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これより本日 の会議を 開きます。

日程 第一、一般質 問を行いま す。

四十番小田 美恵子議 員、十九番東海 林洋議員 、三十七番 柴田正敏議 員、

三 番吉 方清彦 議員 、三 十二番近 藤健一郎議 員、九番加 藤麻里議員 、二十

三番 北林 丈正議 員、 十六 番髙橋武 浩議員、十二 番小原正晃 議員、十四 番

今 川雄 策議 員、 十七 番平山晴 彦議員、四 番石川徹議 員、以上の 十二名か

ら一 般質問主意 書が提出され ております 。

本日 は、四 十番 小田 美恵子議 員、十九番 東海林洋議 員、三十七 番柴田

正 敏議 員、三 番吉 方清 彦議員 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、四十番 小田

【「異議な し」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田 有司議 員）
議員の 発言を許しま す。

おは ようござい ます。自民 党会派の小 田美

【 四十番（小 田美恵子議 員）登壇】（ 拍手）
●四 十番 （小田 美恵 子議 員）
恵子です 。

ま ずは 、西日 本豪 雨、 そして北海道 の大震災 で被害に見 舞われまし た

方に心 からのお見 舞いを申し上 げ、一般質 問に登壇さ せていただ きます。

会 派並 びに 議員 各位、 そして 多くの皆様 に御支援い ただいてお りますこ

と を心 から感 謝申 し上 げまして 、通告の順に 従い一般質 問を行わせ てい

ただきま すので、ど うぞよろし くお願いいた します。
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年三月に、男鹿市でミサイル飛来を想定した全国初の住民避難訓練を

の脅 威に さらさ れて います 。国では、 こうした 状況を受け 、平成二十九

ル の発 射実験 を繰 り返 しており 、日本を含む 国際社会は 、ミサイル や核

た 「平 和」 の大 切さ を考えさ せられまし た。近年、 北朝鮮は弾 道ミサイ

いた だき ました 。そ して 、それと ともに、多く の犠牲のも とに手渡さ れ

平 成最 後の夏 は、 県立 金足農業高校 の皆さん から大きな 元気と希望 を

はじめに、 イージス ・アショアにつ いてお伺 いします。

文化的な交流を通してお互いの心を理解し合ったり、また、国として

す 。一人一人 が、受動的で はなく能動 的に向き 合わなけれ ばなりません 。

ので す。 しかし なが ら、平 和は黙って いて守る ことはでき ないと思いま

た こと を、多 くの 方々 は知って います。戦争 は絶対にや ってはいけ ない

落 とさ れた り、 不可 侵条約が 破棄され、 とてつもな い悲惨な状 況があっ

ます 。「 きけわ だつ みの こえ」や 歴史の本でも 、終戦の後 に国境で命 を

へ の恐 怖感と 拒否 感は 、誰も立 ち入ること ができない ものがある と思い

生き てき た方々 は、 祈る気 持ちでそう 思ってい ます。心に刻ま れた戦争

私は 、イー ジス ・ア ショア の配備自体は 、防衛省が 説明すると おり、

行っ たほ か、 同年九 月に は、由利 本荘市でも 同様の訓練 を行い、住民 へ

長に よる 米朝首 脳会 談が 開催され、朝 鮮半島の 非核化の促 進に合意し た

弾 道ミ サイ ル攻撃 を断 念させ る抑止力と してやむなし と思ってい ます。

しっ かり守 りを 整え る等々 、大きな努力 をし、平和 を守ってい かなけれ

と され 、一 時の緊 張状 態は緩 和されまし た。しかし、 北朝鮮が我 が国を

しか し、 その 配備 候補 地が新屋と いう市街地 であること については 、疑

の危 険情報 の伝 達方 法や屋 内への素早い 避難方法に ついて確認 しており

射程に おさめる弾 道ミサイル を数百発保 有している ことに変わり はなく、

義があり ます。電磁 波等による住 民の健康や 生活への影 響の問題に 加え、

ばな らないと思 います。

ミサ イル は、わ ずか 十分程 度で我が国 に到達すると 言われてお ります。

重 要な 防衛基 地で ある 以上、破 壊・工作活 動などの標 的となる可 能性は

ま す。 今年六 月に は、 アメリカ のトランプ 大統領と北 朝鮮の金正恩 委員

ま た、 その他 の国 でも 、我が国 を射程にお さめるミサ イルを保有 してい

的 と矛 盾す るの ではな いでし ょうか。こ の課題を解 決するため には、大

高く 、人 家が近 い新 屋へ の配備は 、多くの方々 の命を守る という国の 目

こ のよ うな 状況 を踏ま えると、 果たして本 当に平和な のだろうか と考

き な知 恵が必 要に なっ てくると 思いますが、 今のところ 、防衛省の 説明

ること がわかって います。
え させ られま す。 同時 に、ふだ んはなかなか 取り上げら れることは あり

では 、周 辺住民 を安 心させ る具体策が 乏しいの ではないか と思います。

六 月一 日の福 田防 衛大 臣政務官 による知事、 秋田市長等 との面会を 皮

ませ んが 、国を 守る ことの 大変さに気 づかされ ます。改め て、関係する
方 々に心から 感謝いたしま す。

まれ てお ります 。今 は国 の権限で行わ れる現地 調査の報告 を待ってい る

ら 、問 うべき こと は問 い、聞く べき声は受 けながら、こ の課題に取 り組

する課 題が あり ます 。知事 はこれまで、 私たちにも わかりやす い視点か

す るも ので ありま すが 、一方 で、知事も 、県民の安全 ・安心を確 保する

弾道 ミサ イルか ら我 が国 を常時・持続 的に防護 するために 配備しよう と

疑 念が 逆に高 まっ てい るとの指 摘もありま す。イージス ・アショア は、

対して説明を 重ねてい ますが、説 明が繰り返 されるたび に、不安や不 信、

切り に、 これ まで防 衛省 は、県議 会や秋田市 議会のほか、 地域住民等 に

状 況と 思い ますが 、い ずれ国 が結論を出 す日が必ず来 ます。たと えそれ

という 重要な責務 を負ってい ます。引き 続き、国との 信頼関係を 維持し、

こう した 中、 今秋田 には、 イージス・ アショアの 配備という国 防に関

が秋 田と して イエ スであ ろうとノ ーであろう と。知事は その日を思 いな

配備 が強 行され るこ とのな いよう交渉 を進めていく 必要がある と思いま

す が、 県とし て今 後ど のように 対応してい くのか、知 事の御所見 をお伺

がら日々 を過ごされ ていることと 思います。
世 の中 の人は 皆、 戦争は 避けたいと 願ってい ます。特に 戦争の時代 を
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り 拓く 秋田」 とし て、 その実 現を目指して います。具 体的には、 「人口

未来 に向 かって 果敢 に挑戦 を続ける「 時代の変 化を捉え力 強く未来を切

気 創造 プラン がス ター トしまし た。プランで は、十年後 の目指す姿 を、

平 成三 十年 度か ら、 新たな県政 運営指針で ある第三期 ふるさと秋 田元

一点目 は、施策の 見直しと重点 化について です。

次 に、第３期ふ るさと秋田 元気創造プ ランの推進 についてです 。

サイ ルシ ステ ム「イ ージ ス・アシ ョア」の導 入等もあり 、過去最大の 五

兆 八千 九百五 十六 億円 。防衛 省は、北朝鮮 のミサイル 対策で新型 迎撃ミ

いま す。 厚生労 働省 は、社 会保障費の 増加で前 年比二・五 ％増の三十一

初 予算 に比べ て約 五兆 円多く、 政策経費も七 十八兆円と 約四兆円増 えて

え るの は五 年連 続で 、一般会 計予算の概 算要求総額 は、平成三 十年度当

など と新 聞各紙 で報 じら れており ました。概算 要求の総額 が百兆円を 超

成 され る来年 度の 国の 当初予算 は、初めて 百兆円を超 える可能性 がある

兆七 千六 百五十 八億 円にな ると発表さ れました 。財務省の査定 を経て編

減少 が抑 制さ れ、地 域で 安心して 暮らせる秋 田」、「産 業競争力が強 化

兆二 千九百 八十 六億 円。国 土交通省は、 西日本豪雨 などを受け 、水害や

いします 。

され 魅力あ る雇 用が 創出さ れる秋田」、 「交通ネッ トワークが 確立し交

秋田 県で は、 国の 概算要 求に向けて、 今年六月に 「国の施策 ・予算に

土 砂災 害対策 費を 大幅 に増やし 、総額七兆 六百七十七 億円。また、 国の

戦略 など を定 めた 上で 、今後の四 年間で力を 入れて取り 組むべき施 策を

関す る提 案・要 望書 」を取 りまとめ、 関係省庁等へ の要望活動 を行いま

流 が拡 大する 秋田 」、 「県民が 健康に生き 生きと暮ら し、多様な人 材が

明ら かに し、そ れを 計画的 ・重点的に 推進していく こととして います。

し た。 例えば 、「 洋上 風力発電 など再生可 能エネルギ ーの導入拡 大を加

借金 返済 に充て る国 債費 は、平成三十 年度当初 予算から五 ・五％増の 二

し かし 、現代 は、 私が 言うまでもな く、本当 にこれまで の経験では 考

速す るた めの環 境整 備」 、「農業 の競争力強化 に向けた取 り組みの着 実

育つ 秋田 」、「 安全 安心 で暮らしやす い秋田」 の五つを目 指す将来の 姿

えら れな いほど 、自 然も 社会も変 化の激しい時 代を迎えて います。極 端

な 推 進 」 、 「 県 土 の 骨 格 を 形 成 す る 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 整 備 促 進 」、

十 四兆五千八 百七十四 億円となってい ます。

な 話を すれ ば、 昨日ま では有 効だった施 策や取り組 みが、今日 には余り

「 林業 の成長 産業 化と 森林資源 の適切な管理 の推進」等 々で、その 数は

と して 示し ていま す。 また、 目指す姿の 実現に向けて 、推進方針 、重点

有 効と は言え ない もの になって しまうことも あり得るの ではないか と思

五十 九本 になり ます 。私は 、国が厳し い財政状 況の中で、 どのように地

方 の声 を吸い 上げ 、地 方の背 中を押してい くのか注目 しておりま す。県

います。
県 では、政策 評価システム 等により施 策等の見直 しを行って いますが、

とし ても 、そ うした 国の 方向性を 踏まえつつ 、現場として 必要なこと は

今 後、 国は、 財政 規律に 配慮しなが ら予算編 成を行っていく と思いま

それ らが 有効 な取り 組み につなが っているの でしょうか。 少子化対策 等
を 見れ ば、改 善の 余地 があると 思います。 あわせて、プ ランはほと んど

すが 、歳 入に占 める 地方 交付税の割合 が高い我 が県にとっ ては、国の 予

しっかりと国 に求め、 具現化して いただきた いと思いま す。

全て の分 野を網 羅し てい ますが、現状 やプラン の進捗状況 を踏まえ、 よ

算 を最 大限 に活用 し、 県勢の 発展を図っ ていく必要が あると考え ます。

の成果 が思 うよ うに 上がっ ていない現状 や、県民意 識調査での 評価結果

り 施策 の重 点化を 図る べきと 考えますが 、いかがでし ょうか。柔 軟かつ

また 、今 後どの よう な戦略 で提案・要 望の具現化を 図っていく つもりな

そこで 、概算要求 には、どの 程度、本県 の要望が盛り 込まれてい るのか。

二点目は、 国予算の 獲得に向けた取 り組みに ついてお伺 いします。

のか 、お聞かせ ください。

効率的 に県政を進 めていただ きたいと思 い、質問させ ていただき ました。
国 の平 成三十 一年 度一般 会計予算の 概算要求 総額は、過 去最大の百 二
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三点 目は、 秋田 の成 長に向け た具体的な 取り組みと して、中小企 業振
興 についてお伺 いします。

に整備を 進める必要 があります。

そ こで 、第三 期ふ るさ と秋田元気創 造プラン に基づき実 施している 、

した 。し かし、 これ まで行 われてきた 各種中小 企業に対す る支援策は、

企 業振 興条例 」を 平成 二十六年 に制定し、積 極的に支援 策を講じて きま

振 興に 関す る施 策を 総合的に 推進するこ と等を目的 とした「秋 田県中小

月 の豪雨で被 災した芋川の 改修等は、 順調に進 んでいるも のでしょうか 。

等の 減災 対策の 状況 につい てお知らせ ください 。特に、昨 年の七月、八

豪 雨に よる洪 水被 害が頻 発している 河川の重点的 な改修や、 河道掘削

ま ず、「中小 河川におけ る減災対策 の推進」 についてです。

「災 害に 備えた 強靭 な県 土づくり 」の取り組み 状況につい て伺います 。

本 当に 支援を 必要 とし ている 小規模な企業 まで届いて いるのか、 あるい

二点 目は 、「 県民の 生命と 財産を守る 安全な地域 づくり」に 関するこ

県内 の企 業は、 九九 ・九％ が中小企業 です。そして 、その中小 企業の

は、 国な どの より適 切な 支援メニ ューを見落 としていな いのかという 思

員会 で私 の地元 であ る由 利地域や仙北 地域を訪 ねました。 そこでは、 き

て 、い つも語 らせ ても らいまし た。そんな 中で、この たび、産業観 光委

壊 等に よる 被害を 防止 する取 り組みにつ いてお聞きし ます。また 、本県

大な 被害 が発生 して おり ます。そこで 、本県に おける農業 用ため池の 決

さ きの 西日本 の豪 雨災害 において、 農業用の ため池の決 壊に伴い、甚

ととして 、農業用ため 池の整備と 山地災害対 策について です。

め 細か な県 の支援 によ り、若 い世代の育 成や企業間の 連携、より 高い技

にお いて は、 昨年 七月 の豪雨災害 などにより 、山地の崩 壊や土砂の 流出

いが 、私に はい つも ありま した。ゆえに 、きめ細か い施策の連 用につい

術の 認証 を得 るた めの 取り組みが 行われてい ました。よ い事例だけ 見せ

によ る被 害が発 生し ている ことから、 山地災害対策 の状況につ いてあわ

三点 目は 、「災 害に 対応で きる交通基 盤体制の整備 」に関する ことと

せて 伺います。

てい ただ いたと 言え ばそれ までですが 、私の認識を 超える内容 でした。
豊 かな 秋田を 標楴 する 「第三期ふる さと秋田 元気創造プ ラン」に魂 を
入れ てい くのは 、現 場に あるキラ リと光る産業 の芽を育て たいと願う 企

だき たい と思 います 。由 利地域や 仙北地域の 取り組みを踏 まえ、中小 企

小 企業 支援策 を講 じ、 「中小 企業者が挑戦 する秋田」 を根づかせ ていた

た。 アメ リカ発 の経 済戦争 の動きもあ りますが 、秋田の総 力を上げて中

育 て上 げると いう 「覚 悟」が、 とても大切な ファクター だと痛感し まし

が開通 すれ ば、 県境 地域の 救急医療活動 の向上や、 国道の代替 として災

の遊 佐象 潟道 路の秋 田県 内での工 事着工がな されました。 遊佐象潟道 路

金 浦間 が開通 とな りま した。 そして、平成 二十八年十 月には、地 元待望

「遊 佐象 潟道路 」と して事 業化が図ら れ、平成 二十七年十 月には象潟─

平成二十五年、山形・秋田県境区間の遊佐─象潟間が国の直轄事業

し て、遊佐象 潟道路に ついて伺い ます。

業の振 興に 向け た戦 略と職 員に期待する ことについ て、お聞か せくださ

害 時に おける 集落 の孤 立化や遠 距離迂回等 が回避される ことにつな がり

業 者の 熱い 思い と、そ れにし っかり寄り 添う行政マ ンの「目利 き力」と

い。

ます 。つ ながっ てこ そ、 道路はその力 を発揮で きます。遊 佐象潟道路 の

最後に 、防災意識 の向上につ いてお伺い します。

次に、県土 の保全と 防災力強化 についてお 伺いします 。
踏ま え、 今後 想定 される 災害にお いても十分 に機能する 社会基盤の 確立

私の 関係し てい るあ る会では 、総会の際 に研修会を行 っています 。そ

整 備状況につ いてお伺 いいたします。

が急 がれ ており ます 。しか し、これら の社会基盤整 備には相当 の時間と

の とき に毎回 お世 話に なるのが 、県庁の出 前講座です 。会員全員 の希望

近 年の 局地 化・激 甚化 する豪雨 や頻発する 地震等による 大規模災害 を

コ スト を要す るこ とか ら、一度 に整備する ことは不可 能であり、 計画的
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身 体及 び財産 は自 分で 守ること が原則で、 ふだんから 災害に対する 備え

大変驚き ました。また 、自助が七 、共助が二 、公助が一 で、自分の生 命、

近隣 の人 々な どによ り救 助された 人の割合が 九八％であ るという事実 に

べ たことが印 象に残ってい ます。阪神 淡路大震 災の折、自 力または家族 、

に、 ハザ ードマ ップ の確認 、自主防災 組織の充 実が大切で あることを学

だ きま したが 、資 料も とてもわ かりやすく、 すばらしい 内容でした 。特

に 出前 講座 をお 願い いたしま した。災害 への備えに ついて講演 していた

今回 はど うして も防 災の ことを学 びたいとのこ とで、総合 防災課の方 々

健 康のことなど 、数回、出 前講座で講 師派遣を していただいて きました 。

を聞 いて 、研修 会の テーマ を決めてい ます。こ れまでも、市町 村合併や

き、 天気 の悪い 日で あり ましたが、街 頭活動を いたしまし た。用意し た

月 五日 には、 多く の方 の御協力 や駅前の大 型商業施設 の御協力もい ただ

共通 ダイヤ ル一 八九 は、「 いち、はや、 く」といい ます。また 、今年七

教育機 関の児童虐 待に対する 意識が高まっ たことが挙 げられます 。なお、

相 談所 全国共 通ダ イヤ ル一八 九の広報やマ スコミ報道 等により、 国民や

去最 大と なりま した 。この 児童相談所 対応件数 が増加した 要因は、児童

平 成二 十九年 度中 に全 国の児童 相談所が対応 した件数は 、十三万件 と過

子 供たちへの 虐待に対 応しやすく なったとい うことでもあ ると思いま す。

に増 加し 、右肩 上り の状 況が続い ています。潜 在化してい た、未来あ る

さ れる 前の平 成十 一年 当時に比 べ、児童相 談所への通 報件数は六 ・七倍

律」 の成 立や関 連す る児童 福祉法の法 改正を経 て、これらの法 律が施行

うかが えました。

ビ ラ百 五十 枚はあ っと いう間 に多くの方 が手にしてく れ、関心の 高さが

を心が けておくこと が大切であ ることも知 りました。
防 災力 の強 化には 、ハ ード整備 や行政の取 り組みだけで はなく、ま ず
県民 一人 一人 の防 災意 識を高める 必要がある と思います が、こうし た意
次に 、児童虐待 防止につい て伺います 。

「近 くの 誰かが 気が つい てくれる のをいつも待 っていた」 と話してい た

まし た。また、 テレビで、 二十一歳ま で親から 虐待を受けてい た青年が 、

船戸 結愛ち ゃん の事 例も、住 所が変わり 、その引き継 ぎの間隙に 起き

東京 都目 黒区で 、五 歳の船 戸結愛ちゃ んが両親から 虐待を受け て死亡

こ とが 印象 的で した。 虐待を 受けている 子供たちは 、誰かが気 がついて

識の普及 に向けた取 り組み状況と 課題につい てお伺いし ます。

し た事 件は 、多 くの人 に深い 悲しみを与 えました。 この事件の ほかにも

例 は皆 無では あり ませ ん。そ こで、秋田県 は、決して 児童虐待を 許さな

助 けに きてく れる こと を待って いるのです。 今、秋田県 内ではこの よう

国 では 、七月 二十 日の 「児童虐 待防止対策に 関する関係 閣僚会議」 に

いと いう 決意 を県内 外に 示すため 、児童虐待 防止宣言を行 い、行政や 関

残 念な がら幼 い子 の虐 待の事件 報道があり、 本当に深刻 な事態であ ると

おい て、 子供 が亡く なる 痛ましい 事件が二度 と繰り返され ないよう、 児

係機関が一体 となって 虐待防止に 取り組むお 考えはない ものでしょう か。

な問 題が 大きな 話題 にはな っていない かもしれ ませんが、 児童虐待の事

童虐待 防止 対策 の強 化に向 け、国、自治 体、関係機 関が一体と なって子

知事 のお考えを 伺います。

思います 。

供 の命 を守る ため の緊 急総合対 策を決定し 、各都道府県 に通知した と聞

最後に、働 く現場に おける課題 についてお 伺いいたし ます。

ガイ ドラ イン が示 されたに もかかわら ず、中央省 庁や本県を 含む三十

いて おり ますが 、県 では 、これを受け 、どのよ うな対応を 取ったのか 伺
私は 、も っと もっ と踏みこ まなければ 、子供たち の命は守れ ないと思

七府 県で 不適切 な算 定があ ったとされ ます。なぜ、 このような ことが起

一 点目は、障 害者雇用水 増し問題につ いてです。

いま す。 平成二 十二 年度か ら、自民党 女性局は「児 童虐待防止 」を活動

き たの か。理 由と して は、「認 識が甘かっ た」、「プ ライベート への配

い ます。

の 柱の 一つと して きま した。平 成十二年に 「児童虐待 防止等に関 する法
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う「心の バリアフリ ー」がまだ まだ実現で きていないの だと思いま した。

差 別や 偏見を なく し、 障害者の 気持ちに寄り 添ってサポ ートをする とい

ゆ り園」で起 こった事 件のことが 頭をよぎり ました。強弱 はあります が、

はこ の事 件を聞 いて 、平 成二十八 年に知的障害 者福祉施設 「津久井や ま

お りま す。ガ イド ライ ン等、通 知の不明確 さも指摘さ れています が、私

慮か ら手 帳の提 示を 求めづ らい」、「 強制でき ない」などが挙 げられて

勤務 であ ること から 時間内 に業務を終 えること ができずに サービス残業

勤 職員 である ため ビブ リオバト ルなどの生徒 の引率がで きない、短 時間

校 まで 図書 館を 開館 すること が困難な状 況になって います。ま た、非常

省が ガイ ドライ ンに おい て望まし いとしている 、子供たち の登校から 下

日 平均 にしま すと 五時 間四十八 分程度とな ります。こ のため、文 部科学

らっ しゃ いまし た。 非常勤 職員の場合 、勤務時 間は週二十九時 間で、一

人口 減少 が進 む秋田 であり ますが、こ の秋田に住 んで頑張り たいと思

が 常態化して いるなどとの 声も聞かれ ます。

なの に、 この ような ほこ ろびが起 きるとは本 当に残念だ と思います。 改

う若 い人た ちも たく さんい ます。それが 許されない のは、秋田 での将来

ノ ーマ ライゼ ーシ ョン の考え 方が社会の共 通認識とな ってきてい るはず
めて 、今回 の原 因と 改善策 、再調査の状 況について 、知事、教 育長、警

の 暮ら しが思 い描 けな いからで はないでし ょうか。い つまでも学校 司書

の方 々の 本への ひた むき な思いだけに 頼ってい いのだろう か、それを 当

察本 部長、それ ぞれにお伺 いします。
二点目 は、公立学校 図書館の司 書の現状に ついてお伺 いします。

た り前と思っ ていいの だろうかと私は 考えます 。

そこ で、 教育 長に 伺いま す。現在、非 常勤職員と して県立高 校に配置

秋 田県 は、 読書の 日を 制定し、 読書推進条 例も持つ文化 的な県であ る
と私 は思 って いま す。 しかし、読 書に携わる 人々の現場 の労働環境 がき

され る学 校司書 を、 フルタ イムの正職 員にしていた だくことは できない

りま す。 また、 学校 司書 は、学習 活動の支援や 情報活用能 力の育成支 援

ちん と整 備され なけ れば、 今後の読書 の推進に支障 を来すこと になりか
最近 はい ろいろ な場 面で図 書館の力、 司書の力が語 られており 、我が

も 行う こと がで きます 。財源 の問題もあ ろうかと思 いますが、 諦めず検

も ので しょう か。 専門 性を身に つけた司書 の方がいれ ば、図書館 は変わ

県 でも 、少 しず つでは ありま すが公立学 校における 司書の必要 性が認め

討し ていただき たいと思いま す。

ねな いと思いま す。

ら れ、 その人 数が 増え てきてお ります。しか し、まだま だ本県の学 校司

県当 局の答弁を求 めます。

以上 をもち まし て、 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。 （拍手）

書の 勤務 条件は 不安 定なも のであり、 継続的・ 計画的な図 書館運営を妨
げ る要 因の一 つと なっ ており ます。先ごろ 、司書の方 々がお互い の連携

●議長（ 鶴田有司議 員）

【知事（佐竹 敬久君）登 壇】

を強 めて きた よりど ころ となる会 の二十五周 年記念の会が ありました 。
参加さ れた 学校 司書 の方々 からは、様々 な方から支 えられてい るという

おはよう ございます 。小田議員の 一般質問に お答

ま ず、イージ ス・アショ アについてで あります。

●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

員 であ るこ とから 、適 切な図 書館運営や 開館時間が確 保できてい ないな

国で は、 北朝 鮮が 弾道ミサ イルの発射 や核実験を 繰り返して いたこと

現 状に 感謝す る声 も多 く聞かれ ましたが、 もう一歩その 専門性が認 めら

ど、 現状 の待 遇等 につい て改善を 求める声も 多く聞かれ たところで す。

を踏 まえ 、弾道 ミサ イル防 衛能力の抜 本的な向上を 図る必要性 があると

え申し上 げます。

また 、本 が大切 、本 の力を 信じながら も、現在の給 与では家族 を持つこ

し て、 昨年十 二月 にイ ージス・ アショアの 導入を閣議 決定し、国 会での

れず 適切 な評価 を受 けて いない、フル タイムの 正職員では なく非常勤 職

とはできないと、職を辞さなければならなかった男性の司書の方もい

- 31 -

と は避 けられ ない もの であり ます。このよ うな中で、 防衛省は本 県の新

国土 の狭 い我が 国で は、お のずから制 約があり 、様々な課 題が生じるこ

であ ると考えて おります。一 方、基幹的 防衛施設を 新たに設置 する場合、

み ます と、 時代 の変 化を踏ま えた国防上 の一定の備 えをするこ とも必要

いて 融和 姿勢に 転じ てお りますが 、我が国を取 り巻く安全 保障環境に 鑑

て、 三期 プラ ンの取 り組 みをベー スとしつつ 、さらにそ の内容を一歩 進

の 六月 議会で は、 国立 社会保 障・人口問題 研究所によ る人口推計 を受け

や重 点化 を図っ てい くこと が重要であ ります。 こうしたこ とから、先般

目 まぐ るしい 変化 に的 確に対応 していくため には、適時 、施策の見 直し

す が、 少子 高齢 化や グローバ ル化、科学 技術の進展 など社会経 済情勢の

プラ ンは 、四年 間を 推進期 間として施 策・事業を展 開してきて おりま

の変 化等 を踏ま えな がら「 重点施策推 進方針」 を策定して、重 点的に取

屋演 習場 と山 口県の むつ み演習場 にイージス ・アショア を配備すると し

める ため、 加速 化パ ッケー ジを策定し、 「人口減少 下における 経済力の

審議 を経 て、調 査に 係る予 算が承認さ れたとこ ろであります。 今年に入

て、 これま で数 次に わたり 住民説明会等 を開催して きましたが 、現段階

維 持」 という 、こ れま でにない 視点からの 取り組みを お示ししたと ころ

り 組むべき施策 の立案を進 めてきたと ころであ ります。

では 、住宅地に 近い新屋演 習場が配備候 補地とされ ていること に対して 、

であり ます。

り 、南 北首脳 会談 や米 朝首脳会 談が開催さ れるなど、 北朝鮮が外 交にお

多くの 地域住民の方 々が懸念を 抱いている 状況にあり ます。

今 後と も、 時代の 変化 に機動的 に対応した 重点施策を打 ち出すなど 、

な お、 政策評 価制 度に ついては、評 価結果を 予算編成に 一層反映さ せ

今 後、 防衛 省は、 そう した懸念 に応えるた めにも、地質 や測量、電 波

安 を払 拭する 安全 対策 等を講じ ることがで きるか否か について明 確にす

るた め、 県議会 への 報告 時期を前 倒しするとと もに、評価 結果と県民 意

より 効果 的に 施策 を展 開し、「ふ るさと秋田 」の元気を 創造してま いり

るよ う、 これま でも 強く 求めてき ております。 また、イー ジス・アシ ョ

識 調査 結果 との 乖離を 少なく するため、 評価方法を 見直すなど 、これま

環境 等の 調査 を行 うこ とにしてお りますが、 私からは、 防衛省とし て必

ア の配 備は 国家 的重要 案件で あることか ら、防衛省 所有の土地 のみなら

で も改 善を図 って きた ところで あり、今後も 引き続き、 評価システ ムの

ます。

ず 、そ れ以外 の国 有地 について も幅広く検討 することや 、物理的な 工事

効果的な 運用に取り 組んでまい ります。

要な 調査 だけで なく 、仮に 新屋演習場 に配備すると した場合、 住民の不

は住 民の 理解が 得ら れない 限り着手し ないこと を要請する など、配備を

「ふ るさ と秋 田元 気創造 プラン」 の推進に当 たっては、 毎年度、政 策評

ま ず、 施策 の見直 しと 重点化で ございます が、県政運営 の指針であ る

次に、第三 期ふるさ と秋田元気 創造プラン の推進でご ざいます。

も、 地元秋田市 の意向を踏 まえながら適 切に対応し てまいりま す。

いては 、住 宅密 集地 に近接 しているとい う根本的な 課題があり 、今後と

いず れに しま しても 、新屋 演習場への イージス・ アショアの配 備につ

れる 政府 予算案 に向 けて、 改めて私自 ら大臣等を訪 問し、箇所 づけも含

りま す。 今後 、個 々の要 望項目に ついて検証 を行い、年 末に閣議決 定さ

て も今 年度 並みに 確保 されて おり、一定 の評価ができ るものと考 えてお

防災 ・減 災対策 等が 増額 され、また、 インバウ ンド誘客の 促進等につ い

は じめ 、農業 農村 整備 や林業の 成長産業化 、道路ネット ワークの整 備、

者を対 象と する 支援 制度の 創設が盛り込 まれたほか 、地方創生 の推進を

この たび の概 算要求 では、 六月の要望 において、 特に強く訴え た移住

次 に、国予算 の獲得に向け た取り組み でございま す。

価制 度に より各 施策 の取り 組み状況等 をもとに評価 ・検証を実 施し、新

め、 要望活動を 行うことに しておりま す。

強 行すること がないよう申 し入れてい るところ であります 。

年 度の 予算編 成に おい ては、そ の結果や国 の政策の動 向、社会経 済情勢
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て 国等 への 要望 活動 を行うと ともに、地 方の実情を 踏まえた制 度の創設

本県 選出 の国会 議員 の御 理解と御 協力を得なが ら、あらゆ る機会を捉 え

し さを 増して くる こと から、引 き続き、全 国知事会等 とも連携し つつ、

本県 の財政 状況 は、 人口減少 や高齢化の 進行により 中長期的に一 層厳

に 流下 能力 を向 上さ せるため に有効な河 道掘削や伐 木などを計 画的に実

床上 浸水 対策特 別緊 急事 業に着手 したところで あります。 また、短期 間

め ると ともに 、家 屋浸 水被害が 頻発した新 波川におい ては、今年 度より

防止 を図 るため 、淀 川など の四河川に おいて集 中的に改良復旧 事業を進

協議 会」 で定め た取 り組み 方針に基づ き、簡易 的な水位計 百七十七基の

施 して いるほ か、 県、 市町村、 気象台で構成 する「県管 理河川減災 対策

次に、中小 企業の振 興でござい ます。

設 置工 事を進 めて いる ところ であり、来年 度から地域 住民への水 位情報

等に ついても積 極的に提案し 、要望の実 現を図って まいります 。
県 内中 小企業 の持 続的 発展は、 地域経済の活 性化、安定 的な雇用の 創
のと 認識し てお りま す。こ のため、中小 企業振興条 例において 、その振

ルの 区間におい て、本年十 月の完成を目 指し河道掘 削を進めて いるほか 、

なお 、芋川 では 、昨 年床上浸 水が発生した 松本地区の 約二キロメ ート

の提供 を開始する 予定として おります。

興 を県 政の重 要課 題と 位置づけ 、県内商工 団体による 巡回訪問を通 じた

下流 の徳 沢地区 にお いて は、国の交付 金事業を 活用しなが ら築堤等の 早

出に とっ て不 可欠で あり 、地域全 体の活性化 という側面 からも重要な も

情報 提供 や専門 家派 遣の 拡充など、相 談機能を 強化すると ともに、設 備

引き 続き 、激 甚化 する災 害に対応する ため、関係 市町村等と 連携を図

期 完成に向け て取り組 んでいるところ でありま す。

きた とこ ろで あり ます 。一方で、 第四次産業 革命の進展 や有効求人 倍率

りな がら 、ハー ド、 ソフト 一体となっ た防災・減災 対策をスピ ード感を

導 入や 人材 育成等 の取 り組み を支援する ことで、競争 力の強化を 図って
の高 まり などの 環境 の変化 を踏まえ、 三期プランで は、県内企 業の連携

次に、 農業用ため 池の整備と山 地災害対策 でございま す。

持っ て進めてま いります。

よる 産業 人材の 確保 等を 目指す姿 として掲げて おり、各支 援機関と連 携

近 年、 局地 的な 集中豪 雨や地震 等が全国各 地で頻発し 、本県にお いて

促 進や イノベ ーシ ョン の活用に よる競争力 の強化、就 労環境の改 善等に
し たき め細 かな 施策に よって 、人材の確 保・育成を 図りながら 、先進技

や ニー ズにき め細 かく 対応す るよう求めて きたところ であり、活 用でき

また 、職員 に対 して は、常に 企業現場を 訪問し、個 々に抱える 諸課題

け、 耐震 性調 査を行 い、 その結果 、危険性や 影響度が高い と判断した も

害 が懸 念され る三 百四 十三カ 所のため池を 「防災重点 ため池」と 位置づ

県で は、下 流域 に人 家や公共 施設がある など、決壊 した際に甚 大な被

も 、昨 年七月 や今 年五 月の豪雨 により甚大な 被害が発生 しておりま す。

る制 度や 技術 の提案 、生 産性向上 に向けたア ドバイス、取 引拡大のた め

のから 、順 次改 修事 業を進 めております 。また、全 ての「防災 重点ため

術の 導入や技術 力の向上、取 引拡大等の 支援を進め てまいりま す。

のマッ チン グ支 援を 行うな ど、企業と一 緒になって 課題解決、 製品開発

池 」に おいて 、ハ ザー ドマップ を作成し、 地域住民に周 知するよう 市町

備 し、 市町村 と連 携し ながら危 険地区の周 知を図って いるほか、 被災し

保全 巡視 員の配 置に より、 被害箇所を 早期に発見し て通報する 体制を整

止に 向け た取 り組 みを推 進してま いります。 山地災害に ついては、 森林

災 対策 にも 取り組 んで おり、 引き続き、 ハード・ソフ ト両面から 被害防

村に 働き かけて いる ほか 、警察や消防 と連携し 避難訓練を 行うなどの 減

に取 り組んでき ております 。
今後 とも、 職員 が熱 い思い を持ち、現場 目線でとも に考え、中 小企業
の 果敢な挑戦 が形とな るよう、全力で 取り組ん でまいりま す。
次に 、県 土の 保全 と防災力 強化につい て、中小河 川における 減災対策
でござい ます。
県 では 、昨年 七月 、八月 の豪雨によ る甚大な 被害を受け 、再度災害 の
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た箇 所に ついて は、 さらに 被害が拡大 しないよ う、迅速な復旧 工事に努

いて 、食 料備蓄 の必 要性や 災害ハザー ドマップ を活用した適切 な避難行

県民 の防 災意識 の向 上を 図りつつ 、災害発生時 に安全を確 保し、自ら の

動 など につい て、 啓発 に努めて まいります 。こうした 取り組みに より、

今後 とも 、山地 にお ける被 害を最小限 にとどめ、地 域住民の安 全が確

命 を守 る自 助と 、近 隣の方々 が力を合わ せて地域を 守る共助を 促進し、

め ております。
保 され るよ う、 山腹 崩壊等の 可能性や公 共施設など 保全対象へ の影響の

地域 防災力の一 層の強化につ なげてまい ります。

次に、児童 虐待の防 止でござい ます。

大 きさ を勘案 しな がら 、治山ダ ム等の設置や 保安林整備 等の治山対 策を
推進して まいります 。

日に は、 児童 相談所 と市 町村に対 し、支援を 受けている 家庭が転居し た

県 では 、東京 都目 黒区 の事案を 受けて、国の 対策に先駆 け、六月十 八

今年 三月 末時 点での 事業進 捗率は約一 〇％、用地 進捗率は約 五二％と

場合 の情報 の丁 寧な 引き継 ぎや、速やか な面接の実 施などの徹 底を図っ

次 に、遊佐象 潟道路の整備 状況でござ います。
なっ ており 、国 土交 通省か らは、今年度 、構造物の 設計や用地 買収のほ

た とこ ろであ りま す。 その後、 七月二十日 に国の対策 が取りまとめ られ

たこ とか ら、関 係機 関に 対し、改めて 転居事案 の情報共有 や子供の安 全

か、 大砂川地区 道路改良工 事などを進め ていると伺 っておりま す。
現在 、秋田 ・山 形県 境部に おける沿岸の 幹線道路は 国道七号の みであ

設へ のア クセス 性の 向上な ど、様々な 効果が期待さ れておりま す。高速

とか ら、 遊佐 象潟 道路 の整備によ り、災害時 の代替性確 保や救急医 療施

機 関に 徹底し てい くと ともに、 児童福祉司 の増員や研 修等による 資質の

めて いく ことが 重要 である と認識して おり、今後も 機会あるご とに関係

児童 虐待 の防 止に 向けて は、国の対策 で示された 取り組みを 着実に進

確 認、関係機 関の連携 などの強化につ いて周知 を図ってお ります。

道 路の 整備促 進に つい ては、こ れまでも私 自ら国に働 きかけてき たとこ

向上 など 、児童 相談 所の 体制強化 に取り組んで まいります 。また、虐 待

り 、全 面通 行止め が発 生した 際には大き な迂回を余儀 なくされて いるこ

ろで あり 、引き 続き 、関 係市町村 や経済団体と 連携を図り ながら、早 期

を 深め ていく こと が重 要である ことから、毎 年十一月の 児童虐待防 止月

の 未然 防止 や早 期発見 ・早期 対応を図っ ていくため には、社会 的な理解

次に 、防災意識 の向上でござ います。

間を 中心 に、街 頭キ ャンペ ーンの実施 や県・市 町村広報誌 への掲載、講

の 全線開通に 向け、国 に対し強く 要望してまい ります。
県で は、「 秋田 県防 災ポータ ルサイト」 やＳＮＳ等 により防災 情報を

議員か ら御 提案 の児 童虐待防 止宣言につい ては、行政 や警察、学 校等

演会の開催など、広く県民に対する普及啓発と情報提供の呼びかけを

ており ます 。し かし ながら 、県民意識調 査では、災 害時に備え 、水や食

の 関係 機関、 地域 住民 などが一 体となって 虐待発生を抑 止していく 上で

発 信す るとと もに 、市 町村と 連携し、自主 防災アドバ イザーの派 遣や実

料 等を 備蓄し てい る家 庭が五割 となってい るほか、西日 本の豪雨で も課

効果 的で あると 考え てお り、今後、各 地域にお いてセミナ ーを開催す る

行って おります。

題と なっ た、災 害ハ ザー ドマップ等に よる危険 箇所の把握 は三割にと ど

な ど、 県民 意識の 高揚 に向け た施策の充 実を図りなが ら、宣言の 実施に

践的 な防 災訓 練を実 施す るなど、 地域の実情 に応じた防災 対策を推進 し

ま っている状 況にあり ます。

最後に、働 く現場に おける課題でご ざいます 。

向けて 取り組んで まいります 。

極的 に出 向き、 災害 に対す る備えや、 災害時に自ら が自らを守 る行動が

障 害者 雇用水 増し 問題で ございます が、障害 者が健常者 と同様に、 そ

今後 は、 出前 講座 に加え、 地域での講 習会や企業 のセミナー などに積
重 要で あるこ とな どを 直接伝え るとともに 、学校にお ける防災教 育にお
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帳 等に より確 認す べき ところ を、本人から の自己申告 などをもと に算定

りま す。 本県に おい ても、 障害の程度 や手帳の 有無等につ いて障害者手

先 して 障害者 雇用 に取 り組むべ き立場として あってはな らないもの であ

害 者の 雇用 に関 し長 年にわた り不適切な 算定が行わ れていたこ とは、率

が重 要で ありま す。 こう した機運 が高まる中で 、国や地方 を通じて、 障

が でき る社会 を実 現す るために は、障害者 の雇用を積 極的に進め ること

の能 力と 適性に 応じ た雇用 の場に就き 、地域で 自立して生活を 送ること

す。

深 く反 省して いる とこ ろであ ります。関係 者の皆様に おわび申し 上げま

ライ ンに 対する 理解 不足に 加え、確認 や算定の 誤りによる ものであり、

障 害者 の雇用 調査 に関し て不適切な 算定となった 原因は、国 のガイド

一 一％で、法 定雇用率 二・四％に 対し不足す る人数は二十 人となりま す。

人か ら手 帳等の 添付 によ る申告が あり、その結 果、障害者 雇用率は二 ・

等 を返 却した 職員 四人 、退職者 一人となっ ております 。また、新 たに四

いと 希望 した職 員六 人のほ か、医療的 措置によ り障害者でなく なり手帳

に 向け 、教職 員や 非常 勤職員の 採用を積極 的に進める ことで、障害 のあ

今後 は、厳 正に 事務 を執行す るとともに、 障害者の法 定雇用率の 達成

して きた こと は、通 知等 の不明確 さもその一 因であった とはいえ、制 度
の厳 格な運 用に 対す る認識 が甘かったも のであり、 まことに遺 憾に感じ
てご ざいます。

たし まし た。そ の一 方で、 新たに三名 の職員が手帳 を所持して いること

七十 三名 のう ち六 名が 身体障害者 手帳等を所 持していな いことが判 明い

再 調査 を実 施した 結果 、平成 三十年度分 については、 該当者とし ていた

を 増 や し た り 、 県 立 図 書 館 と の 連 携 を こ れ ま で 以 上 に 強 化 す る な ど、

では 、教 室や廊 下な ど生徒 の身近に本 を置き、生徒 が本を手に する機会

高等 学校 にお ける 読書活 動の推進と学 校図書館の 充実に向け 、各高校

次 に、公立学 校図書館の 司書の現状に ついてお答 えいたしま す。

る方を はじめ県民の 皆様の信頼 回復に努め てまいりま す。

を 確認 した結 果、 法定 雇用率を 〇・〇四％ 下回り、必 要となる障 害者雇

様々 な取 り組み を行 って おります 。学校図書館 の運営につ いては、「 学

県で は、こ うし た不 適切な 算定を踏まえ 、知事部局 の全職員を 対象に

用者 数に 一人足 りな い状 況となっ ていることか ら、当面は 、非常勤職 員

校 図書 館運 営委 員会」 を組織 し、司書教 諭を中心に 図書部の教 員や臨時

を県内の高校 に配置し たところで あります。

に拡 充を 進め てきて おり 、この七 月には新た に二名を採用 し、計十四 名

学 校司 書につ いて は、 平成十九 年度から採用 を行い、こ れまで計画 的

校図書館 の充実に寄 与しており ます。

職 員が 担当し てお り、 非常勤職 員の「学校司 書」もその 一員として 、学

の 採用により 、早急に 法定雇用率 を達成するよ う努めてま いります。
今 後は 、職員 採用 試験に おいて積極 的な採用を進 めるほか、 非常勤職
員に つい ても就 業の 場の拡 大を図るな ど、障害 のある方を はじめ県民の
信 頼回復に努 めつつ、障害 者雇用の促 進に取り 組んでまい ります。
私から 以上でござ います。
【教育委員会 教育長（米 田進君）登 壇】

るこ とに つきま して は、 生徒数の減少 に伴い、 毎年教職員 数を減らし て

御 質問 のあり まし た、フ ルタイムの 正規職員 として学校司書 を配置す

害者 雇用 の問題 にお ける 教育委員会の 状況につ いて御説明 いたします 。

い かざ るを 得ない 状況 に鑑み ますと、現 状では困難で あると考え ており

小田議員 から御質問の ありました 、障

再 調査 によ り障害 者手 帳等を確 認したとこ ろ、平成三十 年六月一日 時

ます が、 会計 年度 職員の 導入に伴 い、新しい 制度への移 行の中で待 遇の

●教 育委 員会 教育長 （米 田進君）

点で の障 害者 数百 十八人 のうち、 手帳等の確 認ができた 職員が九十 八人

改善等を 検討してま いります。
以上 でございま す。

であ りま した。 残り 二十人 の内訳は、 いずれも障害 があるもの の、障害
者 手帳 等の交 付を 受け ていない 職員九人、 障害者にカ ウントされ たくな
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障害 者雇用に関 する御質問 にお答えい たしま

【警察本部 長（森末治 君）登壇】
● 警察本 部長 （森 末治 君）
す。

の方 に世 代交付 が進 んでお り、社長さ んの立ち 位置は、遠くか ら見なが

ら 、掌 で若い 人た ちを うまく育 てながらや っていると いう姿勢が ありま

し た 。 そ れ は や は り 県 の 助 成 と か 支 援 と か い ろ い ろ な 場 面 が あ っ て、

め、 結果 とし て法定 雇用 率を一・ 四四％下回 り、必要と なる障害者雇 用

た しま した。 当該 障害 者の二 名については 重度身体障 害者に該当 するた

当者 とし ていた 十名 のうち 八名が手帳 等を所持 していない ことが判明い

政 職員 に対し 再調 査を 実施した ところ、平成 三十年度分 については 、該

も各 産業に おい ても 、行政 マンの方が現 場をよく回 って、その 息遣いを

若い 人た ちが 現場に 来る ようにな っているん ですね。で すから、ぜひ と

う 畜産 の部門 では 、小 松農林 水産委員長が びっくりさ れていまし たが、

でご ざい ました 。こ れを農 業でも林業 でも水産 業でもやっ ていくと、も

目 が覚 めるま では いき ませんが 、大分目がす っきりした 感じの施策 展開

ゆ ったりと経 営を見な がら、育て ながらいけ るということ があったの で、

者数 に五人 足り ない 状況で あります。ま た、算定方 法につきま しても、

感 じ、 そして 頑張 って いただき たいなと思 います。そ うすれば、秋 田か

県 警察 にお きま して も、身体障 害者手帳等 の有無につ いて、全警 察行

法 律や 国のガ イド ライ ンの内容 を正しく理 解しないま ま、障害者手 帳等

らも 絶対 に若い 人た ちが どんどん出て いくので はなく、残 りたい若い 人

う、 農地 で頑 張り たい 、林の中で 頑張りたい 、製造業の 工場の中で 頑張

を確 認す ること なく 算定 してきたとい う不適切 な事実が判 明いたしま し
県警 察と いた しま しては 、制度の適正 な運用に対 する認識が 甘かった

りた い、 そうい う若 い人た ちがいます ので、そうい う空気をも う少し、

た ちも いっ ぱいい ます 。本当 に生活の糧 があればここ で頑張りた いとい

もの であ り、ま こと に遺憾 であります 。こうした不 適切な算定 を行った

工 夫し ながら 積み 上げ てもらい たい。再度 、知事にそ の覚悟をお 聞きし

た。

こ とに ついて 深く おわ び申し上 げるととも に、今後は 厚生労働省 のガイ

てみた いと思いま す。よろしく お願いいた します。

私自身の 例を余り出す のもなんで すが、たま たま

技術 系で すから 、県 庁に入 って約十年 近く同じ 職場、当時 の商工課とい

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

【 知事（佐竹 敬久君）】

ドラ イン に沿っ た適 正な 対応に努 め、法定雇用 率を満たす べく、なお 一
知 事はじめ教育 長、それか ら警察本部 長、

層 、障害者雇 用の促進 に努めてま いります。
●四 十番 （小田 美恵 子議 員）

真摯な御 答弁ありが とうござい ました。

く、現 場に行きま すと、その 企業の良さ、 あるいは悩 み、様々な 課題を、

机の上 で考えるの ではな

して 、今 日、 知事も 明確 に、配備 強行を絶対 に許さない、 このことに 対

目で見ることができます。また、やはり現場で、企業の中小企業の皆

う とこ にいま した 。と にかく 職員が現場で

しては きち んと 向き 合うと いう、私もそ こがポイン トじゃない かと思っ

さ んと 一緒に 考え 、そ して悩み 、そしてい い結果が出れ ば喜ぶとい うよ

特 に、 まず一 つは イー ジス・ア ショアですけ れども、こ の件につき ま

てい ます。その 姿勢を今後 とも堅持いた だきますよ うお願いし ます。

た。 その とき 余り 現場の 状況を深 く私も知り 得なかった のですが、 言葉

企 業が 元気 である とい うこと が秋田県を 元気にしてい くというこ とでし

は常 に現 場目線 とい うこと で、現場に とにかく行け と。そして 、現場で

業の 方も 伸び ます 。農業 も林業も 同じでござ います。そ このように 、私

非 常に 企業 主から も信 頼を得 ます。その 信頼関係が逆 に励みにな って企

うに職員 が自ら中小 企業の一員 となったよ うな姿勢で 臨むというこ とは、

とし て「 目の覚 める ような 施策を」と 言った覚えが あります。 ところが

そ の相 手と一 緒に 悩み 、そして 考えるよう にと。そう いう中で、 特に農

それ と、昨 年の 九月 に一般 質問させてい ただきまし た折、やは り中小

社長さん から次

今 回、 現場を 回ら せて みました ら、非常に 世代交代
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こと は、 相当、 農業 にお いても設 備投資が進ん でいるとい うことです 。

は 、い つも余 って るん ですよ。 ところが最 近、枠が足 りないと。 という

業に つい て、最 近ち ょっと これはいい 現象があ ります。農業近 代化資金

三 十二 番

三 十 番

二 十八番

二十 五番

佐

近

土

石

原

関

藤

藤

谷

田

美恵 子

賢一郎

健 一郎

勝

衛

悦

寛

子

四十二番

三十九番

三 十七番

三十三番

三十 一番

二 十九番

二十七番

鈴

川

柴

加

工

三

田

木

口

田

藤

藤

浦

口

正

鉱

嘉

英

敏

一

範

一

番
佐 々木

吉

薄
方

井

健

雄

清

里

太

太

彦

司

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

今

小

佐

佐

杉

石

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

ひ とみ

武

雄

正

策

晃

正一郎

信

浩

俊比古

徹

千鶴子

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

休憩前に引 き続き会 議を開きま す。

一

みらい会派 の東海林 洋です。一 般質問を行 い

県と 秋田 市が 防衛大 臣に 提出した 詳細な質問 状に対する回 答が示され こ

は 、ほぼ全議員 が参加し、 新屋演習場 の現地視 察も実施しまし た。また 、

協議 会を 開き、 防衛 省の説 明を受け質 疑を行っ たほか、六月二 十九日に

月 半の間 に、 様々 な対 応がありま した。県議 会では、六 月十四日に 全員

を 訪れ 、知 事、 秋田市 長に説 明を行いま した。ここ から今日まで の三カ

演習 場の 二カ所 を選 定し 、六月一 日に福田政務 官と防衛省 の職員が本 県

ア 」の 配備候 補地 とし て、秋田 市の自衛隊 新屋演習場 と山口県のむ つみ

防衛 省は、 地上 配備 型弾道ミ サイル防衛 システム「イ ージス・ア ショ

はじめ に、イージ ス・アショ アについて 伺います。

ま す。小田議 員と一部 重複する部分も あります が、お答え 願います。

●十九 番（ 東海 林洋 議員）

【十九 番（東海 林洋議員） 登壇】（拍手 ）

します。

日程 第一 、一 般質問 を継続 いたします 。十九番東 海林議員の発 言を許

●副 議長（竹下博 英議員）

聡

こ れは 多分 、若 い方 が後継者 になります と、いろい ろな新しい 機器を設
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備 投資 すると いう こと には前向 きですので、 今回も近年 の利子補給 の方
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三
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純
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石
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一

を提 案し てござ いま す。い ずれとにか く全ての 問題につい て、現場で職
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林

五
番
加
浦
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十 八 番

部

雄
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洋

員 が自 らのこ とと して 悩み、 一緒にやると いう姿勢を 強く職員に 求めて

北
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司

四十三番
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沼

木

晴

二 十 番

佐

下

休憩 前に同じ

おり ます 。こ れから もそ ういうこ とで県民と ともに歩む ということが 、

四十番 小田議員の 質問は終わ りました。

いろいろ な面で中小企 業、農林水 産業の前進 につながる ものと感じ、 今、
行っ ております 。
●議長（ 鶴田有司議員 ）
暫 時休憩をい たします。 再開は十一時 十五分とい たします。
午前十時 五十八分休 憩
午前十 一時十五分 再開
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最 新の 状況 では 、八 月二十七 日に防衛省 側から県へ の説明があ り、①新

六月か ら八月にか けて、対象の 方を分けな がら複数回 実施されて います。

民 説明会につい ては、知事 と秋田市長 が連名で 防衛大臣に申し 入れをし 、

とを 受け て、七 月二 十三日 に二回目の 全員協議 会を開催してい ます。住

信 、疑念を逆 に高めて いるものと 思います。

うの か、 よくわ かり ませ ん。こう した防衛省の 態度が、住 民の不安や 不

配 備す ること の方 が重 要だから との考えで 地元の意見 は無視され てしま

とも 釈然 としな い内 容です 。地元の意 見は尊重 されるのか、そ れとも、

そ の内 容は 、国の ミサ イル防 衛システム の必要性を否 定するもの ではな

アシ ョア の新屋 への 配備 計画の撤回を 求める要 望書が提出 されました 。

接 する 地域の 自治 組織 である「 新屋勝平地 区振興会」 から、イージ ス・

こう した中 で、 地元 住民側か ら大きな動き がありまし た。演習場 に隣

破壊 行為 や武 力攻 撃の 目標となる 可能性があ ることから 、当該施設 の防

る 場合 は、 運用に おけ る事故 等の影響を 避けるため、 また、テロ などの

なか った ことに あり ます 。本来、ミサ イル基地 などの軍事 施設を設置 す

て 、防 衛省が 選択 理由 に住宅密 集地を避け るという当 然のことを考 慮し

そも そもの 原因 は、 イージス ・アショアの 配備候補地 の選定に当 たっ

県 や市 町村な ど地 方自治 体の使命は 、住民福祉の 向上、つま り地域に

く、 迎撃 ミサ イル 基地 を住宅密集 地に配備す ることは認 められない とい

御や 住民 が巻き 込ま れ犠牲 となること を防ぐために 、居住区域 から離れ

屋 演習 場が配 備不 適の 場合に備 え、他の国有 地について 「検討する 」こ

うも ので す。防 衛省 の説明 では、住民 の安全確保に 関する具体 的な対策

た 広い 場所に する こと は世界的 な常識であ りましょう 。やむを得 ず住宅

暮ら す人 々が安 心し て生活 できる環境 を整備し 、守ってい くことであり

に 乏し く、必 要な 事前 の調査や 検討もなさ れていない 現状では、 配備さ

地に 近い 場所を 選ぶ 場合 には、日 常生活への影 響や安全確 保について 、

と。 ②全 体施設 の構 想。③ 運用と警備 に必要な 人員二百名 程度を「基地

れれ ば将 来にわ たっ てテ ロや武力 攻撃に巻き込 まれるとい う不安を抱 え

事 前に 十分 な検 討を行 い、確 実な対策が とれる状態 でなければ 提案でき

ま す。 県議会 も含 め、 今回の 配備計画に対 して厳格に 向き合わな ければ

な がら 生活 して いかな ければ ならない住 民の方々に とって、配 備は認め

な いも のと考 えま す。 防衛省が 、とにかく早 く配備した いという気 持ち

の 敷地 内」に 配置 する こと。 ④旅客機への 影響等のた め、電波環 境調査

ら れな いと考 える のは 当然のこ とと思います 。新屋勝平 地区振興会 は、

から 必要 な安全 対策 を後回 しにしてい ることは 明らかであ り、地域住民

ならな いものと考 えます。

地域 の全 ての町 内会 で構成 される自治 組織であ り、同振興 会が全会一致

イ コール国民 の安全確保を 軽視してい ると言わ ざるを得ま せん。

を実施 することな どが示され ています。

で 新屋 への配 備計 画に 反対を 決めたことは 、住民の方 々の意思と して重

理解 を求 める のか 。何を もって地 元の理解を 得たと判断 するのか」 とい

て も同 様と 考えて いる 」と回 答していま す。また、「 地元にどの ような

「地 元の 理解と 協力 を得 られることが 重要であ り、自衛隊 の用地であ っ

得 ら れ な い 中 で 配 備 を 強 行 す る こ と は な い か 」 と い う 質 問 に 対 し て、

小野寺 防衛 大臣 は、 秋田市長 への回答文書 において、 「住民の理 解が

③平 素の 対応や 不測 事態が 発生した場 合の対応につ いては、通 常は警察

を囲み 、訓練した 人員二百名 程度と秋田 駐屯地の部隊 などを活用 し守る。

今 後検 討す る。② イー ジス・ アショアは 重要な防衛装 備なので、 敷地内

して いま すが、 その 答え は要約すると 、①緩衝 地帯等は必 要性も含め て

攻 撃等 への警 備、 防御 体制。③ 住民への危 害防止対策な どについて 質問

でも、 ①住 宅密 集地 に隣接 していること への対応策 。②テロ行 為や直接

住民 の安 全の 確保に ついて は、極めて 重要な問題 であり、県と 秋田市

う質 問に 対して は、 「地元 の意見を踏 まえつつ判断 していきた い。地元

機 関が 一義的 な対 応の 責任を有 しているの で、国民保 護の観点か ら、自

く受け 止め、尊重 すべきもの と考えます。

の 懸念 を払拭 でき るよ う丁寧な 説明などに 努力する」 としていま す。何
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辺の住 民の安全も 守れるとの論 ですが、本 当でしょう か。

シ ョア を守る ため に、 相当の警 備体制を敷 地内に置く ので、結果 的に周

治体や警察機関との連携を強化したいというものです。イージス・ア

でき たと しても 、海 岸と 住宅地に 挟まれた土地 のため限界 があり、安 全

も 明確 に示し てお りま す。保安 距離の問題 についても 、仮に用地 が確保

理解 が得 られて いな い状況 では、配備 を認める ことはできない との考え

など は、 警察を 含む 県の役 割となって いますが 、武力攻撃 事態などにお

及 び軽 減、緊 急通 報の 発令、退 避の指示、警 戒区域の設 定や情報の 収集

ス ・アショア の配備計画に 対する現在 の認識と 今後の県の 対応について 、

を全く取り入れようとしていません。こうした状況を踏まえ、イージ

最 初に 提示し た自 分た ちの考え を繰り返すだ けで、住民 や自治体の 意見

性 の確保とし て効果は 限定的なも のと考えら れます。何よ りも防衛省 は、

け る武 力攻撃 の排 除措 置によ る被害の極小 化は、自衛 隊の業務と なって

知事の 考えをお伺 いします。

秋 田県 国民 保護 計画 によります と、武力攻 撃（緊急対 処事態）の 防除

いま す。 表現 も含め てと てもわか りにくいの で、実際の 例を挙げて、 誰
ま ず、 平常時 にお けるテ ロ行為や武 力攻撃へ の対策につ いて、警察や

雨で は、 広島県 や岡 山県 などで二百名 を超える 犠牲者が出 ていますし 、

改 めて 、日本 は自 然災害 が多いこと を感じて います。七 月の西日本豪

次に、防災 対策について 伺います。

海上 保安 庁、自 衛隊 の役 割と業務内容 、また、 それぞれが どのように 連

九 月上 旬の 台風二 十一 号では 、大阪府な ど関西地方を 中心に、空 港や住

がどう対 応するのかに ついて、警 察本部長に 伺います。

携 協力してい るのかを わかりやすく示 していた だきたいと 存じます。

北海 道地 震では 、震 度七を 記録し、北 海道全部、約 二百九十五 万戸が停

宅な どに 甚大 な被 害が 発生しまし た。さらに 、九月六日 未明に発生 した

銃火 器類 を装備 した 武装集 団が集まり 、住民が人質 になるなど 危険な事

電 、鉄 道も全 てス トッ プするな ど、考えら れない事態 となりまし た。亡

次に、 イージス・ アショアが 配備された として、基 地周辺の住宅 地に、
態 が起 きた場 合の 対応 はどうで しょうか。 一義的には 警察の対応 という

くな られ た方に お悔 やみ を申し上 げますととも に、被害に 遭われた地 域

本 県に おいて も、 最近は 大雨による 被害が続いて おり、人的 被害は発

こと で、 住民を 助け るた め、武装 集団と対峙す るのでしょ うか。もし 対
整 って いるの でし ょう か。また 、警察力をも って逮捕・ 制圧できな い場

生し てい ないも のの 、安心 してはいら れません 。西日本豪 雨では、洪水

の 皆様には一 日も早い 復旧をお祈 り申し上げま す。

合、 人質 等危険 な状 態にあ る住民の救 出や鎮圧 は、誰がど の段階で行う

に より 自宅か ら避 難で きず、 部屋の中で亡 くなった高 齢者も多か ったよ

峙するとして、警察には逮捕・制圧に必要な装備や訓練された人員は

の かなどにつ いてお示しく ださい。

の十七市町の 避難率が 、平均で約 四・六％に とどまると のことでした が、

うで す。 報道 機関の 調査 によると 、犠牲者の 出た岡山、広 島、愛媛三 県

合の対 応に つい て、 自治体 、警察機関や 海上保安庁 との連携を 強化して

そ の中 で最も 高い 避難 率を示し た広島県坂 町では、日ご ろから訓練 で手

また 、防 衛省 の回答 文書で は、平素の 警備や不測 の事態が発生 した場
協 力態 勢を構 築す ると していま すが、警察 庁と防衛省の 間で共通の 認識

順を 確認 してい た自 主防 災組織の役員 の人たち が、避難準 備情報の段 階

主防 災組 織と 日ご ろの活 動や訓練 の重要性を 強く感じさ せられまし た。

が持 たれ ている のか 。ま た、防衛省か ら働きか けなどの動 きがあるの か
佐竹 知事 は、 この 問題に対 して、住宅 地や学校な どに近過ぎ る、事前

本県 でも、 東日 本大 震災の後 に、県議会 に防災に関す る特別委員 会を

で 、戸 別訪 問など で避 難を呼 びかけたこ とが効果的だ ったようで す。自

に十 分な 調査や 検討 がなさ れていない 、安全確保の 具体性が示 されてい

設 置し 、情報 や避 難、 備蓄など の分野につ いて調査を 行い、県に 提案し

に ついてもお 知らせ願 います。

な いこ となど を指 摘し 、最初か ら厳しい姿 勢を貫いて きました。 住民の
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い まし たが、 そう でも ないよう です。平成 二十九年四 月一日現在 の県内

臣に 通報 してい る雇 用の 実人員は 、知事部局で 七十三人、 教育委員会 百

本 県の 状況に つい ては 、さきの県政 協議会で 報告があり 、厚生労働 大

善する必 要がありま す。

市町 村の 自主防 災組 織の 組織率は 、世帯数の割 合で平均六 九・六％で あ

十 八人 、警 察本 部十 人となっ ております 。現在、対 象職員につ いて手帳

てお りま したの で、 自主防 災組織の構 築も指当 進んでいるもの と思って

り 、全国平均 八二・七 ％より低く 、順位も全 国四十二位と なっていま す。

今 回の 問題の 根底 には 、本来の 目的である「 障害者雇用 に関する理 解

等 の確 認を行 って いる とのこと でしたが、調 査の状況と 今後の採用 試験

湯沢市の五・八％、仙北市一〇・八％、五城目町六・四％、八峰町一

を深 め、 障害 者に能 力を 発揮する 機会を与え 、職業生活 の自立や安定 を

内 容を 見ます と、 一〇 〇％の六 団体を含め、 九〇％以上 の団体が十 一団

七・ 二％ と、 二〇％ 以下 となって います。平 成三十年四 月一日現在の 速

図る 」とい うこ とに 努力せ ず、「とりあ えず法定雇 用率をクリ アしてい

等におけ る改善方法 についてお 示し願いま す。

報値 では、 多少 の増 減はあ るものの、県 内平均では 七〇・五％ と、わず

れ ば良 い」と いう 安易 な考え方 があるよう に感じます 。いずれ、国 にお

体あ るの に対し 、五 〇％以 下の団体が 九団体も あります。 低い方では、

か〇 ・九ポイン トの増にと どまっていま す。

いて は反 省を踏 まえ て対 応策を示して くるもの と思います が、それを 待

まず 、県の 雇用 人員 について 、法定雇用 率を上回る採 用を目指す とと

自主 防災組 織を つく り、日 ごろから防災 訓練や見回 り、避難所 の運営

てい る中 で、組 織率 が伸び ない原因は 何でしょうか 。岩手県議 会では、

も に、 障害者 の方 に必 要な職場 環境の充実 強化を図る べきと思い ます。

つ ので はな く、本 県と しての 障害者雇用 の充実に取り 組むべきと 考えま

四 十六 人の議 員全 員が 「防災士 」の資格取 得を目指す との新聞記 事もあ

さら に、 業務の 関係 で雇 用できな い場合は、障 害者を雇用 している企 業

な どに 取り 組むこ とは 、実際 の災害発生 時において極 めて有効な ことは

りま した 。知識 を広 げ、 県民の関 心を高めるた めには、参 考になるも の

や 各種 法人 など に業務 委託や 発注するこ とも有効な 方法と考え ますが、

す。

と 思い ます 。高 齢化や 過疎化 が進む本県 では、自主 防災組織活 動は極め

知事 の御所見を 伺います。

言う まで もあ りま せん 。県でも市 町村に対す る支援や啓 発活動を実 施し

て 重要 なこと と考 えま す。現状 の分析と今後 の対応につ いて、知事 の御

りま す。 今後、 独立 行政 法人や国立大 学法人の ほか、全国 の都道府県 や

し てお り、実 際の 雇用 率は、法 定雇用率を 大幅に下回っ ていたこと にな

央省庁 で三 千四 百六 十人、 裁判所等で四 百三十六・ 五人の水増 しが判明

中央 省庁 の障 害者雇 用水増 し間題は、 厚生労働省 の調査による と、中

次 に、障害者 雇用について 伺います。

ま す。 各種 対策と 支援 を行い ながら、県 民や民間企業 等の障害者 雇用に

です 。こ うした 事業 所へ の支援につい ても充実 を図ってい くべきと思 い

千 円程 度であ り、 安定 的な仕事 の確保に苦 労している事 業所もある よう

賃につ いて は、 Ａ型 が平均 で月額約六万 四千円、Ｂ 型では月額 約一万五

業所 が百 十三 カ所あ り、 最近はＢ 型が増えて いると聞いて おります。 工

労 継続 支援Ａ 型の 事業 所が二 十三カ所、雇 用契約に基 づかないＢ 型の事

県内 では、 障害 者の 就労支援 を行う場所 として、雇 用契約に基 づく就

市 区町 村の 調査結 果も 取りま とめる方針 が示されてい ますが、水 増し人

関す る理 解を 深め 、障害 者の安定 した就労を 実現してい く必要があ ると

所見を伺 います。

数は 相当 な数 にな るもの と見込ま れます。本 来、率先し て法令を順 守す

考えます が、今後の 対応について 知事の御所 見を伺いま す。

次に 、林業の振 興について 伺います。

べき 行政 機関等 が、 原則的 な取り扱い である障害者 手帳の確認 をしてい
な かっ たため に発 生し たもので あり、深く 反省し、調 査の上、早 急に改
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もあ りま す。秋 田県 が全国 の模範とな れるよう にとの気持 ちを込めて質

林 業振 興施策 の構 築な どに、先 頭に立って尽 くさなけれ ばならない 責任

で ある と同 時に 、全 国の地方 議員の代表 として、国 との交渉や 各地域の

約二 千人 と、四 百二 十八 市町村の 議会が加盟す る団体です 。名誉なこ と

国 連絡 会議の 会長 に就 任されま した。全国 議連は、四 十五道府県 の議員

去る 七月に 、秋 田県 林活議員 連盟の川口 会長が、「 林活地方議連 」全

材 が必 要です が、 各市 町村に おいては、合 併や行政改 革などで職 員数を

施す るた めには 、そ の地域 の森林の状 況や森林 ・林業分野 に精通した人

う 方向 に進む よう 、働 きかける 必要がありま す。また、 実際に事業 を実

も 違い ます ので 、多 くの市町 村が将来を 見通して積 極的に推進 するとい

与さ れる 額も市 町村 によ ってばら つきがありま す。所在す る森林の状 況

積 極的 に取り 組ん でく れるかど うかです。 譲与税は一 般財源です し、譲

良い システ ムだ とは 思います が、課題も あります。 まず、各市町 村が

大き く減 らし てきて いる こともあ り、林業関 係の職員は 二十五市町村 で

問 いたします 。
本県 は、 二十 四万ヘ クター ルの杉人工 林面積を有 し、資源量 は日本一

さら に、市 町村 から の再委託 を受けて、 森林を経営す る意欲ある 事業

約七 十人程 度、 他業 務との 併任や一人体 制の場合も 多いとの推 計もあり

時間 がか かるこ とや 、木材 価格の低迷 により改善に 着手するこ とができ

者 を確 保する 必要 もあ ります。 原木価格が 立方メート ル当たり一 万円程

です が、そ の全 てが 林業経 営に適した森 林ではあり ません。山 頂部や傾

な い状 況が続 いて いま した。や っとこうし た問題を解 決できる可 能性が

度の 状態 が続い てい る現 状では、 コスト削減に より収支を 安定させ、 再

ます 。外部の人 材も含め、 新たな業務の 人材をどう 確保するの か。また 、

出て きま した。 森林 環境 税が平成 三十六年度か ら実施され るほか、来 年

造 林で きる 経営 を目指 すこと が当面の対 応であろう と思います 。コスト

斜 の急 な場所 で生 育の 良くない 所や、林道 などから遠 く離れた奥山 の地

度 から 施行 され る「新 たな森 林管理シス テム」に合 わせて、森 林環境譲

削 減の 重要な 要素 は、 林業専用 道など大型ト ラックの通 れる林道網 の整

既存 の職 員で対 応す る場 合は、研修等 をどう行 い、育成し ていくのか 。

与 税が 創設さ れる こと になって います。来年 度から譲与 される額は 、県

備で す。 県内で は、 ハーベ スタやフォ ワーダー などの高性 能林業機械の

域な ど、 経営に は適 さな い森林が存在 していま す。不利な 条件の森林 を

に約 一億 円、市 町村 に約四 億円と見込 まれてい ます。譲与 基準が私有林

導 入が 進んで おり 、作 業効率 は飛躍的に向 上している と思われま す。八

あ るい は、 外部委 託す る場合 でも、適正 な管理はどう するのかな どを解

の 人工 林面積 と林 業就 業者数 のほか、人口 も三〇％の 割合で算定 される

月に 、林 活議 員連盟 の現 地調査と して、鹿角 地域の国有林 において実 際

適 正に 処理 ・管理 し、 経営に 適した優良 な森林を活用 し、経済林 として

ため 、各 市町 村ごと には 差が大き いようです が、安定した 財源であり 、

の作業 現場 を視 察し 、機械 の能力の高さ を実感して きましたが 、事業者

決しな ければなり ません。

今後段 階的 に譲 与税 が増額 されるため、 相当な効果 があるもの と思いま

の 方か らも、 現場 への 機械の運 搬と伐採し た木材の輸送 費が収支に 大き

循環 して いく こと が求 められるわ けですが、 これまでは 、林道網整 備に

す。

営者 に再 委託 する ほか、 経営に適 しない森林 は市町村自 らが適正に 管理

者 の意 向を 調査し 、市 町村に 森林経営を 集め、優良な 森林などを 民間経

どを 何回 も行う 一連 の森林 施業全体に ついても、工 夫する余地 があると

さら なる 整備 を行 う必要 がありま す。加えて 、従来の下 刈りや枝打 ちな

れ ていること は承知し ていますが、意 欲ある経 営者を育成 するために は、

く影 響す るとの 意見 を伺 いました。県 でも、林 内路網の整 備には力を 入

する とい う仕組 みで 、農地 中間管理機 構の森林バー ジョンと思 えばわか

思い ます。

「新 たな森 林管 理シ ステム 」は、市町村 が実施主体 として、森 林所有

りや すいと思い ます。

- 41 -

行い、こ の分野の実 践的人材育成 を図るとい うものです 。

そこで伺いますが、本県が目指すべき産業としては、ほかにもド

「新 たな森 林管 理シ ステム」 や森林環境 譲与税は来 年度からスタ ート
し ます ので、 既に 対策 を行って いる部分も あると思い ますが、市 町村へ

「 セル ロース ・ナ ノ・ ファイバ ー」の大量生 産技術と電 子基盤や自 動車

ロー ンや センサ ー機 能を 活用した 農業機械の無 人化研究と 実証、さら に

最後 に、産業振 興と人材育成 について伺 います。

部品への 活用、さら に日本酒な どの発酵技 術を用いた新 商品の開発 など、

の働 きか けや人 材の 育成 ・確保、 コスト削減の ための施策 等について 、

一点目は、 地方大学 ・地域産業 創生事業に ついてです。

本 県の 資源や 立地 条件 を生か した分野もあ ると考えま す。こうし た事業

農業機械メーカーの組立工場の立地、あるいは木からつくる新素材の

こ の事 業は、 地方 の若 者人口が 大幅に減少す る中で、地 域の人材へ の

との 比較 検討 は行っ てい るのか。 また、今回 提出してい る事業につい て

現 在の進捗状 況と今後 の対応につ いて、知事 にお伺いいた します。

投資 を通 じて 地方の 産業 振興を目 指すことを 目的に、地 方大学の振興 と

は、誰が どう決めたの かについて お知らせく ださい。

さ らに 、この 事業 が本県 の将来の産 業の柱と して、単な る部品工場的

東京 の大学 の定 員抑 制、若 者の雇用創出 を三本柱と して、地方 における
若 者の 修学・ 就業 の促 進を図る ものです。 具体的には 、地方公共団 体、

なも ので なく、 完成 品の 製造につなが るものな のか、その 展望につい て

二点 目は 、地 域の 基盤と なる産業を支 える人材の 育成につい てです。

地方 大学 、産業 界な どで コンソーシア ムを構築 し、大学で の人材育成 の
で、 内閣 府を 中心 に年 最大七億円 の交付金を 五年間、合 計三十五億 円の

人口 減少、 少子 化の 影響によ り、県内の 地域社会を支 える人材が 減っ

知 事にお伺い いたしま す。

支援 が受 けられ る仕 組みで す。非常に 魅力的な事業 であり、将 来の秋田

て しま いまし た。 建設 業やサー ビス業の中 では、有効 求人倍率が 五倍を

充 実と 産業 界との 連携 による 研究開発等 を通じ産業の 創出を目指 すもの

県 の発 展に大 きく 貢献 できる可 能性を感じ て、私も本 年三月に内 閣府の

超え る職 種もあ り、 地域 の中小企 業では、一人 を採用する のに何年も か

け てい る状 況で す。産 業の振 興というよ り、地域社 会の維持に 必要な人

担当者 から情報収 集してまいり ました。
本 県の 持つ 全国 レベル の特徴と して日本酒 の発酵技術 などを例示 され

つ 県内 企業 のアス ター などが 、トヨタな ど自動車メー カーやＩＨ Ｉなど

ムと いう 名前で 、秋 田大 学や県立大学 、モータ ー関連の優 れた技術を 持

の 内容 は、「 サス ティ ナブル

ＡＫＩＴＡ 」創生プロ グラ

既にこ の七 月に 、内 閣府に 対して実施計 画書を提出 しています 。計画書

見を 集め 、最 適なも のを 選択すべ きだと提案 してきました が、県では 、

野 を目 指すべ きか の議 論をオ ープンにして 、広く県内 外の関係者 から意

当部 局や 総務企 画委 員会の 場を通じて 、この事 業の活用と 、どういう分

どう いう 形態 規模 が良い のかなど 課題はあり ますが、関 係する各界 の方

た 形で 教育 機関を つく れない かという声 も出ています 。どんな分 野で、

校の 充実 に加え 、必 ずし も高校という 枠にとら われず、産 業界と連携 し

危 機感 を抱い た建 設業 などの産 業界から、 人材育成につ いて、現在 の高

この傾 向は 、し ばら く続く ものと推察さ れます。こ うした現状 と将来に

校の 統廃 合な どによ り、 地域に残 る人材が本 当に少数にな っています 。

し たが 、生徒 数の 減少 や大学 などへの進学 者の増加、 県外への就 職、高

従来 、地域 の基 盤産 業を支え る人材は、 実業系高校 の卒業生が 中心で

員を 下回ること も危惧される 状況です。

重工 メー カー の支 援を受 け、新し い素材によ る軽量化技 術や最新の モー

や小 ・中 学生か ら大 学生も 含めて、検 討する場を設 けてはいか がでしょ

ま した が、何 を選 ぶか は県で十 分検討された いとのこと でしたので 、担

ター によ る電動 化技 術等の 研究開発を 行い、航空機 や自動車な ど輸送機

う か。 オープ ンな 形で 議論し、 理想の人材 育成機関を つくること は、若

モビリティ

械 の電 動化の 開発 拠点 化を図る 。あわせて 、主に秋田 大学の学部 再編を
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者の地域 定着にもつ ながるものと 思います。

は、 厳格 な姿勢 で臨 まなけ ればならな いものと 認識しており、 地元秋田

市 の意向を十分 に踏まえな がら対処し てまいり ます。

次に、 防災対策で ございます。

た だ一 つ、こ の人 材育 成は、特に県 内の地方 に重点を置 いて考えて い
ただ きた いと思 いま す。 全国知事 会の提案と同 様、地方の 人材育成に 投

自主防災組織は、地域の防災や高齢者等の避難活動に大きな役割を

実 情に 応じ た枠組 みを 検討し ていく必要 があります。 また、消防 職の経

会単 位か ら学区 単位 や自 治会を統合し たエリア での組織化 など、地域 の

こ のた め、組 織率 の低い 市町村にお いては、 これまでの 町内会や自治

引するリ ーダーが不足 しているこ とによるも のと考えて おります。

いて は、 高齢 化等に 伴う 地域コミ ュニティー の希薄化に 加え、組織を 牽

組 織率 が低い 市町 村や 組織の 活動が低調な ところもあ り、この要 因につ

ザー を派 遣する ほか 、出前 講座などを 行ってお ります。し かしながら、

担 って いるこ とか ら、 県では、 組織の育成に 向けて、自 主防災アド バイ

資 する こと を強 く望 みたいと 思います。 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。

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。
（ 拍手）
●副議長 （竹下博英 議員）
東海 林議員の一般 質問にお答 え申し上げ ます。

【知事（佐 竹敬久君）登 壇】
●知事 （佐竹敬久 君）

まず 、イー ジス ・ア ショア について、現 在の認識と 今後の対応 でござ
い ます。

験者 等が 防災 士の 資格 を取得し、 自主防災組 織の立ち上 げを主導す るこ

とに より 、組織 率の 向上に 成果を上げ ている市町村 もあること から、地

これま で防衛省で は、県、秋 田市、県議 会・市議会 、地域住民に 対し、
数次 にわ たり説 明し てきま したが、現 段階において 、電磁波の 与える影

域 の防 災活動 のリ ーダ ーとなる 人材を育成 することが 急務であり 、その

今 後は 、地 域防 災力の 維持向上 に向け、市 町村と連携 しながら、 自主

響 の ほ か 、 十 分 な 保 安 距 離 や 緩 衝 地 帯 が 確 保 で き る か な ど に つ い て、
地 に近 い新 屋演 習場が 配備候 補地とされ ていること に対して、 多くの地

防 災組 織の広 域化 や防 災士の資 格取得等によ るリーダー の育成を進 め、

取り組 みを支援し ていくことが 重要である と考えてお ります。

域 住民 の方々 が懸 念を 抱いてお り、私自身も 、新屋演習 場が配備候 補地

組織の活 性化と組織 率の向上に 努めてまいり ます。

デー タ等 に基づ く具 体的 な説明が 行われており ません。こ のため、住 宅

として適 しているか について、 疑問を感じざ るを得ない 状況にあり ます。

県の 一雇 用の 現状と 今後の 対応でござ いますが、 今般、障害者 の雇用

次 に、障害者 雇用でござい ます。

た上 で、 住民 の健康 や定 期旅客機 への影響等 を確認すると ともに、十 分

に関し 不適 切な 算定 が行わ れていたこと は、率先し て取り組む べき立場

防 衛省 では、 今後 、地 質や測量 、電波環境な どに関する 調査を実施 し
な保安 距離 を含 む安 全確保 のための対策 について検 討するとし ているほ

こ うし た事 態を踏 まえ 、県では 各任命権者 が再調査して おり、知事 部

に ある 県とし てあ って はならな いことであ り、まことに 遺憾に感じ てお

い ずれ にし まして も、 秋田と山 口が、我が 国の中枢であ る首都圏を 含

局に おい ては 、平 成三十 年度分に ついて、該 当者として いた七十三 名の

か 、防 衛省の 所管 外の 国有地に ついても並 行して検討す るとしてお りま

む日 本全 体を 効果 的にカ バーする ことに適し ている地点 なのかとい うそ

うち 六名 が身体 障害 者手帳 等を所持し ていないこと が判明した ところで

ります。

もそ もの 基本的 な点 や、住 宅密集地に 近接する場所 へ配備する 場合に、

あ りま す。一 方で 、新 たに三名 の職員が手 帳を所持し ていること を確認

す。

な し得 る限り の具 体的 な安全・ 安心対策等 が明確にさ れていない 状況で
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した 結果 、法定 雇用 率を〇 ・〇四％下 回り、必 要となる障害者 数に一人

きる だけ 多くの 方が 一般就 労していた だけるよ う環境整備を行 うととも

県 内企 業の 障害 者実 雇用率は、 平成二十九 年六月時点 では一・九 八％

に 、一 般就労 が困 難な 方には、 福祉就労の 場を確保し 、その工賃 水準が

ま た、 近年 の身 体障 害者を対象 とした職員 採用試験の 受験者数は 、採

と 十一 年ぶり に全 国平 均を上回 りましたが、 法定雇用率 二・〇％に は達

不 足し ている 状況 であ ることか ら、当面は 、非常勤職 員の採用に より、

用 者数 と同程 度と なっ ており、 採用数の確保 に苦慮して いるところ であ

して いな い状況 にあ ります 。このため 、県では 、引き続き 関係機関と連

向上す るよう、一 層支援の充実 を図ってま いります。

りますが 、今後は、 受験者が増 加するよう 一層の周知に 努めるとと もに、

携 しな がら、 実習 先企 業での 就労を目指し て短期の職 場実習を行 う企業

早急に 法定雇用率 を達成するよ う努めてま いります。

職 務経 験者採 用に おけ る障害 者枠の導入に ついても研 究を進めて まいり

と障害者を支援するほか、就職に向けたパソコン、木材加工、クリー

ニン グ等ス キル 向上 のため の職業訓練を 実施し、障 害者の安定 した就労

ます。
障害 者の雇 用促 進に 当たって は、上司や同 僚が障害者 それぞれの 特性

し てい る企業 に加 点す るなどの 配慮をして おり、引き 続き、障害 者雇用

練を 奨励 する取 り組 みや、 入札参加資 格の認定に当 たり、障害 者を雇用

せん が、 企業 にお ける 障害者雇用 の促進に向 け、県では 、障害者職 業訓

用 する 企業 に業務 委託 したと しても、県 の障害者雇用 率には算入 されま

場に 定着 しても らえ るよ う支援するこ とが重要 であります 。障害者を 雇

市町 村等 との連 絡会 を設 置し、業 務の推進に関 する課題や 対応方向等 に

り と取 り組む こと が重 要であり ます。県で は、これま で、地域振 興局に

れた 森林 資源を 次世 代に引 き継ぐため には、県内全 ての市町村 でしっか

森林 を、 市町 村が 主体 となって適 切に管理す る制度であ り、本県の 恵ま

新 たな 森林 管理シ ステ ムは、生 育が悪いな どの理由で放 置されてき た

次に、 林業の振興で ございます 。

の実 現に取り組 んでまいり ます。

を積 極的 に推進 して いる 企業の育 成支援を図る とともに、 障害者が生 き

つ いて 意見 交換 を行っ てきた ところであ り、事業を 円滑に推進 するため

に つい て理解 を深 め、 ともに働 く上で十分 な配慮を行 うことにより 、職

生 きと働くこ とができ る職場環境 の整備にも努 めてまいり ます。

仲介・ 相談 を行 う共 同受注 窓口の設置に 向け、準備 を進めてい るところ

スの 就労 継続 支援事 業利 用者の工 賃を向上さ せるため、新 たに受発注 の

設 置し 、障害 者の 就業 と生活 の支援を行っ ているほか 、障害福祉 サービ

難 な市 町村に は、 専門 知識を有 する地域林 政アドバイザ ーを紹介す るな

研修会 を開 催し 、人 材育成 を進めるとと もに、職員 による人材 確保が困

るこ とか ら、 まずは 、事 業の推進 手順や森林 管理の委託業 務等に関す る

実 施体 制の整 備に つい ては、主 体となる市町 村職員の確 保が前提と な

には、市町村における実施体制の整備と、森林管理を担う経営体の確

で あり ます。 また 、障 害者の就 労において は、職場の理 解不足が課 題と

ど、 それ ぞれの 実情 に応 じ、きめ細か く支援し てまいりま す。また、 森

次に 、障害者雇 用の充実でご ざいます。

なっ てい ること から 、障 害者の特性に 配慮した 雇用及び就 労に関する 啓

林 管理 を担 う林業 経営 体の確 保・育成に 向け、森林所 有者の合意 形成を

保・育成 に取り組む 必要がある と認識してお ります。

発 につ いて 、現在 制定 準備を 進めている 障害者の差別 解消に係る 条例に

図り なが ら、 林業 専用道 等の整備 を促進する ほか、これ までの実証 で有

県で は、全 ての 障害 保健福祉 圏域に障害 者就業・生 活支援セン ターを

盛り 込む とと もに 、労働 局と連携 し、障害者 に対する雇 用及び就労 を支

効性 が確 認され てい る、伐 採と再造林 を一体的に行 う一貫作業 システム

の 普及 や下刈 りの 省力 化等によ り、施業コ ストを低減 し、収益性 の向上

援してま いります。
障 害者 の社会 的・ 経済的 自立を促進 し、共生 社会を実現 するため、 で
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度 から 、全て の市 町村 が円滑に 事業を実施 できるよう 全力でサポ ートし

を図 って まいり たい と考え ております 。こうし た取り組みによ り、来年

とこ ろで ありま す。 今後 は、こう した体制整備 に加え、大 手重工・自 動

研 究組 合やモ ータ ーの 試作組合 を組織し、 産業化に向 けた体制を 整えた

るも のと して期 待さ れるこ とから、複 数の県内 企業による複合 材の技術

材 や高 性能モ ータ ーに おける基 幹技術として 確立させ、 国内トップ レベ

車 メー カー と連 携し ながら研 究開発をさ らに加速す ることで、 軽量複合

てまい ります。
次 に、 産業 振興 と人 材育成につ いて、地方 大学・地域 産業創生事 業に
つい てでありま す。

に創 設さ れた もので 、今 年度の計 画認定は全 国で十件程 度と想定され て

の 投資 を通じ た生 産性 向上や 中核的産業の 振興を目的 として、今 年六月

変革 に対応 した 産業 人材の 確保・育成が 重要であり ます。この ため、県

県内 産業 の持 続的な 発展を 図るために は、社会の ニーズや産 業構造の

次 に、地域の 基盤となる産 業を支える 人材の育成 でございま す。

ルの製造 拠点の形成 を目指して まいります 。

おり 、地域 と企 業が 一丸と なって本気で 取り組む優 れた案件に 限るもの

で は、 情報関 連産 業な ど成長分 野のみなら ず、地域の 基盤を支える 産業

本事 業は、 地方 を担 う若者が 大幅に減少 する中で、 各地域での 人材へ

と され ており ます 。こ の事業で は、技術開 発の熟度は もとより、ビ ジネ

今年 三月に 卒業 した 高校生の 県内就職率 は六八％を超 え、十三年 ぶり

分野 の人 材育成 に取 り組 んでいるほか 、県内企 業の情報発 信や学生と の

おり ます 。こう した 点を踏 まえ、あき た未来総合戦 略で定める 成長分野

の 高水 準とな って おり ますが、 多くの業種 において人 手不足によ る事業

スモ デル として の先 進性 や特定分野で 日本一・ 世界レベル を目指すテ ー

の うち 、産業 労働 部内 に専任部 署があり、 県内外の企 業や大学と の技術

展開 への 影響が 懸念 され ておりま す。こうした 中にあって 、建設業に お

マ ッチ ング 支援等 によ る若者 の県内定着 を促進してい るところで ありま

開発 に取 り組ん でい る輸 送機産業 に関するプロ ジェクトを 推進すべき で

い ては 、高 校生 等を対 象とし た出前講座 や若手社員 向けの研修 会を開催

マ の設 定が 重要で あり 、加え て、国内ト ップレベルの 研究者の招 聘やプ

あ ると 判断 し、 県と大 学、事 業者等で構 成する「秋 田県大学振 興・若者

す るな ど、業 界団 体が 主体とな って人材の確 保・育成に 取り組んで おり

す。

雇 用創 出推進 会議 」に 諮った上 で、七月下旬 に国に申請 したもので あり

ます。

ロジ ェク トの 推進 を担 う事業責任 者の選定な ど、厳格な 要件が課さ れて

ます。
るに は高 いハ ードル が想 定されま すが、例え ば発酵技術で は、国の地 方

委員会 と連 携し て、 働く側 の若者からも 率直な意見 を聞く場を 新たに設

どの よう な方 策があ るの か、雇用 の受け皿と なる業界団体 に加え、教 育

県 としまして は、若者の地 域定着につ ながる産業 人材の育成 について、

創生推 進交 付金 を活 用して 東京大学発の ベンチャー 企業である 株式会社

け るな ど、地 域の 基盤 を支える 産業人材の 確保・育成に 取り組んで まい

御 提案 のあっ た取 り組 みについ ては、単独で 本事業の要 件をクリア す

ユ ーグ レナと 県内 企業 との共同 研究により 、七月には麹 菌を活用し た健

ります。

イージス・ アショアに関 連し、警察 における

平常 時と有事の 対応につい ての御質問 にお答えいた します。

●警察 本部 長（森 末治 君）

【警察本 部長（森末 治君）登壇 】

私 からは以上 でございま す。

康食 品が 新たに 発売 され るなどの成果 が上がっ ており、他 の取り組み に
つ いて も進 捗状況 を踏 まえな がら、本計 画との連携等 の可能性に ついて
検討し てまいりま す。
また 、本計 画の 取り 組みは、 電動化が進 む次世代の航 空機や自動 車に
お ける 革新的 な技 術で あり、本 県の輸送機 産業に卓越 した競争力 を与え
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はじ めに、 県警 にお ける平常 時のテロ対 策ついてお 答えいたしま す。

きま せん が、自 衛隊 に対し 、自衛隊法 第七十八 条に基づき、内 閣総理大

次に 、防 衛省か らの 回答文 書に関して の「警察庁と 防衛省間の 共通認

臣 が治安出動を 命ずること となります 。

際対 策の 強化」 、「 テロ 関連情報 の収集・分析 、テロ容疑 者の発見・ 取

識 」に つき まし ては 、省庁間 のことです ので、県警 としてはお 答えする

県 警と しまし ては 、テ ロ対策の要諦 を「テロ の未然防止 」とし、「 水
り 締ま りの 強化 」、 「爆発物 原材料対策 」、「重要 施設の警戒 警備の徹

立場 にはありま せんので回答 は差し控え させていた だきます。

また 、「防 衛省 から 県警に対 する働きか け」に関す る御質問で ありま

底」 等を実施し 、テロ対策に 万全を期す ように取り 組んでおり ます。
次に 、「警 察や 海上 保安庁、 自衛隊との 連携協力状 況」につい てであ

県警 とい たし まして は、さ きに申し上 げました各 種テロ対策 及び関係

す が、現時点 においてその ような働き かけはご ざいません 。

トが 入国 を試 みた場 合、 これを国 際海港にお ける入国段 階で阻止する た

各機 関との 連携 をさ らに推 進しまして、 県民の安全 と安心の確 保に努め

り ます が、県 警で は、 平素よ り海上保安庁 と連携して 、海外のテ ロリス
めの 「水際 対策 」を 推進し ております。 「海港対策 」では、秋 田港、船

る所 存でありま す。

一点 だけ再質問 させていた だきます。

イ ージス・ア ショアにつ いてですけれ ども、知事 は、これま での対応 、

●十九番 （東海林洋議 員）

川 港及 び能代 港に それ ぞれ設置 された「港 湾保安委員 会」において 、緊
急時 の連 絡方法 や不 法入 国事案発生時 の対応要 領について 情報共有・ 確
認 を行 って いるほ か、 毎年「 港湾保安総 合訓練」を開 催して、連 携の強

理大 臣の命を受 けて「治安 出動」した 場合にお ける連携強化等 を目的に 、

自衛 隊との 連携 協力 状況につ いてですが 、県警では、 自衛隊が内 閣総

てま すの で、そ の可 能性 、いわゆ る強行配備さ れるかもし れないとい う

よ りも 、これ まで 直接 防衛大臣 とか防衛省 の幹部等と やりとりを なされ

がな いま ま、国 にお いて新 屋に強行配 備されること だと思いま す。我々

それ から 今日 の御 答弁 でも、一番 心配してい るのは、こ のまま何ら 対策

毎年、 警察と自衛 隊による共同 実動訓練を 実施してお ります。昨 年度は、

可 能性 を一 番肌 で感じ られて いると思い ますが、非 常に心配な 状況にあ

化、事 態対処能力 の向上に努 めておりま す。

武 装工 作員 が秋 田県沿 岸から 本県に侵入 したとの想 定のもと、 お互いの

るの かどうか、 そこをもう一 度お示しい ただきたい と思います 。
【知事（佐 竹敬久君） 】

装備 や役割等に ついて確認し 、連携を図 っておりま す。
次に 、「武 装集 団が 集まり、 住民が人質 になるなど の危険な事 態が起

対する 高い 対処 能力 を確保 するため、銃 器対策部隊 等の各種部 隊を設置

が一 義的 な責 任を有 して おります 。そのため 、県警では、 テロ事件等 に

衛 省の 技本（ 技術 研究 本部の略 ）、あるい は統幕（総合 幕僚監部の 略）

も議論 が分 かれ てい るとい う状況もあり ます。この 案件の特殊 性は、防

は防 衛省 その ものも 急激 に出た話 で、かなり 準備がなく、 防衛省の中 で

私も確 認したわけで はございま せんが、こ の案件

し てお り、日 ごろ から 所要の訓 練を行うと ともに、その 装備資機材 の充

など の下 から上 がっ てき た問題でなく 、これは 官邸の問題 なのです。 で

● 知事 （佐竹 敬久 君）

実を 図る など必 要な 取り 組みを推進し ておりま す。また、 県内部隊で 十

す から 、官 邸が主 導し て決め たことに対 応するという ことで、私 も大変

き た場 合の対 応」 とい うこと ですが、国内 の治安維持 については 、警察

分 でな い場 合には 、他 県に配 置されてい る特殊部隊等 の応援を得 て対処

でと いう わけに はい かない 。防衛省は そこら辺につ いて、予算 の制約が

なん です よ。 官邸 が決め たことで すから。で すから、こ れは防衛省 だけ

そし て、御 質問 の「 警察力を 持って逮捕 ・制圧できな い場合」に つき

あ った り、い ろい ろな 面があり ますが、今 までの情報 からすると 、やは

するこ とになりま す。
ま して は、具 体的 にど の段階で ということ は一概に申 し上げるこ とはで
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るということは、私はないと思います。ただ、その度合い、いわゆる

摘 して います 。で すか ら、全く 今の状況で 、何も対策 をとらずに 強行す

り私 ども もかな り厳 しい対 応をしてご ざいます 。相当疑問点に ついて指
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我 々が十分に ある程度 望んで、そ して地元住 民も一定の理 解が示され る、

四 十 番

木

川

●議長 （鶴田有司議 員）

休憩 前に引き続 き会議を開 きます。

自由民主党 の柴田正敏 でございま す。この

は、 二〇 一六 年度ま でに 年間約五 十便ほどで ありましたが 、昨年は過 去

よ る団 体旅行 等の 拡大 であると 考えられま す。台湾か らのチャー ター便

て達 成し たこと にな ります 。その大き な要因は 、台湾のチャー ター便に

に 目標値 とし て掲 げた 「平成三十 一年までに 十万人」を 、大きく前 倒し

と なり 、初 めて 十万人 を超え ました。こ れにより、 あきた未来総 合戦略

県に おけ る外国 人宿 泊者 数は、前 年比で五六％ 増の十万四 千六百六十 人

先 月、 観光庁 がま とめた 二〇一七年 の宿泊旅 行統計調査 によると、本

みについ て伺います。

それ では はじ めに 、外国人 宿泊者数の 増加に向け た目標設定 と取り組

て お礼を申し 上げたい というふうに思 います。

様、 そし て今日 は遠 くから 傍聴におい でいただ きました皆 さんにも重 ね

た び一 般質問 の機 会を 与えてく ださいまし た先輩、そし て同僚議員 の皆

●三十 七番 （柴田 正敏 議員）

【三十七 番（柴田正 敏議員）登 壇】（拍手）

し ます。

日程 第一、 一般 質問 を継続い たします。 三十七番柴 田議員の発言 を許

一
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い 、ま たは絶 対あ そこ にする という場合に ついては、 最大限の安 全策を
十九番 東海林議員 の質問は終 わりました。

求めて いくのは県 として当然 のことと思い ます。
●副議長（ 竹下博英議員 ）
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込 まれ、今後の 持続性と拡 大が望まれ ます。

最多 とな る百二 十便 と一気 に便数を増 やし、今 年度も一定量の 運航が見

後 にこ う言い まし た。 「俺も頑 張るから」 と。この一 言に、金農 野球部

終わ るご とに電 話を もらい ました。そ して決勝 戦が終わった後 、彼は最

隣 県の 青森県 や岩 手県 と比べて も約二倍近 い差があり ます。確かに 、成

いう数字 は、全国的に 見るとわず かに〇・一 ％、東北で は最下位であ り、

して 全国 にま で拡大 する と、楽観 はできませ ん。十万四 千六百六十人 と

か し、 本県に おけ る外 国人宿 泊者数につい て、目線を 秋田から東 北、そ

かつ 積極 的な取 り組 みが功 を奏したと 言えるの ではないで しょうか。し

タ イや 香港を マー ケッ トとして プロモーショ ンを強化す るなど、戦 略的

重 点戦 略に 位置 づけ 、台湾へ の知事のト ップセール スをはじめ 、新たに

台湾とのチャーター便の運航拡大と秋田の観光資源のさらなるブラッ

東北 最下位から 早期に抜け 出すためには 、より高い 目標を新た に設定し 、

く思 います 。そ こで 、県に おける外国人 宿泊者数を 一層増やし 、まずは

標と は思 えず 、金農 野球 部並みの 高い目標設 定と意識が 必要であると 強

ど 私が 申し上 げた 、東 北、そ して全国レベ ルからする と、決して 高い目

一見 する と現状 の倍 増とな る高い目標 値にも思 われます。 しかし、先ほ

者数 について、 平成三十三年 に年間で二 十万人とい う目標を掲 げており、

さ て、 県で は「 第三 期ふるさと 秋田元気創 造プラン」 に、外国人 宿泊

が私た ちにくれた 全てがありま す。

田空港や羽田空港など、国際ハブ空港からの距離的・時間的ハンディ

シ ュアップが 必須であ ると考えますが 、知事の 御所見を伺 います。

県で は、 これま で、 交流人 口の拡大や 観光資源づく りを元気プ ランの

キ ャッ プは 理解で きま すが、 これについ ては青森県や 岩手県も同 様であ

担 い手 の減少 や高 齢化 の進行等 による労働 力不足は、 無視するこ との出

次に、 農業ＩＣＴ の普及につ いて伺いま す。

食 文化 など、 海外 にも 通用する 観光コンテ ンツが豊富 に存在し、 決して

来な い大 きな問 題で す。 平成二十 七年の農林業 センサスに よると、全 国

り、こ れほどまで 大きな開き があること に動揺を隠 せません。本 県には、

隣県 と比 べても 劣ら ない 、秋田な らではの大き な魅力があ ることは明 ら

の 農業 就業 人口 は二百 十万人 で、うち六 十五歳以上 が百三十三 万人と全

御承知のと おり、農 林水産業や建設 産業、食 品産業分野 などにおい て、

か であ りま す。 言うま でもな く、これら 数多くの魅 力的な誘客 コンテン

体 の六 割以上 を占 めて おり、ま た、世界的に 見ても我が 国の基幹的 農業

世界 的レ ベルの 「秋 田犬」 をはじめ、 伝統行事や祭 り、日本酒 等の発酵

ツを 生かすも殺 すも、県の今 後の取り組 みにかかっ ております 。

を 見る 限り、 「チ ーム 一丸とな った野球」 、そして「雑 草軍団」に 象徴

すばら しい 成果 には 様々な 要因が考えら れますが、 甲子園での 一戦一戦

足農 業高 校野 球部の 活躍 は、いま だ記憶に新 しいものがあ ります。こ の

日 本国 民に勇 気と 感動 を与え 、このたび県 民栄誉章の 受賞が内定 した金

力化 や軽 労化、 人手 の確 保、新規就農 者への栽 培技術の継 承が重要な 課

作 業、 トラク ター 操作 などの熟 練者でなけ ればできない 作業が多く 、省

として 機械 化が 難し く、手 作業に頼らざ るを得ない 危ない作業 やきつい

高齢 化が 深刻 な問題 とな っており ます。さら に、現場にお いても、依 然

事 者の六十五 歳以上の割合 は七七％と 、野菜や 果樹、畜産 従事者に比べ 、

従事 者の 高齢化 は突 出して いるほか、 農業経営 組織別に見 ても、稲作従

され る「 決して 諦め ない 野球」を徹底 している ことにある ように思い ま

題 であると思 います。

少し 話題が それ ます が、夏の 甲子園で準 優勝に輝き 、県民に、 いや、

す 。ま た、 金農野 球部 はふだ んから、「 甲子園優勝」 という、こ れまで

略二 〇一 八」に おい て、ロ ボット技術 やＩＣＴを活 用して超省 力・高品

こう した こと から 、国では 、今年六月 に閣議決定 された「未 来投資戦

たことが 、大きな要 因の一つであ ると考えま す。私は、 ふるさとを 離れ、

質 生産 を実現 する 新た な農業、 いわゆる「 スマート農 業」の実現 を目指

の県 内高 校野 球部 にはな い高い目 標を設定し 日々の練習 に取り組ん でき
首 都圏 で暮ら す一 人の 若者から 、今回の金 農野球部の 甲子園での 一戦が
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安全 性確保 ガイ ドラ インの 策定を進めて きたほか、 最近では、 データに

成二 十五 年に 立ち上 げ、 推進方策 の検討や農 業機械の自 動走行に関す る

国 では 、有識 者等 から なる「 スマート農業 の実現に向 けた研究会 」を平

実現 など が挙げ られ ており ます。こう したスマ ート農業の 実現に向け、

農 業用 アシス トス ーツ 、無人草 刈りロボット の導入によ る作業軽労 化の

及 び無人ヘリ による自 動施肥など の多収・高 品質生産の実 現、さらに は、

水田 の水 管理の 遠隔 ・自 動制御化 、ドローンを 活用した生 育状況の把 握

の ＧＰＳ自動走 行システム 等の導入に よる超省 力・大規模生産 の実現や 、

して おり ます。 具体 的には 、自動走行 トラクタ ーや自動運転田 植機など

ピ ード で変わ って いる ことを強 く感じまし た。一方、 県では、今年 度か

を調 査する 中で 、農 業を取 り巻く環境が 我々が思っ ている以上 に速いス

これ まで 述べ ました 、国の 動き、他県 での動き、 そして県内 での動き

大 半で したが 、い ずれ は仕事 に活用したい との意見も 多くありま した。

方な ど様 々で、 受講 目的を 聞いたとこ ろ、「趣 味の一環」 と答えた方が

ま した 。また 、職 種別 では、建 設業関係者、 農家、自営 業をされて いる

か ら四 十歳 前後 の方 々が多い 中で、七十 三歳の方も いたのは驚 きであり

こと がで きます 。今 年七 月には第 一期生が卒業 しておりま すが、三十 歳

に より 、ＪＵ ＩＤ Ａ操 縦技能証 明書や安全 運航管理者 証明書を取 得する

民間 のド ローン 推進 団体で あるＪＵＩ ＤＡ（ジ ュイダ）に申請 すること

て、 水位 セン サー を活 用した水管 理省力化の 実証試験や ＧＰＳを活 用し

基 づく 農業の 実践 に必 要な各種 データやサ ービスを相 互に連携・共 有で

また 、岡 山県 のＪ Ａ阿新 では、担い手 の育成強化 を図るため 、農業用

た農 業機 械によ る水 田主要 作業の実証 を行うことと しており、 また、去

らス ター トした 三期 プラ ンにおいて、 「省力化 技術やＩＣ Ｔ導入によ る

ドロ ーン の講習 受付 から機 体の導入、 運航のための 各種手続ま で一括し

る 六月 議会に おい ては 、三期プ ランの加速 化パッケー ジとして、 農業関

きる 、デ ータプ ラッ トフ ォーム「ＷＡ ＧＲＩ（ ワグリ）」 の構築を進 め

て 支援 する取 り組 みが 実施され ているほか 、千葉県の ＪＡちばみ どりで

係者 を含 めた全 産業 向け のドロー ン体験交流会 が事業化さ れ、大館市 、

超 低コ スト 稲作経 営の 確立」 を掲げてお り、今年度か らの新規事 業とし

は、 農業 用機械 のメ ーカ ーの社員 を講師として 、農業ＩＣ Ｔの導入に よ

五 城目 町に ある ＩＣＴ 研修拠 点を有効活 用すること による県内 産業の活

て おり、来年 四月の本 格稼働を目指し ていると 聞いており ます。

る メリットな どを紹介 する講演会 が実施されて おり、さら に三重県で は、

性化 が期待され ております。

これ ら事業 の実 施に ついては 、もろ手を 上げて賛成 するところ であり

専 門学 校生が ドロ ーン と人工知 能を活用して 、ミカンの 収量を予測 する
シス テム 開発に 乗り 出すな ど、全国的 にも農業 ＩＣＴ導入 への機運が高

材育 成を 図る ため 、今年 度から「 秋田ドロー ンスクール 」を開講い たし

学 校で は、 今後様 々な 分野で 需要が見込 まれるドロー ンパイロッ トの人

作業 の省 力化に 向け た実 証試験に取り 組んだほ か、横手市 のある自動 車

引 き受 けた水 田や 畑が 増え続け ているため 、水田の水位 センサーに よる

れます 。例 えば 、井 川町の 農事組合法人 では、耕作 を諦めた生 産者から

県内 でも 、徐 々にで はあり ますが、Ｉ ＣＴの活用 に向けた動き が見ら

われ る農 家が多 く、 こうし た最新技術 の導入に関し 、「よし、 やってみ

なり 時間 がか かる と思い ます。や はり従前か らの考え方 ややり方に とら

さ れ、 受け 入れら れ、 実践さ れるもので しょうか。私 自身、普及 にはか

す。 こう した方 々に 農業 ＩＣＴを普及 ・啓発を 図っても、 すんなり理 解

し て導 入して くれ ると 思います 。しかし、 農家の多くは 高齢者であ りま

る知識 が豊 富で ある ことか ら、農業ＩＣ Ｔの普及に は興味を持 ち、率先

図っ てい くか であり ます 。若い農 家の方々は 、最新の機械 や技術に対 す

ま すが 、より 重要 なの は、い かにしてこう した最新技 術の普及・ 拡大を

まし た。 このド ロー ンスク ールでは、 座学、実技実 習、試験等 、四日間

る か」 と一念 発起 する 農家は余 り多くない と思います 。現在、国 や県が

ま っていると 思います。

の カリ キュラ ムが 組ま れており 、卒業後に 発行される スクール修 了証を
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進 まなければ、 宝の持ち腐 れとなって しまいま す。

進め てい る最新 技術 の実証 を終えたと しても、 こうした新技術 の普及が

す が、 平成二 十八 年八 月末に公 表された調 査結果によ りますと、 県内で

を与 える おそれ があ るもの を「防災重 点ため池 」として位置づ けていま

は三 百四 十三箇 所が これ に該当し 、今後、重点 的に耐震性 調査や耐震 工

そこ で、知 事に 伺い ます。ま ずは、ハー ド対策の耐 震性調査と その対

そこ で、 知事に 伺い ます。 高齢化する 農家に対し、 現在、国や 県で進

普及 を図 るため の制 度設計 が必要と思 います。 これには、 最新技術や機

策 工事 の進捗 状況 につ いてで あります。関 係者から話 を聞きます と、思

事 など のハ ード 対策 及びため 池ハザード マップの作 成、周知な どのソフ

械 に精 通して いる 若い 農家と のつながりが 非常に重要 であり、若 い農家

うよ うに 進ん でいな いと 伺ってお りますが、 対策工事の 完了目標年度 は

め てい る農 業Ｉ ＣＴ をどのよ うに普及さ せていくお 考えでしょ うか。私

から 高齢 農家 へ最新 技術 が伝えら れるような 仕組みづく りが今後必要 と

いつ なのか 、ま た、 目標年 度までの完了 に向け、ど のようにし て進捗率

ト対 策を順次進 めていくこと としており ます。

考え ます。 また 逆に 、高齢 農家から若い 農家に、こ れまで培っ てきた農

の向 上を図って いくのか、 お聞かせくだ さい。

は 、現 在進め てい る実 証試験と 同時平行で、 今から高齢 農家への新 技術

業 への 思いと 愛情 を、 ぜひつな いでほしい と思います 。知事の御所 見を

息 ・生 育の場 の保 全、 地域の憩 いの場の提供 など、多面 的な機能を 有し

た 、た め池 には 、洪水 調節や 土砂流出を 防止する効 果に加え、 生物の生

たも のと 推測さ れ、 全国 的に堤体 や取水施設が 老朽化して おります。 ま

ル 以上 のもの は約 六万 箇所あり 、この約七 割が江戸時 代以前に築 造され

ため 池は全 国に 約二 十万箇所 存在し、こ のうち受益面 積が二ヘク ター

まず、 防災対策に ついてであ ります。

次 に、ため池 の安全対策 について伺い ます。

また 、早 急な公 表に 向けて 、県の積極 的な関与 が必要と考 えますが、今

ザ ード マップ の公 表が 遅れてい る原因は何に あるとお考 えでしょう か。

る 市町 村が あれ ば、早 急に公 表するよう 働きかける べきと考え ます。ハ

外の 手法 で公表 して いる 市町村も 一部あるよう ですが、公 表が遅れて い

表 して いるの は、 大仙 市のみと なっており ます。国の ポータルサ イト以

マッ プポ ータル サイ ト」を 見ますと、 県内市町村で ハザードマ ップを公

して はじ めて 意義 ある ことと思い ます。しか し、国の「 ため池ハザ ード

ド マッ プに ついて は、 作成し ただけでは 意味がなく、 住民に公表 ・周知

あわ せて、 ソフ ト対 策につ いてもお伺い をいたしま す。ため池 ハザー

てお りま すが、 一方 で、近 年頻発する 自然災害 により決壊 などの被害が

後 どのような 取り組みをさ れるのかお 伺いをい たします。

伺いま す。

相 次ぎ、防災 上大きな課題 となってお ります。

どの 周辺 環境 等に ついて 、全国一 律の判定基 準のもと、 「ため池一 斉点

国 では 、平 成二十 五年 度から 約三年間に わたり、ため 池の構造や 下流な

農地のみ ならず、と うとい人命 までもが犠 牲となりま した。これを 受け、

三 年の 東日本 大震 災で は、多く のため池が 被災したこと により、住 宅や

よって 全国 で約 八千 八百箇 所のため池が 被災してお り、中でも 平成二十

災し たこ とは記 憶に 新しい ところであ ります。また 、今年の西 日本豪雨

七月 豪雨 で秋 田市 内のた め池が決 壊したほか 、九十一箇 所のため池 が被

当 たる 十一 箇所で 決壊 が発生 する事態と なりました。 県内でも、 昨年の

定外 の局 地的豪 雨と 土石 流によって、 市内のた め池百八箇 所の約一割 に

市 では 、国の 調査 で老 朽化など の問題点が ないとされた ため池でも 、想

昨年の 九州 北部 豪雨 では、農 業用ため池の 決壊が相次 ぎ、福岡県 朝倉

次に、 ため池の健 全な保全に ついて伺いま す。

検」 を全 国で実 施し 、県内 でも約二千 五百箇所で点 検が行われ ました。

で 十一 箇所の ため 池が 決壊した 広島県では 、現在、各 市町が地元 農家と

農林水産省によると、平成二十八年度まで十年間に、豪雨や地震に

国 の基 準では 、下 流に 人家や公 共施設等が 存在し、決 壊した場合 に影響
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き ております 。

てお り、 転落防 止柵 設置 など、平 常時における 安全管理も 重要となっ て

る 被災 以外で も、 幼児 や児童、 高齢者が転 落するとい った事故も 発生し

とも に緊 急点検 を進 めてい る最中と聞 いており ます。また、大 雨等によ

結 果で あり 、今 回の 「全国ト ップレベル の教育」の 礎になって いると思

進事 業や 、県独 自の 学習 状況調査 などの息の長 い取り組み が実を結ん だ

続 いて おりま す。 こう した成果 は、平成十 三年に開始 した少人数 学習推

本調 査は平 成十 九年 度から今 年で十一回 を数えます が、良好な状 況が

減少 により 管理 体制 の弱体 化が問題とな っており、 また、いざ 改修にと

育か ら高校教育 へとつなげ てほしいもの ですが、こ と高校教育 となると 、

こう した全 国ト ップ レベルの 学力養成など の取り組み を、小・中 学教

い ます 。また 、平 成二 十七年に は「秋田わか 杉七つの『 はぐぐみ』 」を

り かか ろうと して も、 農家が減 る中で受益 者にかかる 改修費用の負 担が

学力 の面 での目 に見 える 成果が乏しい ように思 います。今 年三月に教 育

た め池 に限ら ず、 こうし た施設が破 損・決壊した り事故が起 きたりす

重くの しかかり、工 事の合意形 成も容易で はないのが 実態だと思い ます。

庁 が公 表し た「秋 田県 高等学 校卒業者の 進路状況調査 」によると 、卒業

作成 する など、 「ふ るさと を愛し、社 会を支え る自覚と高 い志にあふれ

そ こで 、知 事にお 伺い します。 豪雨の頻発 や管理する農 家の減少、 老

者に 対す る四 年制 の国 公立・管外 大進学率は 一五・七％ と、前年度 の一

ると 、常 に取り 沙汰 される のが「適正 な管理が されていた か」というこ

朽化 の進 行、 周辺 にお ける事故の 危険性が増 すなどの、 ため池を取 り巻

六・ 四％ と比べ 〇・ 七ポイ ント減少し ているほか、 国公立・管 外大合格

る 人づ くり」 を目 指し 、オー ル秋田で教育 環境の充実 を図ろうと してお

く環 境が 変化し てい る中で 、県内のた め池の健全な 保全に向け て、県と

率 につ いては 、三 六・ 六％と前 年度の三九 ・八％から 約三ポイン ト減少

と であ ります 。江 戸時 代以前 の築造が多い ため池の管 理者は、多 くが地

し て今 後どの よう に取 り組みを されるのか お伺いをい たします。 一義的

しま した 。私立 大学 への 進学者は 昨年に比べ増 加傾向にあ るものの、 県

ります 。

には 、施 設改修 や維 持修 繕につい ては施設管理 者が行うも のと思いま す

の 三期 プラ ンで は、大 学進学 志望者の多 くが国公立 大学を目指 している

元の 水利 組合 や自治 会、 個人農家 であるため 、管理者の 高齢化や農家 の

が 、農 家の 減少 により 、ため 池の管理体 制が弱体化 する中、県 独自の管

状 況を 踏まえ 、高 校生 の進学希 望者の学習成 果を示す「 国公立大学 希望

踏 まえ ると、 一層 の努 力が必 要と思います 。小・中学 校で実施し ている

理 方針 の策定 や老 朽化 対策の加 速化が必要と 考えますが 、知事の御 所見
次 に、高校生 の学力向上に ついて伺い ます。

県独 自の 少人 数学級 を、 今年度か ら新たに高 校一年生に導 入すること と

達成 率」 をプラ ンの 指標と して掲げ、 力を入れ て取り組ん でいくことを

毎年 実施 され ている 全国学 力・学習状 況調査の今 年度の調査結 果が、

して、 県内 では 大館 鳳鳴、 能代、秋田北 、大曲の四 校が対象と なってお

をお伺い いたします 。

七月末 に公 表さ れま した。 今年は、国語 、算数・数 学のほか、 三年に一

全 国の 都道 府県に おけ る大学進 学率を見る と、首都圏が 上位を占め 、

り ます 。小・ 中学 生の ような成 果があらわ れることを期 待しており ます

る 結果 とな り、ま た、 小・中 学校ともに 、ほぼ全ての 問題におい て本県

地方 にな れば なる ほど下 位になる 傾向がある ほか、上位 と下位の差 は倍

度 の理 科を加 えて 行わ れ、本県 における各 教科の平均正 答率は、小 学校

の平 均正 答率 が全 国平均 を上回っ ているほか 、無回答率 も小・中学 校と

近く 開い ており 、都 道府県 間でかなり の格差がある という指摘 もありま

が、それ には長い時 間と労力が かかると思 います。

もに 、ほ ぼ全て の問 題で全 国平均を下 回っていると いう結果が 示されま

す 。こ れは、 都道 府県 における 平均所得が 関連してい るようにも 見えま

で三 ポイ ント以 上、 中学 校で四ポイン ト以上、 全国の平均 正答率を上 回

した 。
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ある 」と いった 県内 の現 状に、疑 問を持ってい る県民は私 だけではな い

「 小・ 中学校 の学 力テ ストの成 績は良いの に、大学進 学となると 低調で

すが、本県の順位においては言わずもがなのでしょうか。このように

際 定期 航空 路線 であ るソウル 便の運休や 、東北のゲ ートウェイ である仙

けの アミ ューズ メン ト型 の大型宿 泊施設も少な いことに加 え、唯一の 国

や スキ ー場な どと 一体 化したリ ゾート型ホ テルがない ことや、団 体客向

は、 東北 各県と 比べ 、中国 系を中心と した外国 人観光客が好む ゴルフ場

台 空港 からの アク セス が不便で あるほか、本 県を周遊す るツアーが 桜や

と 思います。
そ こで 、教育 長に お伺い いたします 。このような 現状をどの ように理
考 えで しょう か。 さら に、都 道府県間で大 学進学率の 格差がある 中、県

大都 市圏 から 地方へ と移 りつつあ るほか、旅 行形態も個 人・小グルー プ

こ うし た中、 最近 の外 国人旅行 者の訪問先は 、リピータ ー層を中心 に

紅葉の時 期に集中し 、特に冬季 に少ないこ となどが挙げ られます。

とし て、 これ をどの よう に是正し ていくおつ もりでしょ うか。プラン に

が主 流にな って きて おり、 規模は小さい ながらも個 性的で魅力 的な宿泊

解し てお られる のか 。また 、こうした 現状の背 景や要因は 何にあるとお

掲げ る取り 組み だけ ではな く、一歩二歩 踏み込んだ 具体的な対 策の検討

施 設が 多い本 県に とっ て、より オリエンタ ルムードを 好み、近年増 加傾

向に ある 欧米系 や富 裕層 、リピーター 層を中心 としたイン バウンド誘 客

が必 要と考えま すが、教育 長の御所見を お伺いいた します。
もち ろん、 高校 教育 におい ては、大学進 学だけが全 てではない ことは

前の 私の代表質 問の際にも 同様の質問 をさせて いただきました 。私自身 、

住・ 定住 の呼び 水に なるか もしれませ ん。この件に つきまして は、四年

率も全国的に見ても良好である」ということになれば、県外からの移

型観 光の 推進、 多言 語案 内アプリ 「アキタノＮ ＡＶＩ」の 開発や二次 ア

ア クテ ィビテ ィな ど、 秋田なら ではのコン テンツの磨 き上げによ る体験

出し た誘 客プロ モー ション を核に、里 山サイクリン グや雪祭り 、スノー

この ため 、県 では 、キラ ーコンテンツ である「秋 田犬」を前 面に打ち

を 拡大するチ ャンスで あると考えてお ります。

どこ か腑 に落ち ない とこ ろがあり 、今回改めて 質問させて いただきま し

ク セス の整 備な ど受け 入れ態 勢の充実に 取り組んで おります。 こうした

理 解し てお ります が、 「秋田 は、小・中 学校のみなら ず、大学へ の進学

た 。教 育長 には 、この 点をど うか御理解 をいただき 、御答弁く ださいま

取 り組 みを加 速す るた め、観光 客の少ない冬 季の誘客に 向け、青森 ・天

をダ イレ クトに 結ぶ 国際 航空路線の拡 充が特に 重要であり ます。今年 度

今 後、 外国人 宿泊 者数を 一層増加さ せていく ためには、本県 と海外と

であります。

新た な取 り組 みを進 める ための関 連予算を本 議会に提案し ているとこ ろ

港 から たざわ 湖ス キー 場へ直 接アクセスす る旅行商品 の造成促進 など、

津便 を活 用した 北東 北三県 の連携によ る中国人 観光客の誘 致や、仙台空

すよ うお願いを いたします。

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。
（ 拍手）
●議長（ 鶴田有司議 員）

柴田 議員の一般質 問にお答え 申し上げま す。

【知事（佐竹 敬久君）登 壇】
●知事 （佐竹敬久 君）

まず 、外国 人宿 泊者 数の増 加に向けた目 標設定と取 り組みでご ざいま
昨年 、本 県の 外国 人宿泊者 数は、「あ きた未来総 合戦略」で 掲げた平

週二 便体 制によ る運 航を、 この秋から 冬にかけて計 画している 台湾の航

なっ てい るほ か、 将来の 定期便化 をにらみな がら、日本 人も利用可 能な

の海外チャーター便については、昨年度に続き百便を超える見込みと

成三 十一 年の目 標値 十万人 を二年前倒 しで達成した ものの、他 県との比

空 会社 も出て きて おり ます。先 月の台湾ト ップセール スでは、こ れまで

す。

較 では 依然と して 低位 にとどま っておりま す。その要 因として、 本県で
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より も長 期間に わた り運航 する、いわ ゆる定期 チャーター便の 実現に向
す。

法人 経営 者を対 象と したビ ジネス塾等 でも研修 機会を増やして まいりま

一方 、収 益性の 高い 農業は 、先端技術 の導入のみで 実現できる もので

け 、私 自ら航 空会 社の トップと 折衝してき たところで あります。 こうし
たチ ャー ター便 の安 定的 な運航を 確保する上で は、インバ ウンド対策 は

す べき と考え てお りま す。こ のため、多様 な農業者が 参画した集 落型農

は なく 、気 象や 生育 状況に応 じた適切な 栽培管理な ど、経験に 裏打ちさ

「 第三 期ふる さと 秋田 元気創造 プラン」に掲 げた外国人 宿泊者数二 十

業法 人等 にお いて、 若手 とベテラ ンそれぞれ が持つ優れ た技術とノウ ハ

も とよ り、 アウ トバ ウンド需 要の確保も 課題となる ことから、 今後は、

万人 とい う目 標につ いて 、まずは できる限り 早期に達成 できるよう、 各

ウを 組み立 て、 モデ ル的に 実証しながら 、先端技術 の実用化に 備えてま

れ た技 術も不 可欠 なこ とから、 熟練した高齢 農家の匠の 技と、若手 農家

重点 市場に おけ る旅 行ニー ズの動向をし っかりと見 きわながら 、より効

い りま す。こ うし た取 り組みを 通じて、経 験豊かな秋 田の農家の技 術力

市 町村 や民間 団体 等と 連携し、 需要の掘り起 こしを進め ながら、航 空会

果的 な誘客策を 大胆に展開 してまいりま す。

や「農」への思いを次の世代に引き継ぐとともに、若い農家が時代に

が得 意と する先 端技 術をつ なぎ合わせ 、より効 率的な農業 の展開を目指

次に、 農業ＩＣＴの 普及でござ います。

合 った 形に 改良し なが ら新し い農業を展 開することが できるよう 、しっ

社への働 きかけを強 化してまい ります。

人 口減 少を 背景に 、農 業現場に おいても労 働力不足が一 層深刻化し て

規 模化 を可能 とす るも の、セン シング技術等 により多収 で高品質生 産を

に つい て、 自動 走行ト ラクタ ーやトマト 収穫ロボッ ト等で超省 力化・大

が重 要で あると 考え てお ります。 こうした中、 国では、先 端技術の活 用

化 と精 密さを 徹底 的に 追求し、 生産効率の 高い農業を 展開してい くこと

化等 によ る経営 基盤 の強化 に加え、Ｉ ＣＴ等の先端 技術を駆使 して省力

リン グや 地震動 解析 による 詳細な耐震 性調査を 進めており 、今年度末ま

講 じる ことに して おり ます。現 在、これらの ため池につ いて、土質 ボー

つ いて は、 優先 的に詳 細調査 を行い、そ の結果に基 づき、必要 な対策を

立地 条件 等から 決壊 した 際に大き な被害が懸念 されます百 八十七カ所 に

本 県で は、三 百四 十三 カ所の「防災 重点ため 池」のうち 、施設規模 や

次に、ため 池の安全 対策について、 防災対策 でございま す。

かりと サポートし てまいりま す。

実現 する もの、 アシ ストス ーツや除草 ロボット 等で軽労化 を図るものな

で に約 八割に 当た る百 五十五 カ所で実施し 、平成三十 二年度まで には全

いく 中で 、本 県農 業が 持続的に発 展していく ためには、 規模拡大や 法人

ど 、目的別に 分類し、官民 を挙げて研 究開発に 取り組んで おります。

てで 調査 を終 えるこ とに しており ます。対策 の工事につい ては、調査 結

果を踏 まえ 、そ の要 否や優 先度を判断す るとともに 、実施時期 や費用負

本県で も、県立大 学や機械メ ーカー等と連 携しながら 、稲作にお いて、
自動走 行ト ラク ター や水位 センサー等に より超省力 化技術の実 証を行う

ま た、 県で は、国 が新 たに創設 した農業者 の同意や負担 を求めずに 工

担 など につい て、 市町 村やため 池の管理者 と十分な協議 を行い、可 能な

で あり ます 。こう した 先端技 術は、収穫 ロボットやア シストスー ツなど

事が でき る「 農村 地域防 災減災事 業」をモデ ル的に実施 しており、 今後

と とも に、施 設園 芸に ついては 、生育ステ ージに応じて 温度や養分 等を

単独 で普 及で きる もの、 稲作技術 のように耕 起から収穫 までの作業 を体

は、 こう した事 業も 積極的 に活用しな がら、進捗率 の向上に努 めてまい

限り速や かに着手し たいと考え ております 。

系化 して 普及す べき ものな ど様々であ ることから、 まずは技術 への理解

りま す。

自動 で最 適化す る環 境制 御システムの 実証など に取り組ん でいるとこ ろ

を 深め るため 、現 在行 っている 現地での実 演や研修会 に加え、今 後は、
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二 十八 年度ま でに 全て の「防災 重点ため池 」において 作成済みで ありま

ハザ ードマ ップ につ いては、 市町村やた め池の管理 者と連携し、 平成

の動 向を 注視し なが ら、 新たな支 援策にも適切 に対応して まいります 。

的 かつ 総合的 な支 援を 検討して いるところ であり、県 としまして は、国

池」 のあ り方を 見直 すとと もに、危険 性の高い ため池を対象と して緊急

●教育 委員 会教 育長 （米田進 君）

柴田 議員から 御質問のあ りました、高

【教育 委員会教 育長（米田進君 ）登壇】

私 から以上で ございます 。

すが、これまでに公表されたものは、十二市町の百二十一カ所にとど
ま って おり ます 。公 表が遅れ ている理由 としては、 公表により 地域住民
の 不安 感の助 長が 懸念 されるこ とに加え、他 のハザード マップとの 整合
や、 市町 村の地 域防 災計画 への反映に 向け、防 災担当部局 との調整に時

め には 、速や かに ハザ ードマッ プを公表し 、周知する ことが重要で あり

然災 害が起 きて いる 現状を 踏まえますと 、地域住民 の安全を確 保するた

しか しな がら 、比較 的災害 が少ない本 県にあって も、毎年の ように自

経済 的な 背景に 加え 、専 門学科で学ぶ 生徒の割 合の高さや 、自宅から 通

県の 大学進学率 は、首都圏 と比較します と低い状況 にあります 。これは 、

路実 現に向 けた 取り 組みを 進めておりま すが、議員 御指摘のと おり、本

各高 校で は、 組織的 ・体系 的なキャリ ア教育の実 践のもと、 生徒の進

校 生の学力向 上についてお 答えいたし ます。

ます 。こ のため 、県 とし ましては、ハ ザードマ ップを利用 した防災活 動

学 でき る大 学が少 ない ことな どが影響し ているものと 考えている ところ

間 を要してい るためと認識 しておりま す。

の 優良 事例 を市町 村に 提供し て公表を強 く促すととも に、これま で三カ

です。

この 春に高 校を 卒業 した生徒 の国公立・ 管外大学合格 率や進学率 の低

所で 実施 した 地域 住民 と関係機関 が一体とな って行う避 難訓練を、 全県
域で 実施 するな ど、 農村地 域の防災・ 減災に向けた 取り組みを 強化して

下 につ きまし ては 、第 一志望校 へ果敢に挑 戦し、今一 歩のところ で合格

でき なか った生 徒が 前年 度より多 かったなどの 報告を受け ており、高 校

まい ります。
次に、 ため池の健 全な保全でご ざいます。

生 一人 一人 の目 標に合 わせた 指導の充実 を図る必要 があると考 えており
ます 。

た め池 は、 農業 用水の 確保のみ ならず、自 然環境を維 持していく 上で
も 重要 な施設 であ るこ とから、 適切な管理に よって長期 間にわたり その

施 設の 維持や 修繕 に苦 慮してい る箇所があ ることも事実 であります 。西

の、約六割の ため池が 水利組合や 個人の管理 で運営基盤 が弱いことか ら、

その 活動 組織 やため 池の 管理者が 維持管理を 行っている地 域があるも の

本 県に おきま して は、 ため池の 保全に日本型 直接支払制 度を活用し 、

きめ 細か な学習 環境 の整 備を行ってお ります。 また、平成 二十八年度 か

の 生徒 の主体 性を 育む 教育活動 の充実を図 り、一人一人 に目が行き 届く

度から は、 その うち 四校に 少人数学級を 導入するこ とで、学び 合いなど

二十 九年 度か ら「探 究活 動等実践 モデル校事 業」を六校で 実施し、今 年

話 的で 深い学 びの 実現 に向け た組織的な授 業改善を推 進するため 、平成

県教 育委員 会で は、 新しい学 習指導要領 で求められ ている主体 的・対

日本 豪雨 災害を 受け て実 施した「全国 ため池緊 急点検」で は、管理者 と

ら は、 「秋 田県高 等学 校学力 ・学習状況 調査」を実施 するなど、 高校生

役割を発 揮していく ことが必要 と考えており ます。

県 、市 町村 、土地 改良 事業団 体連合会が 共同で行った ところであ り、今

の学び の質の向上 に努めてい るところで す。

あ る「 知識・ 技能 」、 「思考力 ・判断力・ 表現力」、 「主体性を もって

現在 、国は 高大 接続 改革を進 めており、 大学入試は、 学力の三要 素で

後も 、関 係す る機 関・団 体が連携 を深めなが ら、適切に 管理してい くと
いう方針 のもと、そ の健全な保全 に努めてま いります。
ま た、 現在、 国に おいて は、西日本 豪雨災害 を踏まえ「 防災重点た め
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多様 な人 々と協 働し て学ぶ 態度」を多 面的・総 合的に評価する システム

に 回答 率がい いと いう 傾向が見 られました 。そういう ことで、今 年度四

う形 をと ってい る学 校の生 徒の方が、 やはり応 用的な問題も含 めて非常

実 際、 この 後、 来年 度どうする かというこ とに関して は、今まだ 具体

に 大き く変わ る見 込み であるこ とから、本 県における このような 取り組
が って いく もの と考 えており ます。今後 も、生徒自 らが未来社 会を切り

的 に決 めてい るわ けで はありま せんが、私た ち教育委員 会としては 、今

校にや らせていた だいていると ころです。

開 いて いくた めに 必要 となる資 質・能力を一 層確実に育 成するため 、取

年の 状況 を見な がら 、でき れば少し広 げていけ ればいいな と思っている

みは、大学入試はもとより、新しい時代に対応した学力の育成につな

り組 みの 充実を 図る ととも に、学力向 上の方策 について検 証を行いなが

以上で す。

と ころです。
どう もありがと うございま す。一点だけ 教

●議長（鶴 田有司議員）
午後二時 十七分休憩

暫時 休憩いたし ます。再開 は午後二時三 十五分とい たします。

三十七番 柴田議員の 質問は終わ りました。

ら 改善に努め てまいります 。
●三 十七 番（柴 田正 敏議 員）
育長にお 伺いをしたい と思います 。
小 ・中 学生で は、 いわゆ る少人数学 級がどん どんどんど ん進んでまい
りま して 、それ が学 力の 向上にもつな がってい るんじゃな いかという お
話 があ り、 私もそ う思 います 。今年から 高等学校で、 いわゆるそ の地域

二

番

番

石

川

加賀屋

俊比古

徹

千 鶴子

午後二時 三十五分再 開

司

四

本

の名 門と 言わ れる 四校 、大館鳳鳴 、能代、秋 田北、それ から大曲で 一年

彦

杉

信

三十 九名
井
清

番

藤

員
薄

方

六

佐

議
番

吉

太

番

正一郎

席
一

番

雄

八

藤

出
三

佐 々木

太

佐

生か らそ れを導 入す るとい うことです が、なぜこの 四校だった のかとい
うこ とが一点。
それ から もう一 つ、 その四 校にとどま らず、次年度 からはほか の学校

番

健

番

五

に もこれを導 入する予 定があるの かどうか。
この 二点をお答 えいただきた いというふ うに思いま す。
現在、一 年生に対し て、少人数 学級と

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

一
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木
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鈴
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番

麻
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茂
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浦

今

浩

三

十 四 番

武

十 一 番

純

橋

谷

髙

沼

十 六 番

十 三 番

大

ひと み

いう こと で一 クラス の人 数を少な くして学習 できるような 環境を整え て

雄

川

木

石

鈴

十 八 番

十 五 番

彦

治

いるの は、 探求 活動 と実践 モデル校事業 ということ で、平成二 十九年度

晴

英

孝

山

部

雄

平

渡

藤

十 七 番

二 十 番

佐

英

か ら実 施して いる 学校 六校のう ちの四校に お願いをして 、少人数ク ラス

洋

二十二番

博

東海林

文

下

十 九 番

博

竹

で授 業を 展開し ても らっ ております。 これにつ きましては 、実は平成 二

原

二十 四番

菅

正

二 十一 番

丈

十 八年度から 行ってお ります全県の高 等学校の 学習状況調 査を見ます と、

林

口

北

田

二十 三番

二十七番

やはり クラスの中 でお互いに こういろい ろ学び合いを して、生徒 たちが、

子

原

幸

二十 五番

浦

要す るに 小・中 学校 のよう な形で話し 合ったり、い ろいろ調べ たり、そ

三

英

二 十九番

石

寛

二 十八番

田

し てそ れをま た全 体に フィード バックする ような形で 授業展開す るとい
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工

めて おり ますが 、そ こでは 、現在の医 療の質を 維持しながら負 担を抑え

三十一番

範

勝

嘉

谷

藤

土
加

悦

三 十 番
三 十三番

る には 、医療 ・介 護の 効率的運 用をしてい かなければ ならないと の財政

健一 郎
田

一

藤
柴

鉱

近
三十 七番
口

藤

三 十二番
賢一郎
川
洋

上の 問題 からの 変革 を訴 えており ます。また、 平均寿命が 六十歳台の 時

藤
三十九番
木

敏

佐
衛
鈴

正

三十 四番
関
四 十二番

代 に確 立し た「 病院 で治療し 、社会復帰 する」とい った「病院 完結型医

大
美恵子

ＱＯＬ）を 維持し、病気

医 療」 と「家 族に よる 看取り」 という選択 ができるこ とが必要だ と思い

帯で は事 情が違 うと 思いま すが、それ でも自分と家 族が望めば 、「在宅

ろん 、全 員が 自宅 に戻れ るわけで もなく、そ もそも高齢 者世帯や単 身世

大切であり、介護で疲弊しないことが大事だとしておりました。もち

にす るこ とであ ると して おります。そ こでは、 家族の生活 の質もとて も

の では なく、 「本 人」 と「家族 」が当事者 として、人生 のＱＯＬを 大切

る」と 言っ てお られ ました 。包括ケアと は、行政が つくって当 てはめる

までその人らしく尊厳を大切にするという価値観への転換が必要であ

ブ ・ラ イフは 、ク オリ ティー ・オブ・デス である」と 表現して、 「最期

命が 幾ら 伸びて も必 ず不健 康なときは あるとし て、「クオ リティー・オ

先 般、 特別委 員会 で意見 交換した秋 田大学の中村 順子教授は 、健康寿

具 体的な取り 組みをお 聞かせくだ さい。

出され て既に五年 たちますが、 秋田県とし てどのよう に考えてい るのか、

対 する 意識改 革」 が必 要とされ ます。国の 社会保障制 度改革の報 告書が

活全 般の 多職種 の連 携が必 要であり、 そのためには 「県民全体 の生活に

地域 包括 ケア シス テムの 確立のために は、福祉分 野だけでは なく、生

の あり方を考 え直すと いった、大変大 きな転換 点でありま す。

言い かえ れば、 この 変革 は、人間に必 ず訪れる 「死」を前 提として社 会

「 地域 包括ケ アシ ステ ム」をつ くることが 必要である としておりま す。

てい るわけ です が、 そのた めには、「医 療・介護・ 予防・生活 支援」の

ます 。こ の中 では、 病院 から介護 施設、そし て在宅へと 移ることを求 め

と 共存 しなが ら生 活す る「地 域完結型医療 」に移行す べきだとし ており

「生 活の 質」（ クオ リティ ー・オブ・ ライフ

一

三 十八 番
田
康

療 」 か ら 、 医 療 の 進 歩 の 結 果 、 平 均 寿 命 が 八 十 歳 台 と な っ た 現 在 は、

小
林

一

四 十 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

司

四十三番

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。 三番吉方議 員の発言を許 しま
す。
会派 みらいの吉 方清彦です 。本日は質 問の機会

【三番（ 吉方清彦議 員）登壇】 （拍手）
●三番 （吉 方清彦 議員 ）

を いた だき、 あり がと うござい ました。ま た、お忙しい 中、傍聴に お越
しい ただ きまし た皆 様、あ りがとうご ざいまし た。それで は、早速質 問
に 入らせてい ただきま す。
はじめ に、今後の 在宅医療に ついてであ ります。
本県 では、 加速 化す る人口減 少社会に対 して「攻めと 守りの施策 」を
打 ち出 し、そ の方 向性 を探るべ く、県議会 においても 特別委員会と して
「地 域社 会の維 持・ 活性 化に関す る調査特別委 員会」が設 置され、さ き
の 議会 にお いて 提言が なされ ました。私 も委員とし て参加させて いただ
き 、大変 勉強 させ てい ただきまし た。その調 査結果を踏 まえまして 、質
問させて いただきま す。
ま ず、「医療、 福祉の分野 」について であります 。
国は 、平 成二 十五年 に「社 会保障制度 改革国民会 議」の報告書 をまと
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そ のた めには 多く の課 題があります が、幾つ か挙げれば 、まずは在 宅

くあ りま せんが 、県 民が 「幸せに 生きる」とい う大きな政 治的課題で あ

は 、産 業を振 興し たり 、所得を 増加させる 施策とは違 い、華やか さは全

き合 って いくこ とが 大事だ と思います 。このよ うな意識啓発を 行う事業

医と 訪問 看護師 の不 足が あります 。県が教育機 関と連携し て訪問看護 師

ると思います。県として、今後の方向性をどのように考えているので

ます。

の 育成 など に助 成す るべきで はないでし ょうか。ま た、訪問看 護ステー

次に、消防 団の今後 についてで あります。

しょ うか、お聞 かせください 。

りま す。 そうし たと ころに ついては、 県が主体 となって整 備を進める必

御 存知 のよう に、 消防 団は戦後 、消防本部・ 消防署を補 完する形で 設

シ ョン が増え てき たと はいえ、 まだ整備され ていない自 治体が八町 村あ
要 があ ると考 えま すが 、地域 の二次医療圏 の病院と連 携した効率 良い整

なり ます し、 がんで は約 九〇％と なります。 一九五〇年ご ろは、八〇 ％

支 援し ており ます 。現 在の日 本では、八〇 ％以上が病 院等の施設 で亡く

うに 」と いうこ とで 、在宅 での支援、 そしてそ の先にある 「看取り」を

切 にし 、患者 が「 楽な ように」 、「やりたい ように」、 「後悔しな いよ

「 死に 向き 合う ことに より、 患者の生き 方に向き合 う」、その ことを大

山市の 医療法人は 、在宅医療専 門のクリニ ックとして オープンし ました。

し てい る医療 法人 もあ ります。 私たちが特 別委員会で 訪問した愛 媛県松

めの 啓発 活動が 必要 ではな いでしょう か。他県では 先進的な取 り組みを

は、 県民 が「 どう 暮ら し、どのよ うに最期を 迎えたいか 」を意識す るた

必 要な 治療 をする のだ という 意識の変革 が必須となり ます。その ために

院並 みの 医療は でき ない が、自分の生 活の質を 維持するた めに自宅に て

改 革も 必要で す。 病院 の医療を そのまま家 庭に持ち込 むのではなく 、病

また 、医療 関係 も含 めて、社 会全体として 在宅医療そ のものへの 意識

の率が 増え てい るこ とであ り、秋田県に おいてもサ ラリーマン 率は七七

造の 変化 です 。これ は、 社会にお ける被雇用 者、俗に言う サラリーマ ン

き く上 回って おり ます 。原因 は、第一に若 者の減少で す。第二に 就業構

田県 の消 防団の 平均 年齢は 四十五・四 歳と、全 国平均の四 十・八歳を大

秋 田県 で八九 ％と 九割 を切って おります。加 えて、高齢 化も顕著で 、秋

消 防団員数は 年々減少 を続け、条 例で定められ る定数に対 する充足率 は、

基本理 念は、縮小 社会にあって とても大切 な考え方で す。しかし 、現在、

役 割が 大変大 きい そう です。「 自分たちの 地域は自分 たちで守る 」との

災害 発生 後二十 四時 間以内 の初期活動 においては、 地元消防団 の果たす

見通 しが ある 」、 これ らの点で消 防団は大き く秀でてお ります。実 際に

る 」、 「こ れまで の災 害を知 っている」 、「災害がど のようにな るかの

に居 住ま たは勤 務し てい る地域密着性 から、「 地域のこと をわかって い

な ど自 然災害 への 対応 では、正 職員の九倍 ほどの定員 があり、その 地域

ては 相対的 に存 在が 小さく なりました。 しかしなお 、地震や水 害・豪雪

置さ れま した 。その 後、 消防組織 が整備され るに伴い、 消防活動にお い

以上が 家で 亡く なっ ており ました。現在 の数字は、 他の先進国 と比べて

％ と高 くなっ てお りま す。被雇 用者は自分 で時間配分が しづらく、 結果

備はで きないもの か、あわせ てお聞かせく ださい。

も 高い 割合で す。 松山 市のクリ ニックでは 、本人が望む のでなけれ ば、

として迷 惑をかけら れないとの 感覚から、 消防団を敬 遠してしまい ます。

は生 活の 多様 性が 広がり 、地域と の濃密な付 き合いを敬 遠する若い 人も

点滴 や胃 ろうで 延命 をす るのでなく、 自然な最 期を迎えら れるように 支
社会 全体 では まだ 、延命を しないこと は「見殺し にすること 」と同じ

増え まし た。消 防団 を支え る社会的背 景が変わって しまったの です。消

第 三の 理由 として 、地 域社会 への帰属意 識の変化があ ります。現 代社会

と捉 える 風潮が あり ます。 しかし、医 療費の高額化 という問題 からでは

防 団も 社会に 合わ せた 変革が必 要となりま す。その方 策として、 「女性

援 しておりま す。

な く、 誰にで も訪 れる 「死」と いうものに 高齢化社会 として正面 から向
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消防 団員 、学生 消防 団員の 増加」、「 機能別団 員制度の充実」 、「消防
お りました。

入と 託児 所の設 置、 市職員 の防災研修 としての 入団などの例が 出されて

一方 、本 県の職 員で 消防団 に所属する 人は少ないと 聞いており ます。

団 に加 入する こと によ る充足感 を得られる 運営」が必 要となって くると
思いま す。

国 としても災 害対応を 含め消防団 の必要性を 強く認識して いるからこ そ、

こ のよ うな通 知が 出て いるのだ と思いますが 、今までの 秋田県の対 応と

昨 年九 月、 本県 で全 国女性消防 操法大会が 開催されま した。秋田 県も
含 め、 女性消 防団 員は 増加の傾 向にあります 。しかし、 本県の女性 消防

次 に、木材産 業についてで あります。

今後の対 策をお聞か せください 。

災 害時 の女性 でな けれ ばなら ない対応や応 急手当、後 方支援、独 居老人

昨年 の私 の一 般質問 でもお 聞きしまし たが、取り 巻く状況が 大きく進

団員の比 率は二・一 四％と、全 国平均の二 ・九三％を下 回っており ます。
への 訪問 など 、女性 消防 団はます ますその役 割を期待さ れております 。

展してい るようですの で、引き続 きお聞きい たします。

二 〇一 六年の 県内 の木材 生産量は百 四十八万 立米ですが 、バイオマス

また 、学生 消防 団員 は、地 域に帰った後 、それぞれ の消防団に 所属する
こ とが 期待さ れま す。 様々な要 請に対応す るためには 、消防団も操 法訓

して きた 木材 産業 がＶ 字回復する とすれば、 秋田県にと ってはこの 上な

発電 を支 えるた めの チッ プ生産の増産 もあり、 秋田県では その生産目 標

現在 の社 会は 、地 域の濃 密な関係を嫌 う一方で、 災害時対応 も含めて

い喜 びで あると 思い ます。 しかしなが ら、需要の伸 びがある一 方で原木

練や 火災 現場対 応な どを 全て訓練する のではな く、団員個 人に合わせ た

ボラ ンテ ィア活 動が 大変盛 んになって きております 。「困って いる人の

の 価格 は伸び てお らず 、原木価 格は最盛期 の六分の一 のまま低迷 してお

値 を二 〇二 一年度 百七 十万立 米と大変大 きく見積もっ ております 。低迷

役に 立ちたい」 という、人 間としての 尊い思い はみんな持って おります 。

り、 収入 の少な さが 林業 従事者の 減少の大きな 原因となっ ているほか 、

「 機能別団員 制度」が より重要になっ てまいり ます。

先述の とおり、消 防団に求めら れる役割は 大変大きい ものがあり ますし、

い ては 、最近 まで は山 の集積所 に出荷を待つ ための木材 が野積みさ れて

再 造林 がな かな か進ま ない原 因となって おります。 また、生産 現場にお
この日 は、くし

活 動自体が若 者の交流 の場となり 得ます。
こ のよ うな背 景を もとに 、昨年七月 二十八日付で

道府 県職 員の 消防 団への 加入促進 を図ること 」などです 。同時に添 付さ

へ 減税 措置 や入札 参加 資格の 加点等の優 遇措置を検討 すること」 、「都

やボ ラン ティア 休暇 への 配慮などを求 めること 」、「消防 団協力事業 所

す 。そ れは、 「経 済団 体や事業 所などに対 して、消防団 員の勤務の 免除

きかけ ると とも に、 県自体 が主体的に取 り組むこと が求められ ておりま

取り 組み 」と いう文 章の 中で、以 下のことに 対して市町村 に積極的に 働

各 都道 府県知 事宛 てに 通知が 出ました。「 消防団への 加入促進に 向けた

輸出 の特 徴とし て、 船にバ ラ積みで載 せるので一度 に大量に出 荷できる

され るこ とに 、製 材業界 からの批 判があるの も現実です 。しかし、 原木

付 加価 値を つけな い丸 太輸出 であること や、Ａ・Ｂ級 材が混ざっ て輸出

製材には 向かないＣ ・Ｄ級材を 型枠や梱包 用として輸 出しておりま すが、

は 三万 五千立 米を 予想 しており 、大きな伸 びを見せてお ります。主 に、

出では 七千 六百 立米 であっ たものが、昨 年は二万七 千八百立米 、本年度

格的 に能 代港 からの 丸太 の輸出を 始めました 。二〇一六年 度の試験的 輸

そ のよ うな状 況を 打破 すべく、 二〇一六年よ り、白神森 林組合では 本

おり、製 品の劣化を 招き、一層 の収入減少に つながって おりました 。

れた 資料 の中で 、大 館市の 看護福祉大 学の機能別消 防分団の設 置例が紹

こ とと 、「港 頭取 引」 といって 港に集めた 段階で取引 価格が決定 すると

くも 秋田 県でも 大雨 洪水被 害が起こっ た直後で ありますが 、消防庁から

介 され ており まし た。 また、他 県では、ヤ クルトレデ ィによる消 防団加
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こ とな く、集 めた だけ 売り切る ことができ るので、割 安であって も安定

いう 利点 があり ます 。特に この取引の 仕方は、 相手側の在庫を 気にする

材製品の輸出が確立する前段階として、原木丸太輸出もまだまだその

三 ％と まだま だ小 さい 状態です 。このよう な状況を見 ますと、今 後の木

現状 、中 国の木 材輸 入に占 める日本の 割合は、 丸太で一％、製 材で〇・

シ ェア を伸 ばす こと は可能で あると考え られ、それ は、ひいて は日本産

収入に 大きく貢献 しております 。
こ のよ うな 木材 輸出 の背景にあ るものは、 中国におけ る木材需要 の拡

を占 めてお りま す。 農水省 は、おととし 五月、「農 林水産業の 輸出力強

た五 年で 三・ 五倍に 成長 しており ます。その 中で中国の 割合は半分近 く

に 九十 三億円 であ った ものが 、二〇一七年 には三百二 十六億円と 、たっ

を目 指す 強い取 り組 み姿勢 です。日本 の木材輸 出の総額は 、二〇一二年

丸 太輸 出に大 きな 興味 を持ち、 能代港に視 察に来てお りますが、秋 田港

シェ アを持 ち、 秋田 県は数 ％でしかあり ません。県 内の森林組 合も原木

国に 拡大 しよ うとし てお ります。 現在、丸太 の輸出は九 州地方が圧倒 的

出 荷を 強化し よう と考 え、宮 崎県・鹿児島 県の共同出 荷の取り組 みを全

農水 省では 、今 後の 日本産木 材のブラン ド化に加え 、現状の原 木丸太

木材 の知名度を 上げることに つながると 考えられま す。

化 戦略 」を公 表し 、木 材に関し ては「杉・ ヒノキを主 として、中国 ・韓

では 木材 を置く 場所 も確 保できないと 聞いてお ります。資 源を有効活 用

大 に加 え、農 林水 産省 による木 材輸出を柱と した「林業 の成長産業 化」

国・ 台湾 を中心 に輸 出し 、同時に、丸 太中心の 輸出から付 加価値の高 い

し 、林 業家 の収入 を上 げ、森 林資源の持 続的活用のた めにも、国 の方針

にの っと り、 秋田 県も 原木丸太の 輸出を後押 しすべきと 考えますが 、い

製 品の輸出の 促進に取 り組む」ことと いたしま した。
現在 、日 本か ら中 国への 輸出は八〇％ を丸太が占 めておりま す。この

また 、現 在の木 材の 取引に 際して、山 にどのような 材料がある のか、

かが でし ょうか 。あ わせて 、今後の世 界的動向も踏 まえて、製 品輸出等

源に 乏し い国で あり 、二 十年前か ら天然林の伐 採を制限し ており、昨 年

欲 しい 人は 誰な のかと いった 、現代では 当たり前の 「需要と供 給がかみ

数字 だけ 見ます と、 何やら 日本は成長 著しい中国に 国の資源を 投げ売り

か らは 商業 目的 の伐採 は全面 禁止となり ました。ま た、中国に おける建

おり ます 。効率 の良 い取引 が全体に利 益をもた らすことは 言うまでもあ

の具 体的戦略に ついてお聞 かせくださ い。

築 は鉄 筋コン クリ ート 構造が主 流で、木材着 工は少なく 、あっても 二 ×
四工法が 主流です。 そうした中 で、日本の建 築基準法に 当たる法律 では、

り ませ ん。県 とし てク ラウド システムの構 築などにど のような支 援をし

し てい るよう に見 えま すが、現 状は少々違 います。中 国は元来、 木材資

最 近ま で構造 材と して 「杉・ ヒノキ・カラ マツ」など 日本産木材 は認め

ている のでしょう か、お聞か せください。

国人 旅行 者の日 本で の体験 により、日 本式の建築の 需要が大き く伸びる

た日 本式 の住 宅建 築が可 能となり ました。今 後の現地で の宣伝活動 、中

る 働き かけ により 、こ の法律 が本年八月 に改正され、 日本の木材 を使っ

方も 普及 してい ない 状態 でありました 。ただ、 日本の専門 家のたび重 な

わ ゆる 住宅向 け製 材の 需要はほ とんどなく 、そもそも木 造建築のつ くり

法」も 同様 に認 めら れてお りませんでし た。そのよ うな理由に より、い

〇 ％を 達成し てお りま すので、 決して無理 な目標では ありません 。住民

す。 しか し、既 にス ペイン ・ドイツは 、再生可能エ ネルギーの 比率が三

合を 二〇 から 二二 ％とし ておりま すので、こ の数字は大 変大きい割 合で

％ にす ると してお りま す。原 発の再稼働 を前提として 、原子力の 発電割

ギー を主 力電源 とし て、 その発電割合 を二〇三 〇年までに 二二から二 四

国 の最 新の「 エネ ルギー 基本計画」 によれば 、今後、再生可 能エネル

次に、洋上風 力発電につ いてであり ます。

合 うオ ンデマ ンド の近 代的取引 システム」が 確立されて いないと聞 いて

られておりませんでした。また、日本の在来工法である「木造軸組工

とと もに、日本 製の木材製 品の輸出が 増大する可能 性は十分に あります 。
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に合計十四万キロワット、能代市から男鹿半島にかけて四十五万キロ

県 内の 計画で は、 八峰 町沖十八 万キロワッ ト、能代港 ・秋田港の 港湾内

の理 解も ありま すの で、計 画どおりに 進むかは 別としますが、 現段階の

が 県経 済を 支え る大 きな産業 の屋台骨と なることを 期待して、 今後の方

標と すべ き点が 指摘 され ておりま す。本県にお いて再生可 能エネルギ ー

関 しま しても 、既 に多 くの疑問 な点や不安 な点、今後 改善すべき 点や目

とし て様 々な問 題が 残され た地域も多 くありま した。本県の洋 上風力に

洋上 風力は 、地 上風 力と比べ て格段に高 い技術力と 大きな資金 力を必

ワ ット 、秋 田市 沖二 十一万キ ロワット、 由利本荘市 沖七十万キ ロワット
の一 ・七 個分、 現在 三号機 を建設中の 能代火力 の総発電量 に匹敵する能

要 とし ます。 です から 、事業 主体は県外の 大企業が中 心となるこ とが多

向性 と県民が不 安に思う点に ついて幾つ かお聞きい たします。

力 とな ります 。も ちろ ん、風 力発電の設備 利用率は本 県で三五％ 程度で

くな り、 売電 収入も 当然 その会社 に入ります 。しかし、 「その地域に 吹

の 合計 約百七 十万 キロ ワットが 計画されてお ります。こ の数字は、 原発

すの で、 単純 比較は でき ませんが 、大変大き な数字であ ります。ある 調

洋上 風力 計画は 、秋 田市の 会社が事業 主体となって おります。 また、能

く風 は、そ の地 域の 資源で あり、他地域 の会社が無 償でそれを 使うとい

国の エネル ギー 政策 の転換の 中で、洋上 風力建設はま さに「国策 」と

代 市で は二年 前、 市と 地元企業 九社が立ち 上げた陸上 風力の事業 で、建

査に よりま すと 、秋 田県に 建設可能な洋 上風力の総 量は三百万 キロワッ

し て進 められ てお りま す。現在 、秋田県は 陸上風力に おいて青森 県に次

設費 百六 十億円 のう ち二 億円を市 民からファン ドとして募 りました。 一

う こと 」に、 地域 から は不満が 出ておりま す。「技術 や資本がない から

いで 全国 二位の 発電 量で あり、秋 田県は全国で も風力発電 の最適地で あ

人 最大 百万 円ま でで、 五年間 固定で年利 四％の利子 。大変好評 で、希望

トだ そうですの で、理論上 、まだ半分ほ どの余地が あるそうで す。仮に 、

る と言 われ てお ります 。現に 秋田県の電 力自給率は 一九〇％で あり、現

者 の倍 率は三 ・六 倍も ありまし た。どちらも 、その事業 が自分たち の地

関連 産業 だけに 甘ん じる というのは、 十八世紀 の植民地政 策の搾取の 構

在 でも 発電は 秋田 県の 一つの大 きな産業であ ると言えま すが、ここ に新

域の もの だとい う当 事者意 識を持つこ とができ ます。この ように、いき

三百 万キ ロワッ トの 能力 の風車が三五 ％の設備 利用率で動 いた場合、 現

たな 再生 可能エ ネル ギーが 産業として 加わるこ とによって 、本県の今後

な りではなく とも徐々に風 力発電が地 域のエネ ルギー産業 となるために 、

造 と同 じだ 」との 意見 もあり ます。言い かえれば、「 自分たちに 何かメ

に 明る い材料 を提 供す ること になると思い ます。人口 の社会減を 止める

秋田 県は 今後 どのよ うな 取り組み を行ってい くつもりなの か、そして 、

在 の買 取額 で年間 三千 三百億 円の売電収 入が秋田県の 風によって 生み出

こと も不 可能 ではな いか もしれま せん。八月 二十八日には 、能代港を 風

電力が 安く なる など 、県民 が発電のメリ ットを感じ られるよう な施策を

リッ トは ある のか 」と いうことで す。そのよ うな声の中 、秋田市沖 合の

力発電 の拠 点と して 活用す る期成同盟会 が、県北自 治体を中心 として発

考え ているのか 、お聞きい たします。

される と計算され ております 。

足 しま した。 今後 、国 、県、市 町村が一体 となって、新 たな産業創 出に

国に 化学 コン ビナ ートを つくりま した。選定 された地域 は、大きな 発展

歴 史を 振り 返りま すと 、国は、 「国策」と して一九六〇 年前後から 全

ジェ クト に掲げ てお ります 。能代市で は、地域にあ る風力発電 由来の電

能エネルギーによる水素製造システムの構築に向けた検討を重点プロ

〇 一六 年に 出した 「第 二期秋 田県新エネ ルギー産業戦 略」では、 再生可

また 、生み 出し た電 力の地 産地消も考え なくてはな りません。 県が二

をな し遂 げまし た。 しかし 、一方でよ く知られるよ うに、産業 の発展を

気 で水 素を製 造し 、利 用する実 証実験が始 まります。 県として「 方針」

邁進して いくことが 予想されま す。

前 面に 出すこ とに より 、不都合 な部分は裏 に隠され、 公害問題を はじめ
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現 在、日本にお いては大規 模な洋上風 力はまだ稼 働しておりま せんが、

から一歩 踏み込んだ 、具体的な取 り組み計画 についてお 聞かせくだ さい。

り 組み を行っ てい る市 町村の事 例の紹介な ど、地域包 括ケアシス テムの

での 取り 組みが 困難 な市町 村への広域 連携に向 けた支援や、先 進的な取

し てい るわけ では あり ません。 風車が原因の 海難事故が 起こるかも しれ

漁 業へ の影 響や 人体 への影響 も、現段階 で「影響は 決してない 」と断言

六十 三年 度から 実施 し、こ れまで七百 名を超え る修了者を 輩出している

積 んだ 方が従 事す る例 が多いた め、県では、 養成のため の講習会を 昭和

訪問看護師については、医療現場で一定程度看護師としての経験を

一層の 底上げを図 ってまいりま す。

ませ ん。 そのよ うな 際、事 業者に対し て、県が 停止命令な り、撤去命令

ほ か、 従事後 の資 質向 上に向 けたフォロー アップ研修 も実施して おり、

それ は今 後予想 がつ かな い事態が 起きる可能性 をも意味し ております 。

な りを 出す権 限は ある のでし ょうか。「想 定外」で済 ますわけに はいき

また 、訪問 看護 ステ ーション については、 利用者や医 療関係者の 理解

引き続 きその育成 に努めてま いります。

がな ければ 、県 民は 洋上風 力を受け入れ ることはな いでしょう 。まさに

をより深めていく必要があるほか、手薄な地域に新たに設置するに当

ませ ん。 何か の際に は、 県が最前 線に立って 県民を守り 抜く、その決 意
「 アク セルと ブレ ーキ 」、一番 大事なこの 部分につい てお答えいた だき

たっ ては 、特に 初期 の運 営に苦慮する ことが想 定されるこ とから、地 域

セス に関 するガ イド ライ ン」を改 訂したところ であり、こ の段階にお け

国 では 、今年 三月 、「 人生の最終段 階におけ る医療・ケ アの決定プ ロ

次に、意識 啓発でご ざいます。

てまい ります。

の ニー ズを 踏まえ 、地 域医療 介護総合確 保基金を活用 した支援を 検討し

たく思 います。

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 。
（拍手 ）
●副議長（ 竹下博英議 員）

吉方議員 の一般質問 にお答え申 し上げます 。

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】
●知事（ 佐竹敬久君 ）

る 医療 とケ アに ついて は、本 人が家族や 医療介護関 係者と事前 に十分話

在宅 や施 設での 看取 りに係 る研修会や 講演会が 行われてい るところであ

ま ず、在宅医 療の推進で 、地域包括 ケアシステム の確立でご ざいます 。
を希 望し ている 人は 過半数 となってお りまして 、住みなれ た地域で最期

り ます が、今 年四 月に 施行し た医療計画の 策定に向け た検討会に おいて

し合 うことが重 要であるとさ れています 。県内でも 、医療関係 者による、

ま で安 心して 暮ら すこ とがで きる地域包括 ケアシステ ムを構築す ること

も、 在宅 での 看取り につ いて、県 民に対する 啓発がなお一 層必要であ る

平 成二 十七年 度に 実施し た県の調査 において、終 末期に自宅 での療養

が必要 でございま す。

との指摘を受 けており ます。

人 生の 最終段 階に おける 医療とケア について は、個人の価値 観に左右

県では 、こ れま で、 在宅チー ム医療を担う リーダーの 育成や、在 宅医
療にかかわる薬剤師・看護師等の研修会のほか、ＩＣＴを活用した医

され ると ころが 大き いこ とから、社会 の中で相 互理解が図 られるよう 、

次に、 消防団員の 確保でござ います。

療・ 介護 の情報 共有 など の取り組みを 支援し、 在宅医療の 提供に向け 、
織等 によ る移 送サ ービス や食事の 提供といっ た新たな動 きも出てき てい

高齢 化の進 行や 雇用 形態の変 化等を要因 として、消防 団員の減少 が続

関 係団体と連 携して取 り組んでまいり ます。

るな ど、 在宅生 活全 般を支 える地域基 盤の整備は着 実に進んで きており

い てい ること から 、県 では「秋 田県防災・ 減災行動計 画」におい て、基

多 職種 の連 携を促 進し てまい りました。 また、地域に おいては、 共助組

ま す。 今後は 、地 域ご とに異な る医療・介 護資源の状 況等により 、単独
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防 団員 の確保 に向 けた 取り組み を掲げ、市 町村ととも に加入促進 に取り

本団 員を はじめ 、特 定の活 動に従事す る機能別 消防団員や女性 ・学生消

装材 や家 具を出 展し 、秋 田杉製品 の認知度の向 上等に取り 組んでおり 、

国 やイ タリア をタ ーゲ ットに需 要動向を把 握するとと もに、展示 会に内

の輸 出に 力を入 れて いくこ とも必要で あります 。県では、これ まで、韓

自 らの 加工 技術 を生 かした製 品を積極的 に輸出する 企業も出て きており

組んで おります。
女 性消 防団 員の 確保 については 、女性消防 団ネットワ ーク会議を 開催

資格 の加点 評価 制度 を推進 するとともに 、経済団体 等に対して 、災害時

防団 員の 増加 を図る ため 、消防団 協力事業所 の認定や工 事等の入札参 加

団 活動 認証制 度」 の導 入を働 きかけており ます。また 、企業にお ける消

県内 大学 等に学 生の 参加を 呼びかけた ほか、市 町村に対し て「学生消防

そ れぞ れが求 める 製品 の規格や ニーズにし っかりと対 応するととも に、

まし ては、 大口 需要 が期待 できる中国や アメリカ等 まで対象国 を広げ、

にお いて も、 産地間 競争 が一層激 しくなるこ とが予想さ れます。県と し

宮 崎県 でも原 木か ら製 品輸出 に戦略を転換 しているこ とから、製 品分野

この ような 中に あっ て、今後 の海外展開 を展望しま すと、鹿児 島県や

ます 。

の 勤務 免除や ボラ ンテ ィア休暇 等に配慮す ることを求 めているとこ ろで

現地 にお いて販 路や 商習 慣に精通して いるビジ ネスパート ナーと連携 し

し、 現役女性団 員による勧誘 を行うとと もに、学生 消防団員に ついては、

ありま す。

等 の導 入を 働き かける ほか、 県職員につ いては、大 規模災害時 は災害対

員を 主体 として 大規 模災 害時に限 って出動する 「大規模災 害団員制度 」

あ るも のと考 えて おり ます。こ のため、今 後は、市町 村に対し、 ＯＢ団

引き 続き 経験を 生か して活 動する「Ｏ Ｂ団員制度」 を広げてい く必要が

消防 回全 体と して は依 然として団 員が減少し ていること から、退団 後も

の 川上 の情報 と、 川下 が求める 品質や規格な どの情報を 共有し、効 率的

供 給す る関 係団 体では 、伐採 を予定して いる森林の 所在地や資 源量など

ミス マッ チが見 受け られ ます。こ のような状況 に対応する ため、原木 を

方 、木 材加工 企業 では 、必要と する品質や 規格の原木 が不足する などの

県内 におけ る原 木の 需給状況 を見ますと 、一時的に供 給過剰とな る一

クラウ ドシステム 構築等への 支援でござ います。

な がら、さら なる輸出 の拡大に努めて まいりま す。

応 に当 たるも のの 、地 域での火 災消火や広報 活動等に従 事できるこ とか

な取引を 目指すクラ ウドシステ ムを構築する ことにして おります。

こ うしたこと により、機 能別消防団員 数等は増加 してきてお りますが 、

ら、 入団 を勧奨 する など、 地域防災の 中核とな る消防団員 の確保に努め

県 では 、実効 性の ある システム とするため、 関係団体か らなる検討 会

を立 ち上 げ、 提供す べき 情報やマ ッチングの 仕組みなどに ついて意見 を

て まいります 。
次に、 木材産業の 振興でござ います。

今 後は 、この シス テム が円滑に 運用され、 川上と川下の マッチング が促

聞くとともに 、それを 反映したソ フト開発に 支援してい るところであ り、

利 用期 を迎え 、原 木の 生産量が 年々増大し ていく一方、 新設住宅着 工数

進される ようサポー トしてまい ります。

まず、 原木 等の 輸出 対策でご ざいますが、 本県の杉人 工林が本格 的な
の減 少等 により 国内 需要 の伸びに限界 があるこ とから、海 外市場の開 拓
木材 の輸 出に 当た り、本県 においては 、製材や合 板をはじめ 、多様な

め、 発電 事業へ の直 接参入 に向け、地 元の金融機関 や企業の資 本参加を

県で は、 洋上 風力 発電の導 入に当たり その経済効 果の最大化 を図るた

次 に、洋上風 力発電につ いて、地域の メリットで ございます 。

製品 を生 産する 企業 が集積 しているこ とから、加工 適性のある ものは、

後 押し すると とも に、 発電事業 者とのマッ チング機会 の提供等に より、

に も積極的に 取り組ん でいく必要があ るものと 考えており ます。

原 木の ままよ りも 、そ の強みを 生かし、付 加価値を高 めた木製品 として
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生 事業 検討 会議 」を 立ち上げ 、関係市町 と意見交換 を行ってい るところ

る仕 組み が重要 であ るこ とから、 今年度新たに 「風力発電 に係る地域 共

お りま す。ま た、 風車 が立地す る地域の住 民が直接メ リットを享 受でき

建設 工事 やメン テナ ンス、 部品製造等 への参入 についても促進 してきて

ま た、 稼働後 は、 国が 電気事業 法に基づく定 期検査を新 たに義務づ け、

航 行の 安全 性を 確保 するため の検討も行 われること になってお ります。

響に関 する審査の ほか、専門家 等による船 舶航行安全 委員会を設 置して、

性 等に 関する 審査 や、 環境影響 評価法に基 づく騒音、 動植物など への影

洋上 風力発 電の 設置 に当たっ ては、電気 事業法に基 づく構造上の 安全

これ を審 査する ほか 、海域 の占用・使 用許可権 者として、 県におきまし

であ ります。
県内 では、 先行 する 陸上風力 発電事業者 によって、 市民ファン ドの活
地域 貢献 活動 が行わ れて おり、中 でも、首都 圏の生協グ ループでは、 に

基づ く停止 命令 等の 権限は ないものの、 国と密接に 連携し原因 究明を行

県と しま して は、仮 に不測 の事態が発 生した場合 には、電気 事業法に

て も、許可施 設が適切に管 理されるよ う指導し てまいりま す。

かほ 市に建 設し た風 車の売 電収益を活用 し、地元食 材を生かし た特産品

い 、対 策を講 じる よう 事業者に 求めるなど 、県民の安 全を最優先に 対応

用 のほ か、大 学へ の研 究費支 援、学校や図 書館への図 書寄贈など 様々な

の 開発 や販売 への 支援 、生協会 員と地域住 民との交流 事業等を積極 的に

してま いります。
以 上でござい ます。

一点 だけ質問さ せていただ きます。

行い、 地域と良好な 関係を築い ております 。
今 後、 より 計画が 具体 化してい く洋上風力 発電について も、地域共 生

●三番（ 吉方清彦議 員）

木材 に関し まし てで すけれど も、原木よ り確かに製品 を輸出する べき

事業 検討 会議 を通 じ、 関係自治体 と連携しな がら、地域 住民が利益 を実
感で きる 地域貢 献策 を検討 していくと ともに、その 実践を各事 業者に促

取り 組み が進め られ ており ます。県に おきまし ても、産学 官のコンソー

ご ろの 商用化 を目 指し 、多様な 技術開発と低 コスト化を 推進するた めの

国 では 、再 生可 能エネ ルギー由 来水素の利 用拡大に向 け、二〇三 二年

次に、 電力の地産 地消でござい ます。

割 安で あるが 安定 的に 出して いけるという メリットに 関してどう 思われ

のは やは り非常 にも ったい ないことで すが、な かなか使え ないものを、

の か。 そして 、も のに よってで あるが、いい ものをその まま出すと いう

お りま す。 そう いった 状況に 関しまして 、県として はどう思わ れている

そし て県 内の森 林組 合の ほか、県 外の森林組合 も見に来て いると聞い て

だと 、これは当 然だと思い ます。しか し、現状 で今、輸出が多 く行われ 、

シ アムを設立 し、セミナー の開催や先 進事例調 査等を実施 するとともに 、

てい るの か。 そして 、や りたいと いう人たち がいるが、場 所が

して まいります 。

国に 対し 、県 内での 実証 事業の実 現に向けて 要望を繰り返 し行ってき た

かで置 き場 所が ない という ことで困って いるという お話を聞い ておりま

やはり 原木でもい いものをその まま出すと いうよ

【知事（佐 竹敬久君） 】

す。 そういう点 に関しまし ては、どう思 われており ますでしょ うか。

港と

ところであり ます。
こ うし た中、 能代 市や仙 北市におい ては水素 製造等に関する 実証試験
が始 まっ ており 、県 とし ましては、コ ンソーシ アムの活動 を通じ、こ う

● 知事 （佐 竹敬久 君）

りも 加工 に回 した 方が、 経済性も ありますし 。ただ、原 木で加工適 性が

し た実 証試 験等を 後押 しする とともに、 再生可能エネ ルギーによ る水素
製造 シス テム の構 築に向 けた検討 を進め、水 素社会の到 来に備えた 取り

ない もの をどの よう に集約 するか、ど のように分け るかという ことです

ば らばら にな りま すと、い ずれまずい ものですか ら、そうい うとこ

組みを推 進してまい ります。
次に 、安全対策 でございま す。
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ろでどの ように仕分 けするかとい う、これが ひとつだと 思います。
現 実に おいて 、原 本が 足りないとい う状況も ございます 。余り原本 の
まま 出し ますと 逆に 県内 でその製 造ができませ んので、県 内からその 部
分 の製 造の ライ ンを 圧縮する ということ は、県内の 雇用に結び つくとい
う より もマイ ナス の影 響がござ います。そこ ら辺のバラ ンスもござ いま
す。 ただ 、そこ をで すね、 余り使わな い、これ を山におき っぱなしで腐
ら せる という 、こ うい うもの はやはり、そ こまでいか なくても、 加工適
性が ない もの をどう する か、そこ ら辺がこれ からの研究 課題だと思い ま
す。 やはり 木材 産業 界と、 そこら辺をど う詰めるか 。あと、そ の場合に
お いて 、どう いう ヤー ドを設け るかという 。なかなか 秋田港にはご ざい
ませ んの で、や はり 能代 港あたりでそ ういうこ とができる んであれば 、
そ ういうシス テムを区 分するという、 そういう ことも、今 後、港湾計 画、
三番吉 方議員の質 問は終わり ました。

あるい は港湾ビジ ョンの中で 検討してい く必要があ ると思います 。
●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 三時十九分 散会
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