し、 地域間の交流 や連携を更 に推

び 介護に対す る需要が増大 していく中 、できる だけ身近で 医療及び介護

る地域包 括ケアシステ ムを構築し ていくこと が求められ ております。

が提供 されるよう 、従事者を 確保、育成す るとともに 、多職種連 携によ

進 すること。
共助組 織やＮＰＯ 法人が自主 財源を確保す るために必 要なノウハ ウや
情報等を 提供すること 。また、組 織の設立時 などの財政 的な支援につ い

そこ で、地域包 括ケアシス テムの全市町 村での構築 に向け、在 宅医療

等を行 う医療機関、 訪問看護ス テーション 、在宅生活 を支える介護 事業

て検 討すること 。
地域で 除排雪や雪お ろしを行う 共助組織の 構築を支援 すること。

所 等の拡大を 促進する とともに、医師 とケアマ ネジャーな ど多職種連 携
の体制 づくりを支 援すること 。

こ のほか、除 雪車等のオ ペレーターや 雪おろし作 業員の育成 などにつ
いて検 討すること 。

地域包括ケ アシステ ムが各市町村の 実情に応 じた適切な ものとなる よ

うに 配慮して支 援するほか 、地域によ っては、 広域的な連携を 推進して

以上の事項 を提言い たします。
二つ 目は、「地 域住民の移 動手段の確 保」につい てであります 。

医 師について は、地域や 診療科によ る偏在、高齢 化、開業医 の後継者

持続可 能なシステ ムが構築され るよう努め ること。

採 算バス路線 の廃止等 が進むこと が予想される ほか、県内 の六十五歳 以

不足 、総合医の ニーズの高ま りなど、い まだ課題が 多く、確保 、育成対

人口減 少や少子化 の進行により 、通勤・通 学等の利用 者が減少し 、不
上の 運転免許の 自主返納者が 増加傾向に あるなど、 高齢者等が 通院や買

策を強化 すること。

医学部 大学生の「 地域枠」の より有効な運 用等につい て、関係機 関等と

中 山間地域等 と都市部の医 療機関によ る医師勤務 の連携体制 づくり、

い物等の ために移動 することが 難しくなって きておりま す。持続可 能な
地 域社会のた めには、住民 の移動手段 の確保が 不可欠であ ります。
そこで 、市町村や 住民の意見 や要望を十分 に把握し、 国に対して 規制

看護 師養成機関 と連携した 卒業生の県内 就業の促進 、「潜在看 護師」

検討していく こと。

地域 の実情や住 民の利用ニ ーズに対応し た持続可能 な移動手段 が確保

の掘り起 こしや復帰 に向けた支 援など、看 護師の確保 対策を強化す るこ

緩和等を積極 的に提案 ・要請する など、先駆 的に取り組 んでいくこと 。
されるよ う、市町村 や関係者に 対して積極 的に助言や 提案を行って いく

と。

こと 。

看護師が 大量に流出 する事態が懸 念されるこ とから、そ の対策を講 じる

団塊の 世代が後期 高齢者とな る二〇二五 年前後におい て、首都圏 等に

こ と。
市町村 が有償旅客 運送を計画 するなどの 際、関係者間 の協議が難 航す
るような 場合には、 積極的に仲介 役となって 関与し、調 整すること 。
市町 村と関係部 局が連携を 図りながら 、交通の空白 地域等にお ける効
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今後、介護 人材不足 が一層深刻化す ることが 懸念されて おり、質の 高
い 人材の安定的 な確保につ いてさらに 取り組む こと。
医療・ 介護従事者 の離職防止や 定着促進等 を図るため 、勤務環境 の改
善 や働きやす い環境の 整備をさら に促進、支 援すること。
ナラ ティブブッ ク秋田やあき たハートフ ルネットな どＩＣＴを 導入、
活用した 情報共有や 連携強化の 取り組みに ついて、拡大 、普及を図 るこ

以上の事項 を提言い たします。

以 上、四つの分 野について 、それぞれ 提言を申し 上げました。

県当局 におかれま しては、報告 の趣旨を十 分に踏まえ 、全庁を挙 げて

具 体的な政策 の立案、 展開に取り 組まれるこ とを切に希望 いたします 。

また 、本特別委 員会の調査結 果を踏まえ 、引き続き 、関係常任 委員会な

どにおい て議論を深 めていただ くことを期 待いたします 。

最 後に、本特 別委員会の活 動に対し、 格別の御配 慮を賜りま した皆様

に心よ りお礼を申 し上げまし て、本特別委 員会の最終 報告といた します。

と。
以上の 事項を提言 いたします 。

ありがと うございまし た。

委 員長に対する 質疑を行い ます。

質疑はないも のと認め ます。

付託事項 の調査は終 了いたしまし た。

以上を もちまして 、地域社会 の維持・活 性化に関す る調査特別委 員会

●議 長（鶴田有 司議員）

【「なし 」と呼ぶ者あ り】

●議長 （鶴田有司 議員）

四つ目は、 「県と市町村 等の連携、 協働等」 についてで あります。
地域 社会の維持 ・活性化に は、市町村の 果たす役割 が非常に重 要であ
ります 。県には、市 町村の取り 組みの支援 、広域的な 取り組みや市 町村
間 ・地域間の 交流・連 携の推進、先進 的な取り 組みの普及 等の役割が 求
められ ます。地域 社会の維持 ・活性化が 成功するた めには、県と 市町村
が協働し 、市町村が 多様な取り組 みを実施で きるよう支 援し、地域 住民

お諮り します。請 願第四十七号 、請願第四 十八号、請 願第四十六 号及

次に 、日程第三 十二、請願 審査の件を 議題といた します。

そこで 、地域社会 の維持・活性 化に向けた 住民、市町 村、民間団 体等

び 請願第四十 九号、以 上の請願四 件は、いずれ も委員長の 報告及び質 疑

がそ の取り組み の真の主役 となるよう な機運の 醸成等が必要で あります 。
の 取り組みに 対し、必 要な支援策 を講じること 。また、市 町村、ＮＰ Ｏ

を省 略すること に御異議あり ませんか。

御 異議ないも のと認め 、そのよう に決定いたし

社会民主党会派 の薄井司 です。ただ いま議題と な

昨年 の七月七日 に国連本部 で開催され ました核兵器 禁止条約の 交渉会

書の提出 について、 賛成の立場で 討論します 。

りまし た、請願第 四十七号核 兵器禁止条 約への署名・ 批准を求め る意見

●一 番（薄井司 議員）

【一番（薄 井司議員） 登壇】

一番 薄井司議員 から討論の 通告がありま すので、発 言を許しま す。

討論を行いま す。

ます。

●議 長（鶴田有 司議員）

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

法人 、地域コミ ュニティ等の 様々な主体 と連携、協 働して課題 解決に取
り組むこ と。
人 口の将来予 測や人口減少 の影響等を 県民に丁寧 に説明し理 解を深め
てもら うとともに 、住民が主 役となって協 議、参加で きる事業の 充実を
図ること。
市町 村間や地域 間等の広域 的な連携によ る取り組み が費用対効 果や効
率性に優 れ、課題の 解決にも大 きく寄与す ると考えら れることから 、地
域 社会の維持 ・活性化 に向けた柔軟な 連携の推 進を支援す ること。
人口減 少等が著し い本県の現 状を逆手に 取り、本県独 自の先進的 な地
域社会の 維持・活性 化策を検討し ていくほか 、県外の県 出身者との 交流
を積 極的に推進 し、その視 点や思いを 活性化に生か すこと。
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る核兵 器禁止条約 が採択されま した。しか し、核保有 国であるア メリ

り 、核兵器の使 用や使用の 威嚇、開発 、生産、 貯蔵などを幅広 く禁止す

議におい て、国連加 盟国の約三分 の二に当た る百二十二 カ国の賛成 によ

は ないでしょ うか。

併せ持 つ核兵器の 禁止の立場を 日本が示す ことに大き な意義があ るので

る 広島や長崎の 被爆者の方 々の苦しみ を考えれ ば、非人道性、 残虐性を

も原爆病 の後遺症や 、子や孫の世 代につなが る体内被曝 に脅かされ てい

今回 は、秋田県 原爆被害者団 体協議会か らの請願で ありますが 、県内

カ ・イギリス ・フラン ス・ロシア ・中国の五 カ国と、米国 の核の傘に 頼
る我 が国日本を 含む約四十カ 国が交渉に 不参加でし た。国連に よると、

ま え、「非核 宣言自治体」 である秋田 県議会に おいても採 択すべきと考

二十五市 町村のうち 二十一議会 で同様の請 願が採択され ていること を踏

日 本が参加を しない理由と しては、「 アメリカの 核の傘のも と安全保

え、皆 様の御賛同 をいただけ ますようお願 いし、討論 といたしま す。御

七月現在 、五十九カ 国が署名し 、十カ国が 批准していま す。
障政策 を行ってい ること」、 「一九七〇年 に発行され ている核拡 散防止

討 論は終局し たものと認 めます。

以 上をもちまし て、通告者 の発言は終 了いたし

清聴あり がとうござい ます。
●議長 （鶴田有司 議員）

条約に、 日本を含む百 九十カ国が 締結してお り、核兵器 の削減を行っ て
きて いること」 、また、「 包括的核実験 禁止条約や 兵器用核分 裂性物質
約 に核兵器保 有国が参 加していない状 況で、参 加する意義 は見出せな

採決い たします。 まず、請願 第四十七号 について起 立により採決 いた

ました 。

い」と しておりま す。また、 ノーベル平 和賞を受賞 した非政府組 織「核

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

生産禁 止条約が既に あり、今回 の核兵器禁 止条約より も前に存在す る条

兵器廃絶 国際キャン ペーン（ＩＣ ＡＮ）」は 、日本につ いて、「自 国の

採択 することに 賛成の方、 御起立願い ます。
【賛成者 起立】

起立者少 数であります 。よって、 請願第四十 七

安全 保障のため に米国の核 兵器が不可 欠と主張 している」と紹 介してい
ます。 これまでも 、日本が参加 しなかった ことに対し 、カナダ在 住の被

●議 長（鶴田有 司議員）

次に、請願 第四十八 号、請願第 四十六号及び 請願第四十 九号、以上 三

号は 不採択と決 定されました 。

爆 者、サーロ ー節子さ んや日本の 参加を訴えて きた被爆者 や日本原水 爆
被害 者団体協議 会、各種団体 など、多く の人が怒り と落胆、批 判と抗議
の声を上 げています 。

件 を一括し、 採決いたしま す。各請願 は、委員 会の決定の とおり採択と

決定す ることに御 異議ありま せんか。

今 年六月に史 上初の米朝首 脳会談が実 現しました が、北朝鮮 の非核化
への道 筋は明らか になってお らず、米ロ間 の核軍縮も 進んでいま せん。

【「異議なし 」と呼ぶ者 あり】

御 異議ないもの と認めます 。請願第四 十八号、

次 に、日程第 三十三、意 見書案第四号 は委員会提 出に係るも のであり

請願第四 十六号及び 請願第四十 九号は、採 択と決定さ れました。

●議長 （鶴田有司 議員）

現状について 、同条約 を推進した 核兵器廃絶 国際キャン ペーン国際運 営
委員 の川崎哲さ んは、国際 法に基づいて 、朝鮮半島 を完全非核 化し、核
兵器禁止 条約こそ「 完全かつ検 証可能で不 可逆的な非 核化」と述べ てい
ま す。

意見書案 第七号も関 連があります ので、まず 、意見書案 第七号の委 員会

ますの で、直ちに 本会議にお いて審議い たしますが、 次の日程第 三十四、

る意見も ありますが 、核兵器禁止 を訴え続け ていかない 限り、核の 脅威

付託 省略につい てお諮りし ます。本案 は、委員会付 託を省略し 、直ちに

確かに 、核保有国 が参加をし ない核兵器 禁止条約の実 効性を疑問 視す
はな くなりませ ん。世界で 唯一の戦争 被爆国であり 、七十三年 を経た今
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本会議に おいて審議 することに御 異議ありま せんか。
御異議 ないものと 認め、その ように決定 いたし

【 「異議なし」 と呼ぶ者あ り】
●議長（ 鶴田有司議 員）
ま す。
【上程意見 書案は巻末 に登載】

を訪れ説 明を行って きております が、その説 明は議員の 皆様がお感 じに

な るとおり、丁 寧さや誠実 さとはほど 遠いもの であり、それゆ えに「丁

寧な説 明」を求め ていく、この こと自体は 何の異論も ないところ であり

ま すが、一方 で、「丁 寧な説明」 とは防衛省 が当然なすべ き最低条件 で

あっ て、自治体 としての必要 十分条件で はないとい うことをこ こで明確

に申し上 げたいと思 うわけであ ります。

こ のイージス ・アショアに ついて、先 頭に立って 国と向き合 っておら

べきこと は、単なる「 丁寧な説明 」ではなく 「合理的な 説明」であり ま

れる佐 竹知事も再 三にわたり 述べられてい るとおり、 今、防衛省 がなす

イージス ・アショア配 備計画に関 する丁寧な 説明を求め る意見書、日 程

す。 今月中には 、質問状へ の回答や知事 、県議会、 住民への説 明などを

日程 第三十三、意 見書案第四 号秋田市新 屋への

第三 十四、意見 書案第七号 地域住民及び 地元自治体 の「理解と 協力」が

再び行 いたいとの連 絡が防衛省 からあった ようであり ますが、であ れば、

●議長（ 鶴田有司議 員）

ないま まにイージス ・アショア を配備しな いことを求 める意見書、 以上

な おさら今求 めるべき ことは、説明の 中身の合 理性、つま り理に叶う 論

状に 対して納得 できる回答が なければ調 査の中止を 求める」と 明言され

加 えて、先般 の予算特別 委員会総括 審査において 、佐竹知事 が「質問

る説明 、合理的な 説明を求めて いく立場、 責任がある と私は考え ます。

の府 として、丁 寧な説明だ けにとどま らず、防 衛省に対して、 腑に落ち

まさに県 議会として は、県民の生 命・財産の 保全に重い 責任を持つ 言論

理的・ 科学的な説 明であり、 「腑に落ち る」説明と いうことであ ります。

二 件を一括議 題といた します。
お諮り しますが、 意見書案第 四号は、趣 旨説明、質 疑を省略する こと
に御異議 ありません か。
御異議 ないものと 認めます。

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】
●議長（ 鶴田有司議 員）

次 に、意見書 案第七号に ついて、提 出者の趣旨説 明を求めま す。
【十三 番（沼谷 純議員）登壇】

り 、自治体の 長として「理 解・納得で きない」 という状況 の中では、事

たことも 、私たちは 重く受け止 めるべきであ ると考えま す。これは つま

号 地域住民及 び地元自治体 の「理解と 協力」が ないままに イージス・ア

前調査 であっても 配備計画を 進めることは 認められな いという明 確な意

次の世 代につなぐ会 の沼谷です 。意見書案 第七

ショア を配備しな いことを求 める意見書に ついて、提 出に係る趣 旨説明

思表示であり 、これは 首長として 本当に勇気 のある英断 でもあります 。

●十三番（ 沼谷純議員 ）

をいたします 。

せるので はなく、地 方自治の車 の両輪とし て、知事と 足並みをそろ え、

私た ち県議会も 、佐竹知事 一人に矢面に 立たせ、ま た政治責任 を背負わ

されてお り、ただい ま全会一致 で採択をさ れました請 願をもとにし た

党 派を超えて 秋田県と しての明確な意 思を表示 するべき段 階であると 考

本日 の本会議に は、イージ ス・アショア に関して二 つの意見書 が提出
「 イージス・ アショア 配備計画に関す る丁寧な 説明を求め る意見書」 も、

えます 。

を感 じる方もお られるかも しれません が、住民と自 治体の代表 者たる地

では、何を もって「 理解と協力」と するのか 、そこが不 明確だと疑 問

この後 、採決の運 びとなりま すが、私は 、この意見書 案四号だけ では十
分とは言 えないと考 えております 。
これ まで防衛省 は、大臣を はじめ、さ まざまな方が 数度にわた り本県
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元首長の 「理解と協 力が必須」で あると答弁 されたのは 、小野寺防 衛大
臣 でありますし 、国権の最 高機関たる 国会の場 で公式に御答弁 されたも

す。

【 二番（加賀屋 千鶴子議員 ）登壇】

議 題となりま した、意 見書案第七 号地域住民 及び地元自治 体の「理解 と

日 本共産党の 加賀屋千鶴 子です。た だいま

ら 条件や具体 的な制約 を課してお らず、どの ようにして理 解と協力を 得

協力 」がないま まにイージス ・アショア を配備しな いことを求 める意見

●二番（ 加賀屋千鶴 子議員）

るの か、また、 何をもってそ れを得たと するのかは 、それを必 須とした

書につい て、賛成の 立場から討 論いたしま す。

のでも あります。 この意見書で は、理解と 協力の基準 や手法につ いて何

政府自身 が考えるべ き問題です 。本意見書 案は、政府が 明言したそ の言

と にもなり、 政府や政 治に対する信頼 を損なう ことにもな りますので 、

十分と いうことにな れば、それ は防衛大臣 の国会答弁 自体を否定す るこ

うし たことを求 めること自 体に問題があ る、あるい は丁寧な説 明だけで

ショアの 配備における 「必要十分 条件」であ ると私は考 えます。もし こ

合理的 な説明がな された上で の、この理解 と協力こそ が、イージ ス・ア

イルの 迎撃は困難 だと分析し ています。 私は、これ では国民の命 と財産

境 への影響が 心配され る装備です。し かも、防 衛省は、全 ての弾道ミ サ

サイル 迎撃基地です 。レーダー は四方に強 力な電磁波 を発し、人体 や環

ス艦 に搭載して いる迎撃ミ サイル機能を 地上に固定 配備すると いう、ミ

陸上自衛 隊新屋演習場 を挙げてい ます。イー ジス・アシ ョアは、イー ジ

イージ ス・アショ ア二基を配 備する計画で 、その候補 地として秋 田市の

政 府は、北朝 鮮の脅威から 国民の命と 財産を守る 唯一の手段 だとして

そうな らぬために も、ぜひ意 見書案第四 号とあわせ 、この意見書 案にも

も、そし て周辺住民 の健康も命も 守れないと 思います。

葉 を言葉だけ に終わらせず に、確実に なし遂げ るよう求め るものであり 、

御賛同い ただけるこ とを心からお 願いするも のでありま す。

るこ とは異論は ないものと思 いますし、 少なくとも 先般の地元 紙のアン

て も、地域住 民と地元 自治体の理 解と協力をも って進めて いくべきで あ

賛否が わかれると ころではあり ますが、い かなるプロ セス・結果 におい

県庁、市 役所にも約 三キロとい う、県庁所在 地のまさに ど真ん中で す。

人が 築き上げて きた豊かな環 境のもとで 日々の暮ら しを営んで います。

暮 らし、学び 、生活し ている場所 の中にありま す。住民の 皆さんは、 先

幼稚園 、保育園、 公共施設が周 辺にあり、 住宅が密集 し、多くの 住民が

新屋 演習場は、 道路を隔て て、秋田商 業高校はじ め、勝平小・ 中学校、

ケートに おいて、新 屋演習場へ のイージス配 備に反対と いう意思を 示さ

ま た、敷地が 狭いことも現 地調査で改 めて実感 しました。 見渡す限り民

イー ジス・アシ ョアの国内 への配備や 新屋演習場 への配備につ いては、

れ た方々全員 がこの意見書 に御賛同い ただけれ ば、この意 見書は可決さ

家がな いというハ ワイやルー マニアの施設 と比べても 、この地に 配備し

波 で健康被害 は出ない のか、航空機な どへの影 響はないの か等々、疑 問、

できる回 答が得られ ていません 。他国の攻 撃の標的に ならないか、 電磁

補地 」かと厳し く指摘する のは当然です 。私たちは 、この疑問 さえ納得

ようと計画す る異常さ は明瞭です 。住民から 、ここがど うして「最適 候

れ、そ して国に届 くことが可 能となります 。

提出者 に対する質 疑を行いま す。

重ねて御賛同 いただけま すことを心 からお願 いいたしま して、趣旨説
明を 終わります 。
●議長（鶴 田有司議員 ）

【 「なし」と 呼ぶ者あり 】

不安に ついて、防 衛省からは 具体的な説 明や対策など は示されて いま

せん。調 査を経なけ れば明らかに ならない事 項があるに しても、こ れで

質疑 はないもの と認めます。

討論を行い ます。

は、 住民の疑念 、怒りが大 きくなるの は当然です。 正式に「候 補地」と

●議長（ 鶴田有司議 員）

二番 加賀屋千鶴 子議員から 討論の通告 がありますの で、発言を 許しま
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い と言われ、私 たちは情報 を待ってい るしかな いのか」と強い 不満とい

して発表 されるまで の間、演習場 周辺の方々 から、「何 も決まって いな
号は否 決されまし た。

●議 長（鶴田有司 議員）

【賛成者起 立】

●議 長（鶴田有 司議員）

起 立者少数で あります 。よって、意見 書案第七

御 異議ないも のと認め ます。意見 書案第四号は

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

す。 本意見書案 は、原案のと おり可決す ることに御 異議ありま せんか。

次 に、総務企 画委員会提 出の意見書 案第四号 について採決を いたしま

らだち をあらわに されました。 具体的な情 報がないま ま時間が過 ぎると
い うことを繰 り返して はなりませ ん。
今議 会の審議に おいて、風力 発電施設へ の影響も懸 念され、こ れまで
県が政策 的に進めて きた風力発 電について 転換が求めら れかねない など、
社 会経済活動 にも影響が及 びます。

次に、日程 第三十五、意 見書案第五 号及び日 程第三十六 、意見書案第

原案の とおり可決 されました 。

るのです 。説明の内容 は納得でき たとしても 、配備計画 を認めること に

六号 の意見書案 二件は、い ずれも委員会 提出に係る ものであり ますので 、

私たち は、子供や 孫たちにど のような地域 を残すのか 、今問われ てい
はな りません。 知事をはじ め県民の合意 なしに進め ることなど あっては

直ちに 本会議におい て審議いた します。

【上程意 見書案は巻 末に登載】

なりま せん。仮にイ ージス・ア ショア配備 について賛 成だとしても 、地
元 住民はもと より、県 民や地元自治体 が合意し ないまま強 行しないと い
うのが 、私たち議 会が主張す る基本的な 立場ではな いでしょうか 。まし
てや、今 、米朝首脳 会議で朝鮮半 島の非核化 が合意され 、北朝鮮情 勢が

日 程第三十五 、意見書 案第五号地方消 費者行政

に対す る財政支援 の継続・拡充 を求める意 見書、日程 第三十六、 意見書

●議長 （鶴田有司 議員）

議会、 住民への説 明をする旨の 連絡をして きておりま す。しかし 、これ

案 第六号最低 賃金の引 上げ及び中 小企業支援の 充実・強化 を求める意 見

誰が 見ても大き く変化して るときに、 防衛省は 今月の下旬から 、知事、
ま で入札公告 を事前説 明が不十分 なまま開始す るなど、残 念ながら「 整

書、 以上二件を 一括議題とい たします。

御異議な いものと認 めます。

御異 議ないもの と認めます。 意見書案第 五号及

次に 、日程第三 十七、議員 派遣の件を 議題といたし ます。

び意見書 案第六号は 、原案のとお り可決され ました。

●議長（ 鶴田有司議 員）

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】

いずれも 原案のとお り可決する ことに御異 議ありませ んか。

討論 の通告があ りませんの で、直ちに採 決いたしま す。各意見 書案は、

●議長（鶴田有 司議員）

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

こ とに御異議 ありませんか 。

お諮りしま すが、各 意見書案は 、いずれも趣 旨説明、質 疑を省略す る

備あ りき」と思 える対応でし た。議員の 皆さん、本 意見書案を 採択し、
ここで議 会が国に対 し、これま での態度を改 めて、住民 自治、自治 体の
団 体自治を尊 重した対応を 求めようで はありま せんか。こ のことを皆

以 上をもちまし て、通告者 の発言は終 了いたし

さんに 呼びかけて 、私の討論 といたします 。御清聴あ りがとうご ざいま
した。
●議長 （鶴田有司 議員）
ました。
討 論は終局し たものと認 めます。
採決い たします。 まず、沼谷 純議員から 提出された意 見書案第七 号に
ついて起 立により採 決いたします 。本意見書 案は、原案 のとおり可 決す
るこ とに賛成の 方、御起立 願います。

- 344 -

お手元に配 付してあ ります議長報告 のとおり 、議員派遣 に関する申 し
出 及び依頼があ ります。
お諮り します。本 件は、申し出 及び依頼の とおり派遣 することに 御異
議 ありません か。
御異議 ないものと 認めます。よ って、本件 は、

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】
●議長（鶴 田有司議員 ）

まずはじめ に、県民 の皆様、県内企 業や生産 者の皆様、 そして県議 会

の 皆様に心より お礼を申し 上げます。

私が秋 田県庁に勤 務させていた だいた三年 三カ月強は 、経済の面 では

緩 やかながら 順調に回 復を続けた よい時期だ ったと思いま す。今や有 効

求人 倍率は一・ 六倍にまで上 昇しました 。雇用に関 しては、商 店が量か

ら質に切 りかわって いく節目だ ったと思い ますし、知事 の指揮のも と、

まず、請願 第二十一号、 請願第二号 、請願第 七号、請願 第十一号、請

次に、 日程第三十 八、委員会 審査、調査継 続の件を議 題といたし ます。

エネ ルギーのポ テンシャル を生かした風 力や地熱と いった再生 可能エネ

着実な成 果が出てきた というふう に思います 。また、秋 田が有する自 然

医療関 連企業など の誘致につ いては、市町 村と一体と なった取り 組みで

高 付加価値な 産業の集積を 目指し誘致 を進めて きた、航空 機、自動車や

願第 二十二号、 請願第二十 四号及び請願 第二十五号 、以上七件 の審査継

ルギー の導入も着実 に進んでお り、さらに 石炭火力発 電所の立地、 それ

申 し出及び依 頼のとおり派 遣すること に決定さ れました。

続につ いて採決いた します。以 上の請願七 件は、関係 委員長の申し 出の

ら に必要とな る基幹送 電網の整備など に心を砕 いてきまし た。

約一九〇 ％、その中 で再生可能エ ネルギーが 占める割合 が約四〇％ と高

本県は 、カロリー ベースの食 料自給率が 約一九〇％ 、電力の自給 率が

と おり継続審 査とする ことに御異議あ りません か。
【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
御異議な いものと認 めます。請 願第二十一 号、

く、 私は、災害 にも強く、 本質的に豊 かな県だ と思っておりま す。今後 、

●議長（鶴 田有司議員 ）

請願 第二号、請 願第七号、 請願第十一 号、請願 第二十二号、請 願第二十

人口減 少に歯止め をかけ、持続 的な街とし て生き残る ためには、 様々な

も のではすば らしい成果が 出てきてい る状況を 見ながら、 秋田の将来を

などの取 り組みに加 え、秋田犬 や日本酒など 、県民が真 剣に取り組 んだ

いく 必要があり ます。私は、 この数年で 園芸メガ団 地や畜産ク ラスター

努 力により雇 用所得を 引き上げる など、若者が 住みやすい 県を目指し て

四号及 び請願第二 十五号は、継 続審査と決 定されまし た。
次 に、委員会 の調査継続 については 、各委員長の 申し出のと おり決定
する ことに御異 議ありません か。
御 異議ないも のと認め 、そのよう に決定いたし

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（鶴田有 司議員）

楽観し ております 。引き続き 、県議の皆様 をはじめ、 県民が一体 となっ

て、私が大好 な県民歌 の一節にも あります「 豊けき秋田 」の実現に邁 進

ます。
以上をもちま して、六月 議会の案件 全部を議 了いたしま した。

して いただけれ ばと思いま す。立場は変 わりますが 、私も引き 続き秋田

●議長 （鶴田有司 議員）

以 上で本日の 日程は全部終 了いたしま した。

にありが とうござい ました。（拍 手）

方々に 改めて感謝 申し上げ、 私の離任の 挨拶とさせて いただきま す。誠

最 後に、任期 中に支えて いただいた知 事をはじめ 、県職員の 同僚の

のために 努力してい きたいとい うふうに思 っておりま す。

この 際、中島副 知事から発 言を求められ ております ので、これ を許し
ます。
総括 審査に加え 、本会議でも 貴重な時間 を割い

【 副知事（中 島英史君） 登壇】
●副知事 （中島英史 君）

ていただ き、最後に 御挨拶の機会 をいただき ましたこと を感謝申し 上げ
ます 。
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会議を閉じ ます。
閉 会いたします 。
午後二時 四十分閉会
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