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察
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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

一 、九 月十 四日、 知事 から政策 等の評価の 実施状況及 び評価結果 の政策等

への 反映状況に 関する報告が あり、同日 、各議員に 配付した。

政策 等の評価 の実施状況及び 評価結果 の

登載省略

日 程第一、一般 質問を行い ます。

政策等へ の反映状況 に関する報 告書
●議長 （鶴田有司 議員）

本日 は、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 正議員の一 般質問を 許可することに 御異議あ りませんか 。

御 異議ないも のと認めます 。まず、三 十二番近

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長 （鶴 田有司 議員 ）

藤議 員の発言を 許します。

おはよう ございます 。自由民主 党会派の

【三十二 番（近藤健 一郎議員）登 壇】（拍手 ）
● 三十 二番 （近藤 健一 郎議員）
の近 藤健一郎で ございます。

まず 、金足 農業 高校 について であります が、夏の甲 子園準優勝 という
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県民 の総 力を 挙げて 解決 していく という熱い 思いのこも った答弁を期 待

思 っています 。本日、私が 質問する事 項につい ても、金足 農業のように 、

「勇 気」 を県民 に与 えてく れたという 意味でも 、高く評価 できるものと

い けば 必ずや 克服 する ことがで きるという、 「希望」と チャレンジ する

が 直面 する 課題 に対 しても、 県民一人一 人の力を結 集して立ち 向かって

とは もち ろん、 その 活躍 によって 秋田県全体が 大いに盛り 上がり、本 県

国 のフ ァンを 魅了 し、 秋田ブラ ンドのイメ ージ向上に 大きく貢献 したこ

偉業 をな し遂げ 、そ してま た、ひたむ きな姿勢 で野球に打ち込 む姿が全

めるマ ーケットと 捉え、既に こうした状況 が先行して いる本県に おいて、

面 増加 を続け るこ とに なりま すが、こうし た年齢層を 今後も伸び が見込

我が 国の 総人口 が減 少する 中にあって も、高齢 者、特に後 期高齢者は当

来 より 効率的 な生 産体 制を整え ることも可能 になると思 います。ま た、

地 の集 約を 上手 に進 めること で、残った 農業者が生 産規模を拡 大し、従

土地 の増 加が見 込ま れま すが、稲 作などの土地 利用型農業 であれば、 農

す 。例 えば、 農業 分野 では、将 来的に担い 手が減り、 耕作できな くなる

てる 面が あるこ とに 、目を 向けること も大切で はないかと思っ ておりま

高 齢者 から好 まれ る新 たなサー ビスモデル をつくるこ とができれば 、他

高齢 者の利 便性 向上 につな がる機器の開 発や、商業 や観光分野 において

まず はじめに、 人口減少へ の対応につい てお伺いい たします。

県に 先ん じて成 長産 業に 発展させてい くことも 夢ではない ものと考え ま

しつつ、 通告に従い一 般質問に入 らせていた だきます。
県で は、第 三期 ふる さと秋 田元気創造プ ランにおい て、人口減 少の克
いく こと とし 、本 年度 、そのスタ ートを切っ たところで ありますが 、プ

も大 切で すが、 人口 減少や 高齢化を逆 手に取るよう な取り組み 、秋田が

この よう に、 私は 、六月 議会で示され たような「 攻めと守り 」の対策

す。

ラン 策定 直後に 国立 社会保 障・人口問 題研究所から 発表された 新たな人

他 地域 に先行 して 直面 している 課題への対 応などを様 々な分野で 進める

服 を最 重要 課題に 掲げ ながら 、幅広い分 野で総合的に 取り組みを 進めて

口 推計 では、 本県 の人 口見通し が下方修正 され、加え て「二〇四 五年に

こと によ り、逆 境の 中か ら新しい 秋田の強みを 生み出して いくべきと 考

次に 、関係人口 の拡大に向け た取り組み についてお 伺いします 。

は約六十万人まで減少する」という、大変厳しく、また極めてショッ
例 会で 「人口 減少 に対 応した三 期プランの加 速化パッケ ージ」が提 示さ

ここ で改め て申 し上 げるまで もなく、人 口減少対策 の基本は、 「定住

え ますが、知 事の御所 見をお聞か せください。

れま した が、そ の内 容を見 る限り、人 口減少対 策としての 実効性に疑問

人 口」 の増加 を図 るこ とにあ るわけですが 、一朝一夕 にその増加 を図る

キ ング な見 通し が示さ れまし た。こうし た状況を踏 まえ、県か ら六月定

を 感じ る取り 組み が多 く見受 けられ、県民 から共感を 得られる内 容とは

こと が難 しい もので ある ことを踏 まえれば、 それとともに 、観光や経 済

る視 点も 重要で はな いか と考えており ます。こ のため、我 が国全体の 人

なっ てい ない ように 思わ れます。 より踏み込 んだ取り組み となるよう 、

人口 減少に 伴い 、地 域経済 の規模が縮小 し、担い手 不足が地域 の活力

口 減少 が避 けられ ない 中で、 インバウン ド誘客を図り つつ交流人 口の拡

活動等 を通 じ地 域を 訪れる 人々の数、い わば「交流 人口」を増 やすこと

の 低下 につ ながり 、ひ いては 地域社会の 維持が難しく なるなど、 そのマ

大に 向け 、各 県が 競い合 うように 取り組んで おりますが 、現実には 、本

さらに 深掘 りし た検 討が必 要なように感 じておりま すが、知事 はいかが

イナ ス面 ばか りが 強調さ れており 、もちろん それはしっ かりと対応 して

県を 含む 多くの 地域 におい て、なかな か成果を上げ られずにい るのが実

に よっ て、仮 に定 住者 が減った としても地 域社会を維持 していこう とす

いく こと が重要 であ ります が、一方で 、人口密度が 低い方が有 利に働く

情で はないでし ょうか。

お考 えでしよう か。

場 合や 、高齢 化が 他の 地域に先 行して進ん でいくこと で本県が優 位に立
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「関 係」 が構 築され てお ります。 定住・交流 の促進とい う面では、大 都

るにまで発展し、何度も訪れるようになった方々など、各地で様々な

した 農家 民宿で オー ナーの 人情に触れ 、それが 親戚同様の お付き合いな

に 訪れ てくれ る鉄 道フ ァンの方 々、最初は観 光旅行だっ たものが、 宿泊

の こと を指 し、 本県 でも例え ば、秋田内 陸線をこよ なく愛し、 四季折々

なが りな どをべ ース に地 域との接 点を持って、 頻繁に訪れ てくれる方 々

ま す。 これは 、地 域に 住むこと は無理にし ても、そこ に暮らす人 とのつ

こう した中 、近 年、 「関係人 口」という 新たな考え が注目されて おり

企業 誘致 、文 化振興 など は、かな り重複した 事業を行っ ており、こう し

と 県、市町村 がそれぞれに 分担してい るほか、 人口減少対 策や観光誘客 、

分担 が比 較的明 確な 業務で すが、例え ば道路で は、その重 要度により国

村 の区 域を越 える もの などは、 主に県が担っ ております 。これらは 役割

港 湾、 高校 教育 や高 等教育な ど、一定の 規模が必要 なもの、効 果が市町

民生 活に 身近な サー ビス や義務教 育は、主に市 町村が担う 一方、空港 、

と なっ てきま す。 また 、大きく 分けると、 住民登録や 各種給付な どの住

た重 なり を整理 しつ つ、良 質な行政サ ービスを 提供していくこ とが重要

県で はこれ まで も、 市町村 の公共下水道 等の処理場 を廃止し、 県の流

た重 なりを そぎ 落と すこと で、スリムな 体制でも良 質な行政サ ービスの

こし や地 域づく り、 県内 各地に残る多 彩な伝統 芸能、古い 鉄道や産業 遺

域 下水 道に 接続す る取 り組み を進めてき ましたが、よ り一層の行 政の効

市圏 から遠 く、 他県 と比べ 優位に立ちに くいハンデ ィキャップ を抱える

産 など の保 存活動 、さ らには 農村部にお ける住民との 触れ合いや 農業体

率化 を図 るた め、 道路 や河川、公 営住宅など 社会資本の 維持、観光 プロ

提供 が可能にな るものと思 われます。

験な ど、 決し て他 県に 引けを取ら ない数多く の魅力があ りますし、 本県

モー ショ ン、企 業誘 致、福 祉行政など 、単一の市町 村ではなく 、複数の

本 県に おいて も、 「人 と人の関 係」という 視点で見れ ば、様々なム ラお

の社 会減 の多さ を裏 返して みれば、他 県に住む本県 関係者が数 多くいる

局の 代行 実施や 、一 部事 務組合な どの堅い仕組 みではない 簡便な形で 関

市 町村 が一体 的に 取り 組む方が 効率的なも のについて 、例えば地 域振興

県内 でも 関係人 口に 着目し た取り組み を始めている 市町村もあ ります

係 する 市町 村が 共同実 施でき るようなス キーム、さ らには共同 での民間

とい うことであ ります。
が 、三 期プ ラン を見る 限り、 移住や定住 に向けた取 り組みは明 確に位置

委 託な ど、幅 広い 手法 について 県がリードし て早急に検 討を進める べき

次 に、健康寿 命日本一県民 運動につい てお伺いい たします。

づ けら れてい るも のの 、関係人 口の拡大につ いては特に 触れられて おり
た 取り 組みや 、市 町村 のサポ ートに力を入 れるなど、 関係人口の 拡大に

県で はこ れま で、県 民が健 康に過ごせ る期間を伸 ばす運動に取 り組ん

と考えま すが、知事 の御所見を お聞かせくだ さい。

向け て積 極的 に取り 組ん でいくべ きと考えま すが、そうし た関係人口 拡

でおり ます が、 国が 三月に 発表した二〇 一六年の都 道府県別健 康寿命で

ませ ん。 市町村 の取 り組み が先行する 中、県と して、市町 村の枠を越え

大に向 けた 取り 組み につい ての基本的な 認識と、具 体的な取り 組みの方

は、 本県男性が 七一・二歳 で全国最下位 という残念 な結果にな りました 。

本県 男性 の健康 寿命 は少 しずつ伸びて いるもの の、全国順 位は前々回 調

向性 について、 知事の御所 見をお聞かせ ください。
次に 、人口 減少 社会 におけ る県と市町村 行政のあり 方について お尋ね
県人 口が 百万 人を 切る中、 地域を運営 する行政の サービスに ついても

四・ 五歳 と健康 寿命 が縮み 、順位も前 回の三位から 三十三位へ と大きく

毎回低下してきており、女性については、前回の七十五・四歳から七

査 の十 年が 二十三 位、 前回の 十三年は三 十九位、今回 はついに最 下位と

さら なる 効率化 が課 題とな っておりま す。県政と市 町村行政を 並べてみ

低下 しておりま す。

い たします。

る と、 両者に 部分 的に 重なり合 うところも あることか ら、今後は こうし
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県がこの三 月に策定 した「健康秋田 いきいき アクション プラン」で は、

村が 担う べきと いう ことに なるとは思 いますが 、北欧の杜公園 では、も

と より 通年利 用を 促進 し、様々 なソフト事 業も展開さ れており、 そうし

次 に、県・市 連携文化施設 についてお 伺いします 。

取 り組 みの柱 を食 生活 改善と運 動、たばこ に置き、健 康寿命の延 伸を図

ロ ーガ ンばか りが 先行 してい るようにしか 感じられて なりません 。関係

私は 、県 民が 全国に 誇れる ような文化 施設にすべ きだとの思 いから、

た状 況の 中で、 夏場 の雨 天時への 対応とあわせ 、より冬期 の利用も促 進

者も 懸命 に努 力して いる とは思い ますが、数 字を見る限 り日本一には ほ

二月議会 において、本 県を代表す る秋田杉の 活用を提案 いたしました が、

るこ とと し、生 活習 慣病 などのリ スク低下に向 け、働き盛 り世代を主 な

ど遠 いのが 現実 であ り、大 胆に取り組み を再構築す る必要があ るのでは

知 事か らは「 一定 の経 費はかか るものの積 極的に取り 組みたい」と の前

す ると いう 観点 に立 って、土 床式体育館 を整備する ということ はそれほ

ない でしょうか 。お隣の青 森県では、平 均寿命全国 最下位の返 上に向け 、

向き な答 弁をい ただ きま した。これま での説明 によれば、 内装などに 県

対 象に 、食 塩摂 取量 の低減と ともに野菜 ・果物の積 極的な摂取 、さらに

「だ し活 、健活 （け んか つ）、減塩推 進事業」 と称し、庁 内の健康福 祉

産 材を ふん だんに 用い るほか 、県内工芸 品なども活用 されるとの ことで

ど 難し いこと では ない と考えら れますが、知 事いかがで しょうか。 市町

部 門と 農林 水産部 門が 協力し 、だし製品 の開発と普及 による減塩 運動な

あり、 経費面では かかり増し になるもの の、数十年 に一度のこと であり、

は適度な運動と禁煙を呼びかけるなどの取り組みを進め、十年後には

どを 展開 して おり ます 。本県にお いても、庁 内各部局が 連携して、 県民

この 上は 、ぜひ とも すばら しい施設に していただき たいと考え ておりま

村が担う べきと一蹴 することの ない、前向 きな答弁をお 願いいたし ます。

にも わか りやす い、 またチ ャレンジす る気にさせる 取り組みを 前面に打

す。

「健 康寿 命日本 一」 を目指 すとしてお ります。 しかしなが ら、私にはス

ち 出し ていく 必要 があ るのでは ないでしょ うか。真の 健康長寿県 の実現

で見ら れま すが 、冬 場にな ると、「除雪 が一日の唯 一の運動」 だとか、

パー クゴ ルフ やグラ ウン ドゴルフ など、適度 な運動に興じ る光景が各 所

は欠かすことはできません。県内の高齢者を見ると、雪のない時期は

一方 、食生 活の 改善 とともに 適度な運動 も、健康長 寿を実現す る上で

あり ました。本 県では、ア クセスや駐車 場が大きな 議論になり ましたが 、

「公園 の雰 囲気 を味 わいな がらホールま でいらして ほしい」と の説明で

場者用 の駐車場は 設けており ませんでした 。この点に ついて、施 設側は、

さ れて おり、 最寄 りの 地下鉄 駅までは約七 百メートル もありなが ら、来

なる もの であり まし た。こ のホールは 、札幌市 中心部の中 島公園に設置

こう した 中、産 業観 光委員 会の県外調 査で札幌市の コンサート ホール

「家の中に閉じこもっているだけ」という方々も多い状況ではないで

知事 が基 本的な 考え 方と して、「施設 は中心市 街地に配置 し、アクセ ス

に向 け、 幅広い 取り 組み を加速し ていくことが 大切ですが 、これまで の

しょ うか 。やは り私 がこ の二月議会で 提案した 土床式体育 館が、高齢 者

は 公共 交通 機関の 利用 をメイ ンに考える べき」と述べ てきたこと と共通

「 Ｋｉ ｔａ ｒａ （きた ら）」 を視察しま したが、ま ちづくりと の調和や

が 年間 を通 じて運 動で きる施 設としてク ローズアップ されてくる ものと

する もの であ り、 秋田駅 から広小 路のにぎわ いやお堀の 風景を楽し みな

取 り組 みへ の評 価、さ らには 庁内連携を 含む今後の 運動の進め 方につい

思い ます 。二 月議 会では 、県立北 欧の杜公園 への設置に ついてお聞 きし

がら 来て いただ く、 そして それが町中 の施設として の魅力向上 につなが

利 用者 への配 慮、 北国 の地域性 に対する工夫 がすばらし く、大変参 考に

まし たが 、知事 から は「基 本的に市町 村が担うべき 」との御回 答であり

ることが期待できるものと考えております。札幌市の「Ｋｉｔａｒａ

て、 知事の御所 見をお聞かせ ください。

ま した 。確か に、 単独 でぽつん と特定の地 域につくる のであれば 、市町
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発 表会 に参加 して きま したが 、ともに歌う 仲間にとっ て、新たな 文化施

慮が 感じ られま した 。私も 地域の合唱 団の一員 として、県 民会館などで

が 集う ことが でき る喫 茶スペー スなど、随所 に利用者へ のきめ細か な配

ロ ーク が完 備さ れて いるほか 、楽屋のレ イアウト、 さらには演 技者同士

がコートを着用して来場する冬場に対応するため、コート収納用のク

文 化施 設とほ ぼ同 程度 の規模で ありますが 、細部を見 ると、多く の方々

みを 、県 や市 町村が 中心 となって 構築するな ど、それぞ れの事情を踏 ま

て 参加 させた り、 同じ 系統の 行事同士で演 じ手を融通 し合うよう な仕組

伝承 して いくた めに は、も う一歩踏み 込み、集 落以外の人 を演じ手とし

こ とは 避けら れな いこ とのよう に思われます 。貴重な民 俗芸能を確 実に

子 化の 進行 によ って 、地域内 だけでは、 いずれ担い 手確保が困 難になる

村と 連携 し、学 校教 育に 取り入れ るなどの対策 を講じてお りますが、 少

こ のよ うに、 地域 の民 俗芸能が存続 の危機に 瀕する中、 県も地元市 町

ではなく 、用具の修 理、更新には 苦労してい るのが現実 であります 。

設はまさに「晴れの舞台」になるとともに、聞きにきてくれる方々に

えた 存続策 を模 索し ていく べきだと考え ますが、教 育長の御所 見をお聞

（き たら ）」は 、大 ホール 約二千席、 小ホール 約四百五十席と 、本県の

とっ ても、 ドレ スア ップし て向かう「新 たな街への お出かけ」 でありま

また 、民俗 芸能 の存 続には 用具の修理や 更新も大切 であり、県 でも用

かせ ください。

この ように 、文 化施 設には 日常とは異な るプレミア ムな高級感 を醸し

具 の修 理に 対する 助成 制度を 設けており ますが、地元 市町村と役 割分担

す。
出 して いた だきた いし 、また 、ふだん経 験できない何 気ない気配 りもま

しな がら 、こ れま で以 上にきめ細 かな対応を 講じるべき と考えます が、

最後 に、世界遺 産登録につ いてお伺い いたします 。

た大 切で あり ます 。新 たな文化施 設において も、建物の 外観や内装 の秋
配 慮し た機能 、演 じ手 や聞き手 がリラック スして「晴 れの場」を 楽しむ

この七月、国の文化審議会において、「北海道・北東北の縄文遺跡

教育長の 御所見をお 聞かせくださ い。

こと がで きる楽 屋や ホワ イエ周り の雰囲気づく りなど、名 実ともに秋 田

群 」が ユネ スコ 世界文 化遺産 の推薦候補 に選定され ました。北 秋田市の

田ら しさ ととも に、 コート を収納する クロークのよ うな、当地 の気候に

ら しい 施設 づく りを進 めるべ きと考えま すが、知事 の御所見を お聞かせ

た多 くの 市民の 皆様 ととも に吉報を喜 び合いま したが、六 度目の挑戦に

伊 勢堂 岱遺跡 も登 録候 補であり 、審議会の当 日は、市内 の施設に集 まっ

次に、民俗 芸能の伝 承について お伺いします 。

し てよ うやく 国内 推薦 候補に 選ばれたこと は、多くの 関係者の方 々の粘

くだ さい。
本 県は 、四つ のユ ネス コ無形文 化遺産に加え 、全国最多 となる十七 の

者がい ないという 状況に陥っ ているもの も少なくない と聞いてお ります。

成 二十 五年 には二 百七 十二件 まで減少し 、今の演じ手 が引退すれ ば後継

続が 難し くなっ てき てお り、平成五年 には三百 十五件あっ たものが、 平

が ら、 近年は 人口 減少 や少子高 齢化により 、県内の民俗 芸能の維持 ・存

文化資 源が 、地 域の 方々の 手で脈々と受 け継がれて おります。 しかしな

最短 とな る二〇 二〇 年の登 録を目指し ていただきた いと思いま すが、登

控え てお りま す。 私とし ては、関 係道県と緊 密な連携の もと、ぜひ とも

ク リア など 、世界 遺産 委員会 の審議と登 録までには幾 つかのハー ドルが

おり 、ま ずは国 内推 薦の 獲得、その後 はユネス コ諮問機関 による審査 の

は 各国 からの ユネ スコ への推薦 枠が毎年一 件に制限され ることとな って

これに より 登録 に向 けて大き く前進したわ けですが、 二〇二〇年 以降

り強い 御努力のた まものであ り、心より敬 意を表した いと思いま す。

私の 地元 にある 国重 要無形 民俗文化財 の根子番楽の ように、知 名度があ

録 に向 けた今 後の 見通 しと早期 登録に向け た取り組み について、 教育長

国指 定重 要無 形民俗 文化 財を有し ているなど 、県内各地で 貴重な地域 の

り 、文 化財と して 貴重 な価値を 持つもので ありながら 、担い手不 足だけ
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全 体で の盛 り上 がり としては 、いま一つ といった感 じがしてお ります。

を見 せて おりま すが 、候 補地が県 北部に偏って いることも あってか、 県

さ て、 今回、 推薦 候補 に選定された ことに地 元では大変 な盛り上が り

す 。学 術や教 育の みな らず、県 民共通の心の よりどころ として、ぜ ひと

内 外に 対し 情報 を発 信できれ ば、地域の 発展にもつ ながるもの と思いま

認定 する ことで 、県 民が 地域を学 び、理解し、 誇りを持つ とともに、 国

の 資源 があり ます 。こ うした県 民にとって かけがえの ない資源を 遺産に

大の 八郎 潟干拓 地の 広大な 景観、マタ ギの風俗 、秋田県民歌な ど数多く

し かし ながら 、世 界遺 産の認定 は本県の知名 度を高め、 国内外力ら の多

も「 秋田 遺産」 制度 の創設 を御検討い ただきた いと思いま すが、知事の

の御所見 をお聞かせ ください。

くの 来訪 者など 全県 的な波 及効果が期 待できる ほか、県民 全体の誇りに

御 所見をお聞 かせください 。
た。（拍 手）
●議長 （鶴田有司 議員）

県 当局の答弁を 求めます。

以上 で私 の質 問を終 わりま す。御清聴 まことにあ りがとうご ざいまし

も つな がるも ので あり ます。 こうした絶好 の機会を生 かし、県全 体の活
力の 創造 につ なげて いく ためには 、各遺跡の 充実した展 示内容、学校 教
育や 生涯学 習で の紹 介、観 光ルートへの 組み込み、 近くにある 世界自然
遺 産白 神山地 との 連携 などが必 要になって きますし、 しっかりと準 備し

おはよ うございま す。近藤議員 の一般質問 にお答

【知事（ 佐竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐 竹敬久 君）

ておく ことが重要で あります。
世 界遺 産登 録は、 この 夏の金農 の活躍に続 き、本県が国 内外の注目 を

えを申 し上げます 。
でご ざいます。

まず 、人口 減少 への 対応につ いて、第三 期プランの加 速化パッケ ージ

浴び るま たと ない チャ ンスでもあ り、関係部 局が一体と なって登録 に向
けた 諸準 備に取 りか かるべ きと考えま すが、総合的 な活用の視 点に立っ
た知 事の御所見 をお聞かせ ください。

無形の財産の 中から、 道民全体の 宝物として 、開拓期の 鉄道や港湾施 設、

「北 海道 遺産 」とい う制 度があり 、次の世代 へ引き継ぎた い道内の有 形

世 界遺 産登録 をと もに 目指す 北海道には、 地元のＮＰ Ｏ法人が運 営する

県で 独自 に遺産 制度 を設け ている地域 もありま す。今回、 縄文遺跡群の

か らも 北前船 寄港 地・ 船主集落 が認定されて おりますが 、さらに都 道府

産 」の ほか 、国 内では 文化庁 が「日本遺 産」制度を 設置してお り、本県

や 県議 会の御 意見 を踏 まえなが ら、順次、 取り組み内容 の具体化を 図っ

今後取 り組 むべ き人 口減少 対策の方向性 を示したも のについて は、県民

り組 みに つい ては、 既に 六月補正 予算に計上 したところで ありますが 、

を 示し たとこ ろで ござ います 。この中で、 早急に実施 する必要が ある取

「人 口減 少下に おけ る経済 力の維持」 という新 たな視点か らの取り組み

労 働 力 人 口 の 減 少 に 伴 う 地 域 経 済 の 縮 小 と い う 課 題 に 対 応 す る た め、

し た人口減少 社会の克 服に向けた 「攻め」と「 守り」の取 り組みに加 え、

加速 化パ ッケー ジで は、「 第三期ふる さと秋田元気 創造プラン 」で示

教 育施 設、さ らに は自 然景観な ど五十二の 遺産を登録し 、地域の活 性化

てまいり たいと考え ております 。

さて 、自 然・文 化の 継承に 関する制度 としては、ユ ネスコの「 世界遺

につなげ ようとして おります。
など の鉄 道施 設、 阿仁銅 山や院内 銀山、八橋 油田などの 鉱業施設、 さら

生産 性の 向上や 様々 な地域 課題の解決 に取り組んで いくことも 重要であ

あるこ とを逆手に 取り、第四 次産業革命 のイノベーシ ョン等を活 用して、

議 員の 御指 摘のと おり 、本県が 人口減少や 高齢化等の課 題の先進県 で

には 秋田 犬や比 内地 鶏、ハ タハタ、あ きたこまち、 秋田杉など 本県固有

る と考 えてお りま す。 このため 、パッケー ジでは、大 規模農業の 展開に

本 県に おい ても、 例え ば秋田内 陸線や由利 高原鉄道、旧 小坂鉱山鉄 道

の 動植 物、ド ラゴ ン・ アイなど 、ほかに例 を見ない自 然現象、我 が国最
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材開 発等 に取り 組ん でい くことに しており、今 後、こうし た取り組み の

支 援等 を進め るほ か、 ユニバー サルツーリ ズムの推進 や高齢者向 けの食

向け たロ ボット 農機 の研究 や、少子高 齢化に対 応した高機能製 品の開発

持 って おり 、事 務事 業の共同 実施などの 連携は一層 重要になる ものと認

て、将来における市町村の行政サービスの維持について強い危機感を

県 では 、今年 三月 の国 立社会保障・ 人口問題 研究所の人 口推計を受 け

次に、県と 市町村行 政のあり方でご ざいます 。

識 して おりま す。 これ までも、 「人口減少社 会に対応す る行政運営 のあ

さ らなる充実 を図って まいります 。
最 重要 課題で ござ います 人口減少社 会を克服する という気概 を持ち、

であ ります 。ま た、 今後は 、ソフト事業 や公共施設 、基礎的事 務などに

り方 研究 会」な どに おいて 、市町村と 研究・協 議を行い、 道路・橋梁に

次に、「関 係人口」の拡 大でござい ます。

お いて 、地域 の課 題や ニーズな どを俯瞰し 、市町村の 区域を越えて 拡大

本県 が有 する有 形無 形の資 源を総動員 しながら 、時代を先 取りした取り

移 住に は至ら ない ものの 、観光交流 など地域 と多様なか かわりを持つ

して いき たいと 考え てお り、例えば複 数の市町 村による企 業の人材確 保

か かる 点検業 務の 包括 発注や 、新たな電子 申請システ ムの整備に 合わせ

人々を「関係人口」と捉え、将来的な移住への期待も込めて、観光リ

対 策や 、子 育て施 設・ 体育施 設などの相 互利用、事務 体制の共同 化など

組 みを 積極果 敢に 展開 し、「 時代の変化を 捉え力強く 未来を切り 拓く秋

ピ ータ ーや ふるさ と会 等との つながりを 持とうとする 取り組みが 、全国

が挙 げら れま すが 、実 際に連携す る事務の種 類や市町村 の組み合わ せに

た共 同利 用の 拡大な ど、 市町村と の連携の取 り組みを進 めてきたとこ ろ

的に 広が って きて おり ます。本県 においても 、地域外の 方々とのネ ット

つい ては 、生活 圏や 市町村 の状況など に応じて、弾 力的に捉え ていく必

田」を つくり上げ てまいりま す。

ワー クを 強化す る市 町村が 増えてきて おり、鹿角市 では、参加 者を「鹿

要が あると考え ております 。

だ わら ず、 市町 村の意 向を踏 まえながら 柔軟な手法 を検討する など、具

こう した ことか ら、 自治体 関連携の構 築に当たって は、国の制 度にこ

角家 」の家族と 見立てた交 流イベント を開催し ているほか、横 手市では 、
地元 出身 者等を 「応 援市 民」とし て地域の活性 化策を企画 ・実践して も
ら う仕組みを つくるな ど、特色あ る取り組みが 進められて おります。

など 地域 を活 性化 する人 材として 、地域の様 々な課題の 解決に深く かか

例 えば 、伝 統行事 や農 業など の担い手と して、あるい は起業や事 業承継

田ファン 」づくりに 取り組んで きておりま す。こうし た取り組みに 加え、

県 外在 住者と の交 流機 会を創出 し、秋田の 暮らしに深く 関心を持つ 「秋

域資源 を活 用し て秋 田で起 業を目指す「 ドチャベン 」事業の推 進など、

田へ の回 帰の 呼びか けや 仕事体験 を重視した ツアーメニュ ーの提供、 地

潜 在層 と捉え てお りま す。こ のため、市町 村と密接に 連携しなが ら、秋

に持 続的 にかか わっ ていた だける方々 であり、 将来の移住 にもつながる

在で 六百 三十七 社ま で増え たほか、今 年度から新た に開催され た「大仙

康経 営宣 言事 業所 数は、 平成二十 八年度の百 二十五社か ら今年八月 末現

提 供に 積極 的に取 り組 んでき た結果、例 えば、協会け んぽ秋田支 部の健

いり まし た。こ れま で、 協議会会員が 健康づく りに関する 啓発や機会 の

き アク ション プラ ン」 を策定し 、県民総ぐ るみの取り組 みを展開し てま

会」を 設立 する とと もに、 県民運動の基 本計画とな る「健康秋 田いきい

民運 動の 推進 主体と して 官民協働 による「健 康づくり県民 運動推進協 議

ま ず、 取り組 みへ の評 価と今後 の進め方でご ざいますが 、昨年度、 県

次に、健康 寿命日本 一県民運動 でございます 。

体の 協議を行っ てまいります 。

わっ てい ただく よう 働きか けるなど、 本県とのきず なづくりを 積極的に

市 健康 ウォー ク」 や「 男鹿線沿 線ウォーキ ング」には それぞれ百 五十名

県 とし ても、 「関 係人口 」は様々な 形で県外から 地域の維持 ・活性化

進め 、「関係人 口」の拡大 につなげて まいります。
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以上 が参 加する など 、県民 の健康に対 する意識 と行動が着実に 変わって
き たところであ ります。

たところ であります 。

約 二千席の高機 能型ホール と約八百席 の舞台芸術 型ホールにつ いては、

県 民運 動の 内容 が一 層県民に わかりやす く、またチ ャレンジし やすい環

で 胸が 躍る、 まさ に「 ハレの場 」にふさわし い劇場空間 にしたいと 考え

産 材で 壁面 が彩 られ た二つの ホールの醸 し出す格調 高い雰囲気 に、期待

様々 な芸 術文化 活動 が放 つ輝きで 包み込まれる 特別なゾー ンであり、 県

境 整備 を図る とと もに 、全庁的 に健康づくり 施策を推進 するため、 庁内

てお りま す。ま た、 ガラス 越しにお堀 や中土橋 通りを見渡 せる広いホワ

今後は 、こうした 健康イベント を健康ポイ ント事業と 結びつける など、

連携会議を定期的に開催し、地場産品を活用した食品提案や文化・ス

イ エは 、幕間 のく つろ ぎの場 となるほか、 公演のない 日にあって も、明

るく 見通 しの 良いエ ント ランスロ ビーととも に開放され 、県民の憩い の

ポ ーツ活動な ど幅広い分野 で部局横断 的に取り 組んでまい ります。
次に、 北欧の杜公 園への通年 利用型体育館 の整備につ いてであり ます。

スペース として活用い ただけるも のとなって おります。

こ れま で、施 設が 有すべ き機能につ いて、ワ ークショッ プを開催し、

県立 北欧の 杜公 園は 、広域的 な利用を目的 として整備 され、良好 な針
葉 樹林 、池や 広々 とし た草地な どが北欧的 な雰囲気を 醸し出し、四 季の

ので 、屋 内体育 施設 を活用 した運動に ついては、健 康長寿を実 現する上

会が 制限 され 、高 齢者 に限らず一 般的に運動 不足が懸念 されており ます

御 指摘 のと おり雪 国で ある本県 では、冬期 間における屋 外での運動 機

性 に留 意しつ つ、 十分 な数を確 保するとと もに、出演 者同士で歓 談でき

スペ ース を確保 した いと考 えておりま す。また、楽 屋について も、機能

にし たほ か、 イベ ント 主催者の判 断により、 クロークと して活用で きる

場 所を 望む 声が多 かっ たこと を踏まえ、 コインロッカ ーを配置す ること

県民 の意 見を聞 きな がら 検討を重ねて まいりま したが、手 荷物の預か り

で 意義 がある もの と考 えており ます。既存 の屋内施設 としては、 県が整

るア ーテ ィスト ラウ ンジ も設ける など、出演者 がリラック スできるよ う

移ろい を肌で感じら れる、自然 豊かな公園 であります 。

備し た大 館市の ニプ ロハ チコ公ド ームのほか、 北秋田市内 には、市が 整

配 慮しており ます。

現 在、 実施設 計作 業と併 行して、自 主事業のあり 方や開館時 間、利用

備 した 五カ 所の 施設が あり、 冬期間や雨 天時におい て幅広く利 用されて
い ると ころで あり ます が、地域 住民にとって 身近な体育 施設のさら なる

料金 など 、運営 の基 本方針 となる運営 管理計画 の検討を進 めており、今

に親し まれる施設 にしてまい ります。

整備 につ いては 、一 義的に は地元市町 村の役割 だと認識し ております。
問い 合わ せが 寄せら れて いると伺 っておりま すが、県とし て新たに整 備

次に、世界遺 産登録でご ざいます。

後 とも ハード ・ソ フト の両面 から秋田らし さを追求し 、長く県民 の皆様

すると なれ ば、 おの ずと広 域的かつ大規 模な施設と なることか ら、ニー

ま ず、 世界遺 産の 総合的 な活用でご ざいます が、「北海道・ 北東北の

な お、 北秋田 市に 対し 、市体育 協会から土床 式体育館の 整備につい て

ズ を踏 まえた 必要 性、 費用対効 果など、根 本からの議論 が必要であ ると

縄文 遺跡 群」が 、七 月の 文化審議会に おいて世 界文化遺産 の圏内推薦 候

補 に決 定さ れたこ とは 、秋田 県議会縄文 遺跡群登録推 進議員連盟 の皆様

考えてお ります。
次 に、県・市 連携文化施 設でございま す。

世界遺産 の本登録に 向けて、四道 県一体とな って取り組 んでまいり ます。

のお 力添 えの たま もので あり、心 から感謝を 申し上げま す。今後と も、

ので あり 、芸術 文化 の殿堂 として、将 来にわたって 県民から愛 され、親

県 内に ある二 つの 構成資 産について は、保存 ・活用の拠 点施設であ る

この 施設 は、 千秋 公園と一 体となって 県都秋田市 のシンボル となるも
し まれ るもの とな るよ う、幅広 く意見を聞 きながら構 想を練り上 げてき
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大湯 スト ーンサ ーク ル館と 伊勢堂岱縄 文館が整 備され、ボラン ティアガ

継承 には 、これ まで の伝統 を尊重しつ つ、時代 の変化に柔軟に 対応しな

この よう な状況 の中 、既に 県内におい ても、地域外 から参加者 を呼び

が ら後継者を育 成していく ことが必要 であると 考えております 。

てき てお ります 。縄 文遺 跡群が世 界文化遺産に 登録された 際には、自 然

入 れた り、 複数 の保 存団体が 協力して笛 の奏者を育 成したりす る取り組

イ ドも 活動し てい るな ど、地元 では観光客 の受け入れ 態勢の充実 を図っ
遺 産「 白神 山地 」と 文化遺産 が近接し、 原始の自然 と歴史的価 値の高い

み が行 われて おり 、こ うした先 行事例を他の 団体へ情報 提供するな ど、

ま た、 民俗芸 能等 の保 存団体に 対しては、用 具修理への 助成を続け て

遺 跡の 双方を 一度 に巡 ることが できることか ら、自然愛 好者や歴史 好き
な るも のと考 えて おり ます。 こうした絶好 の機会を生 かし、今後 は遺産

きて いる とこ ろであ りま すが、加 えて、囃手 や演じ手な ど後継者を育 成

伝統芸能 継承の一助 となるよう 積極的に取 り組んでまい ります。

の魅 力を 国内 外に広 くＰ Ｒすると ともに、旅 行エージェ ントやメディ ア

する 取り組 みに 対し ても、 個々の実情や ニーズに応 じて、でき る限りの

の方 など 幅広い 層の 観光客 にアピール できる、 強力な誘客 コンテンツに

への 売り込 みを 強化 するな ど、世界遺産 登録後を見 据えた準備 を進めて

支援 を行ってま いります。

次に 、「北 海道 ・北 東北の 縄文遺跡群」 の登録に向 けた見通し と今後

まい ります。
次に、 秋田遺産制度 の創設でご ざいます。

の 取り 組み につい てで ありま すが、この たびの決定に 際しまして は、県

世 界遺 産本登 録に 向け ては、二〇二 〇年度の 審査から一 国一件の推 薦

本 県は 、長 い歴史 と伝 統に根差 した有形無 形の様々な資 源を有して お

産 とい う名を 冠す るこ とによっ て生き生き とした「ダ イナミズム 」を失

となる ため、奄美 ・沖縄の自然 遺産候補と の調整もあ りますが、 今後は、

議会 の皆 様か ら力 強い 御支援を賜 りましたこ とについて 、私からも この

うも のが あり、 また 、人 や地域に よってその捉 え方も多種 多様で多岐 に

今 月末 に英 文に よる推 薦書の 暫定版を、 二月一日ま でには正式 版を国か

り、 それ らは まさ に秋 田の活性化 の原動力と なる財産で あります。 この

わ たる もの と思 われま す。こ のような制 度を創設す るに当たっ ては、客

ら ユネ スコに 提出 する 予定であ ります。その 後、来年夏 ごろには国 際記

場をおか りして心か らお礼を申し 上げます。

観的 な選定基準 の設定も含め 、より幅広 く検討する 必要がある ことから、

念物 遺跡 会議「 イコ モス」 の調査員に よる現地 調査を受け 、再来年の六

中に は、 過去か らの つなが りにおいて 未来に残すべ き遺産と、 むしろ遺

識者 の意 見を踏 まえ 、当面 、様々な事 例につい て情報収集 などに努めて

月 ごろ に行わ れる 世界 遺産委 員会での採択 を経て、本 登録される ことを

機関 への 対応が 増加 する ことから、四 道県が一 体となり鋭 意取り組む と

よ り、 イコモ スの 現地 調査やユ ネスコから の追加情報の 要請など、 海外

本登録 を見 据え た今 後の取り 組みについて は、国内の 機運醸成は もと

目指し てまいりま す。

ま いりたいと 考えておりま す。
私から 以上でござ います。
近藤議員 から御質問の ありました 、民

【教育委員会 教育長（米 田進君）登 壇】
●教 育委 員会 教育長 （米 田進君）

俗芸能の 伝承につい てお答えい たします。

一点、 再質問させて いただきま す。

と もに 、海 外に向 けた 縄文遺 跡群の価値 の発信等にも 力を入れて まいり
たいと 考えており ます。

本 県に 伝承 されて きた 多数の民 俗芸能や祭 り・行事には 、それぞれ 固
有の 背景 と伝 統の もとで 、参加者 の範囲と役 割、開催日 等に一定の 決ま

以上でござ います。
●三十 二番（近藤 健一郎議員 ）

りが あり 、少子 高齢 化や人 口減少と相 まって、現状 のままでは 各地域に
お ける 継承者 の確 保が 困難にな っていくも のと捉えて おります。 今後の
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北海 道・北 東北 の縄 文遺跡群 のことで答 弁をいただ きました。こ れが
世 界遺 産とな れば 、今 の北海道 の大きな地 震、被害を 受けてる北 海道の
皆様 にと りまし て復 興へ の弾みと なると思いま すし、人口 減少で苦し ん

午前十時五 十分休憩

りと 届け てい ただ きた いと思いま すが、知事 のお考えを お聞かせく ださ

の 思い 、そ してま た鹿 角市の 思い、本県 を含めた四道 県の思いを しっか

総理 、そ してま た菅 官房 長官、関係大 臣、関係 各位に力強 く、北秋田 市

房 長官 にこれ まで も陳 情要望し ていただい ております が、これから も、

ない なと思 って いる ところ でございます 。知事にお かれまして は、菅官

地域 の思 いを しっか りと 国に届け ていってほ しいし、い かなければな ら

弁 にもありま したように、 これからが 本当の正 念場と思っ ておるわけで 、

力強 い答 弁をい ただ きまし た。ただ、 これから が

先ほ ど教育長の答

知 事か ら「登 録に 向け 、四道県 と一体となっ て取り組ん でいく」と いう
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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

午前十一 時十分再開

い。

二 十五 番

石

谷

賢一郎

三十八番

小

木

四十 一名

県 会議員の先 生方、大 変皆さん一 緒になって協 力をいただ いておりま す。

二 十八番

土

藤

敏

四 十 番

鈴

員

今 年に なって 、私 ども 四道県で 今まで三回、 今度四回目 を十月に行 う予

三 十 番

近

藤

正

一

四十二番

議

定です。 また、これ から集中的 に、いろいろ な予算時期 ですので、 各県、

三 十二 番

佐

田

司

席

あ るい は各県 が一 緒に なって 様々なルート で、これを プレッシャ ー

三十 四番

柴

口
有

司

出

プレ ッシ ャー という か、 国に対し 陳情要望を 行ってまいり ますが、ひ と

三十七 番

川

田

康

で おり ます 北東 北三 県の活性 化にも弾み が出てくる と思います 。先ほど

つ別の要素が ございま す。沖縄県 知事選挙、 あの基地問 題。あの問題 と、

三 十九番

鶴

林

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

この件に関 しては、国会 議員の議員 連盟、また 、

一

聡

喜

相 当政 治的な 駆け 引き 、これが どうなるか 。これは私ど も知るよし もご

四十 一番

北

【知事 （佐竹敬 久君）】

ざい ませ んが、 そう いう こともござい ますけれ ども、我々 としては、 あ

四 十三番
三十二番 近藤議員の 質問は終わ りました。

地方自治法 第百二十一 条による出席 者

く まで も真 正面か らし っかり これを要望 するという姿 勢で臨んで まいり
ます。
●議長（鶴 田有司議員 ）

暫時 休憩いたし ます。再開 は十一時十 分といたしま す。
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休憩前に同 じ
●議長（ 鶴田有司議 員）

休憩前 に引き続き 会議を開き ます。

日 程第 一、 一般 質問 を継続いた します。九 番加藤議員 の発言を許 しま
す。
【九番（加 藤麻里議員 ）登壇】（ 拍手）

返してい ます。

そ こで 、知事 に伺 いま す。新聞報道 によると 、知事は九 月三日の定 例

記者 会見 で、「 地元 の判 断を一番 尊重すべきだ 」との見解 を述べられ て

い ますが、今 回の新屋 勝平地区の 決定をどの ように受け止 めているの か。

ま た、 新屋勝 平地 区の 反対を受 けて、今後、 防衛省に対 しどのよう な態

度で臨む つもりなの か、お聞か せください 。

ス リー の撤 収も 行われ る中で 、県民の意 見も、「北 朝鮮が怖い から配備

れて いる 北朝鮮 情勢 が以 前に比べ て緩和され、 避難訓練の 中止やパッ ク

改 めて 言うま でも あり ませんが、イ ージス・ アショアの 配備理由と さ

こう した 常に住 民の 立場に 立った知事 の対応に対し 、敬意を表 します。

だすな ど、様々な リスクの解 明に向け、 防衛省と対 峙してこられ ました。

は 許さ ない という 姿勢 で、保 安距離の確 保が困難であ るという問 題をた

な見 識を もとに 、配 備さ れることによ って住民 生活に影響 を与えるこ と

民 との 間で様 々な やり とりが行 われてきま した。この 間、知事は専 門的

六月 一日の 防衛 省の 説明を皮 切りに、防衛 省と県や市 、地元住民 や市

はじめ に、イージ ス・アショ アの配備問題 について伺 います。

の合 意事項です が、市が規制 の内容を知 ったのは合 意後だった そうです。

と 言わ れて いま す。し かも、 配備計画は アメリカ政 府とポーラ ンド政府

て企 業も 進出し てこ なく なり、そ の経済的損失 は二十五年 間で九百億 円

き た風 力発電 施設 の建 設を断念 せざるを得 なくなった ほか、規制 を嫌っ

電施 設は 建設禁 止さ れてい るというぐ あいです。こ のため、市 が進めて

には アメ リカ 軍の 合意 が必要であ ったり、四 キロメート ル以内の風 力発

た くさ んの 制限が 加え られ、 例えば高さ 十五メートル 以上の建物 の建築

ラン ドの レジコ ボ基 地か ら四キロメー トルに位 置するスウ プスク市は 、

から運用が始まるポーランドについてのリポートがありました。ポー

その 中で、 今現 在、 イージ ス・アショア の配備が進 められ、二 〇二〇年

備問題 が取り上げ られました 。知事もごら んになられ たかと思い ますが、

七 月四 日のＮ ＨＫ 「ク ローズア ップ現代」で 、イージス ・アショア 配

も 仕方 ない」 とい うも のから、 「配備を急ぐ 必要はある のか。住宅 地に

番組 の中 で住民 が発 した「 決定してか らでは遅 すぎました 。全てが決ま

社 民党会派の 加藤麻里 です。

配備 する のは問 題で はない か」という ものに変 化してきて いるように感

る 前に 疑問を 解消 すべ きでし た。基地を建 てようとす る人たちか らだけ

●九 番（加藤麻 里議員）

じます。魁新報社が行った県議会議員、秋田市議会議員に対するアン

でな く、 多く の専門 家に 検証して もらうべき です」という 言葉は、私 た

防 衛省 は、現 時点 で風力 発電施設の 建設や飛 行機の運航に影 響はない

ケー トで も、 「新屋 への 配備には 反対」と答 えられた議員 が、「どち ら
配 備候 補地で ある 演習 場に最も 近い秋田市 新屋勝平地区 振興会では 、七

との 見解 を示し てい ます が、その他全 てのささ いなことに ついても、 一

ちに重要な教 訓を示し てくれてい るように思 います。

月二 十五 日の理 事会 で、 イージス・ア ショア配 備への反対 を決定し、 知

つ 一つ 規制 や影響 がな いのか 検証すべき と考えますが 、知事の所 見をお

かといえば反 対」も含 め、両議会 とも半数を 超えました 。こうした中 で、

事や市長に対し、「国に対して『配備計画は撤回を』の姿勢で臨むよ

聞かせ ください。

家 族が 、ミサ イル 基地 がある新 屋勝平地区 とそうでな い地区を比 較して

次に 、経済 的損 失に ついてで す。もし秋 田市に転居し ようとして いる

う」 要望 書を 提出 してい ます。一 方、防衛省 は、「地元 の理解と協 力が
得られな い場合、新 屋に配備しな いこともあ るのか」と いう質問に 対し、
「 理解 を得ら れる よう 丁寧に説 明していく 」と、はぐ らかす答弁 を繰り
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か。 また、 経済 的損 失など の試算がされ ていない場 合、今後試 算の予定

よう な影 響が 出ると 考え ているの か。経済的 損失の試算 はされている の

民 にも 公表し て導 入可 否の判 断材料とすべ きと考えま す。現段階 でどの

な規 制が あると すれ ば、そ の損失も含 め経済的 損失につい て試算し、住

の 人口 減少に 拍車 がか かるので はないかとい う心配は否 めません。 様々

し ょう か。 また 、仮 に配備さ れた場合、 三十年間の 運用で新屋 勝平地区

ドローブが降り注ぐようなところは、あえて選択しないのではないで

親 御さ んであ れば 、教 育と生活 環境には敏 感で、微量 でも電磁波 のサイ

条件 が似 ていれ ば、 あえて 基地がある 地区を選 ぶでしょうか。 特に若い

てお りまし た。 こう した看 護における公 立専修学校 から大学へ の移行の

県立 総合 衛生 学院を 県立 大学の看 護学部とし て開学する ことを述べら れ

月 議会 で小原 正晃 議員 も一般 質問で取り上 げ、富山県 で来年四月 から、

受験 生か ら保護 者、 そして 雇用する側 からも届 いています 。昨年の十二

る 時期 に来て いる ので はないか 、という切羽 詰まった声 です。その 声は

で す。 中で も多 いの が、そろ そろ衛生看 護学院を四 年制の大学 に移行す

てよ く聞 かれる こと の一 つが、県 南にも四年制 の大学が欲 しいという 声

県 議会 議員に なっ て八 年目を迎えま したが、 この間、地 域を回って い

次に、衛生 看護学院 の四年制大学へ の移行に ついて伺い ます。

囲な 課題 への対 応な ど、 地域の保健・ 医療・福 祉政策にお いて質の高 い

動 きは 、高齢 化の 進展 や在宅医 療の充実、 児童虐待の 早期発見等の 広範

最後 に、防 衛省 は、 レーダ ーの強さやサ イドローブ の範囲など 肝心な

人 材が 求め られて いる という こと等が背 景となり、全 国的な動き となっ

はあ るのか、知 事の所見を お聞かせくだ さい。
こ とに つい ては防 衛上 お答え できないと して、何一つ 明らかにし てくれ

ていま す。

大卒 は県内 定着 率が よくない と心配され る方もいるよ うですが、 地元

ませ ん。 先ほ ど述 べた ポーランド の住民の言 葉のように 、県独自で 専門
家に 依頼 し、検 証し てもら うべきだと 考えますが、 知事の所見 をお聞か

び 、新 規就農 者も 巻き 込むな ど、地域の活 性化にもつ ながってい ます。

きな 期待 が寄せ られ ていま す。園芸メ ガ団地で は地域に合 った作物を選

大 を狙 った、 県農 政始 まって以 来の画期的な 事業であり 、県内外か ら大

知 事の 肝い りで 始まっ た園芸メ ガ団地事業 は、園芸作 物の飛躍的 な拡

次に、 園芸メガ団 地事業につい て伺います 。

アシ ステ ムの 推進に 向け 、人口及 び疾病構造 の変化に応じ た適切な医 療

秋 田県 、中で も県 南地 区にお いては、地域 医療構想の 実現や地域 包括ケ

らな い問 題はも ちろ んある と思います 。しかし 、少子高齢 化が一層進む

保 が困 難では ない かな ど、人的 ・物的・予算 的にもクリ アしなけれ ばな

る ため 、教 育す る側の 体制整 備が難しい ことや、少 子化時代に 学生の確

大学 に移 行する こと によ って、現 在四十人であ る定員を増 やす必要が あ

病院 での実習受 け入れは、 定着率の大 きな鍵に なっているとも 思います 。

しか し、 平成 二十九 年度 において フルに稼働 している五カ 所の団地の う

供給体 制の 整備 が必 要であ ります。今こ そ、こうし た本県の課 題にも対

せく ださい。

ち、当 初目 標と した 販売額 一億円に届い ているのは 、二カ所の 団地にと

国 では 、「 看護基 礎教 育検討会 」が開催さ れ、将来を担 う看護職員 を

応 した 看護を 提供 でき る、優秀 な人材を育 成する大学を 設立する時 期に

目 標に 届か ない原 因に ついては 、関係機関 や事業主体と 一体となっ て

養成 する ため の看 護基礎 教育の内 容と方法に ついて、具 体的な検討 がな

ど まっ ている と伺 って おります 。園芸メガ 団地の成功の 可否は、今 後の

いち 早く 究明 する ことが 重要であ り、目標の 達成に向け て、県のさ らな

され てお ります 。そ の中で は、三年間 では学びが十 分ではなく 、四年間

なってき ているので はないでし ょうか。

る支 援も 必要と なる のでは ないでしょ うか。知事の 所見をお聞 かせくだ

の年 限が必要で あるとの意 見も出され ています。こ れまでも秋 田県では 、

秋田県の 園芸振興に とって重要 な鍵を握る ものと認識 しております 。

さい 。
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り真 剣に 検討さ れな かっ たことが 悔やまれます 。十年一昔 は過去の話 で

機 関で も大学 化を 望ん でいるこ とに気づき ながら、こ こ十年以上 にわた

百 三十 二人 とな って おります 。そこで、 県教育委員 会が検討を 必要とす

員が 一千 百七十 九人 、非 常勤教職 員が一千五百 五十三人で 、合計二千 七

今 回の 法改正 で任 用の 移行の対象と なる教職 員数は、臨 時的任用教 職

ていると 伺っており ます。

す 。時 代は どん どん 進化して います。現 状維持では 何も変わり ません。

る 臨時 的任用 教職 員で ある講師 、事務職員、 栄養職員の 勤務条件の 改善

国の 動向 を把握 し、 看護を 学ぶ学生は もちろん のこと、医療機 関や教育

若者 の県外流出 も少子化もく い止めるこ とができな いのではな いですか。

について 伺います。

現 在、 欠員補 充と して 採用され る臨時的任用 教職員の任 用開始日は 、

何も 対策 をとら なけ れば、 いずれ衛生 看護学院 そのものも 廃校へと向か
う ので はない でし ょう か。県 内の看護者養 成における 県の責任は 、どの

た課 題の 解決に も大 きな役 割を果たす 、秋田県にな くてはなら ない人材

秋田 県が 「健 康寿 命日 本一」を目 標に掲げて いるわけで すから、こ うし

成 果を 生む と確信 して います 。ましてや 、がんの死亡 率や自殺率 の高い

看護 学院 の四年 制大 学へ の移行が、秋 田県が抱 える課題の 解決に大き な

り 組み を進め てお りま すが、私 は、女性の 進学先とし て希望の多い 衛生

あき た未来 創造 部で は、人口 減少や地域活 性化の対策 として様々 な取

う 問題 です。 これ は単 にサービ ス出勤とい う問題だけ ではなく、 任用期

帳簿 の作 成のた めに 、ほと んどの臨時 的任用教職員 が出勤して いるとい

れる 離任 式や 、年 度末 でなければ できない会 計帳簿や児 童生徒に関 する

の 問題 が生 じるこ とに なりま す。一つ目 の問題は、こ の空白期間 に行わ

日が 空白 期間と して 設定 されているの です。こ の空白期間 により、二 つ

で の三 日間、 また 、事 務職員と 栄養職員に ついては、 三月三十一日 の一

十一 日まで では あり ません 。講師は、三 月二十九日 から三月三 十一日ま

正規 教職 員と 同じ四 月一 日です。 しかし、任 用の期間は 年度末の三月 三

を 育成 する大 学に なる のではな いでしょう か。衛生看 護学院の四 年制大

間の 切れ た人が 学校 に出 入りし、 児童生徒の個 人情報を取 り扱うこと が

ように なるのでし ょうか。

学への 移行に対す る知事の所見 を伺います 。

県は 、こ れま でも国 から、 退職手当や 社会保険の 負担を回避す るため

法 的に も問 題が あると 指摘さ れているか らです。二 つ目の問題 は、退職

務の 内容 も、 教育、 子育 て等、現 状において 地方行政の重 要な担い手 と

の空白 期間 の設 定を 改める よう強く指導 されていま す。今年一 月十七日

次 に、臨時的 任用教職員 の待遇改善 について伺い ます。

なって いま す。 そこ で国は 、昨年五月に 地方公務員 法及び地方 自治法の

の国の説明会でも、「対外的な説明ができない空白期間も不適切であ

手 当が 支給さ れな いこ とです。 ほんの数日の 空白期間が 設定される ため

一 部を 改正し 、臨 時的 任用職員 の任用要件 については、 本来、常勤 職員

る」 、こ のこと が明 らか になっていま す。また 、二〇一四 年のデータ に

全 国の 自治体 では 、人口 減少や厳し い財政状況等 を理由に、 この十年

を配 置す べき職 が何 らか の理由で配置 できない 場合、いわ ゆる欠員補 充

よ ると 、ほ とんど の都 道府県 では退職手 当を支給して いるそうで す。こ

に、 退職 手当の 支給 要件で ある十二カ 月以上の 継続勤務に 該当しなくな

を 原則 とし たほか 、非 常勤職 員について は、従来、特 別職と一般 職の任

うし た問 題と あわ せて、 臨時的任 用教職員の 給料に上限 が設定され てい

近く で約 三十万 人の 正規職 員が減少し ています 。その一方 で、臨時的任

用根 拠が 不明 確だ ったも のを整理 し、臨時的 任用職員と あわせ、新 たに

ると いう さらな る問 題もあ ります。正 規教職員と同 等の業務を 担ってい

る からです。

一般 職の 会計年 度任 用職員 について規 定しました。 県では、二 〇二〇年

る にも かかわ らず 上限 を設定さ れることは 、生活面は もちろんの こと、

用 職員 や非常 勤職 員は 約二十 万人も増加し 、今や六十 四万人を超 え、職

四 月一 日の法 律の 施行 に向け、 条例や規則 の改正につ いて検討が 行われ
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仕事に対 する意欲に も大きく影響 してきます 。これらの 問題点を踏 まえ、

りたい」 との答弁を いただきまし た。

また 、臨 時的任 用教 職員の 待遇改善や 人材の確保に 向けては、 財源も

い ては 、事 務職 員を 複数校で 兼務させる 等の「共同 実施」が機 能し、人

にか かわ ってい ると 認識 しており ます。現在、 市町村立小 ・中学校に お

配 置方 法につ いて は、 まさしく職員 の育て方 、キャリア アップと密 接

大 きな 課題 の一 つで あると考 えておりま す。少子化 が加速し、 今後さら

材 育成 の受け 皿と して 、市町村 立学校を支え る事務職員 の育成に即 効力

臨 時的任用教職 員の勤務条 件の改善に ついて、 教育長の所見を 伺います 。

な る学 校の統 廃合 が予 想される 中、教職員の 採用につい ても、一部 を臨

があると 経験上期待 していると ころです。

そ こで 教育長 に、 学校 事務採用 区分の復活と 配置方法に ついて、そ の

時的任用 教職員とい う欠員補充 で対応して きたものと思 います。し かし、
今 やあ らゆる 職種 で若 い働き 手が少なくな り、求人倍 率も高くな る中、

次に、学校 へのエアコン 設置につい て伺いま す。

後の検 討状況を伺 います。

つつ ありま す。 県内 の小・ 中学校では、 今年四月に 予定されて いた臨時

温 暖化 現象の 一つ なので しょうか。 特に今年 は、全国的 にこれまでに

臨時 的任 用教 職員の なり 手も少な くなり、各 県で講師の 不足が常態化 し
講 師が 配置さ れな かっ た学校が 複数校ある と伺ってお りましたが、 九月

育環 境で はあり ませ ん。教 育立県秋田 の名にふさわ しい教育環 境、そし

職場 にと って の負 担は もちろんで すが、児童 生徒にとっ ても望まし い教

本 来配 置さ れるべ き教 職員が欠 員のまま学 校を運営して いくことは 、

に 比べ 二百二 十四 人も 増えてい ます。しか も今年は、 初診時で熱 中症に

り救 急搬 送され た方 は、速 報値で五百 八十三人にも 上り、昨年 の同時期

によ れば 、秋 国県 でも 今年の四月 三十日から 九月二日ま でに熱中症 によ

さ れる 状況 や、亡 くな った方 の報道がさ れました。総 務省消防庁 の発表

経験 した ことの ない 猛暑 に見舞われ、 連日のよ うに熱中症 で病院に搬 送

て 人材 を確保 する ため にも、臨 時的任用教 職員の待遇 改善が必要 と思わ

より 死亡 と診断 され た方 が一名、 重症と診断さ れた方が二 十一名と、 そ

一日現 在でも五校が 未配置のま まです。

れま す。 大きな 課題 であ る財源の 確保も含め、 知事の所見 を伺います 。

ます ます 高ま って おり、 こうした 状況に対応 していく上 で、現行の 採用

る など 、『 チーム 学校 』にお いて事務職 員が果たすべ き役割への 期待は

員の 活用 による 事務 機能 の強化や、さ らなる業 務改善の推 進が求めら れ

い たし ました 。教 育長 からは、 「学校教育 法の一部が改 正され、事 務職

括し、 リー ドで きる 学校事 務職員の育成 を行うべき ではないか とお尋ね

務」 採用 を復 活させ 、学 校現場で 経験を積み ながら地域の 学校事務を 統

が重要となってくることから、現在の一括採用方式を改めて「学校事

務職 員の 活用に よる 事務機 能強化」が うたわれ 、より学校 事務の専門性

昨 年の 九月県 議会 におい て、私は、 中央教育審議 会の緊急提 言で「事

は、 時間 ととも に日 差しが 直接教室に 差し込むため に、力ーテ ンを引い

南側 に面 して いる 場合が 多く、校 舎には軒が ありません 。学校によ って

で の間 に、 気温が 三十 度を超 える日が十 四日もありま した。教室 の窓は

ター トし ました が、 秋田 市でも七月に 入ってか ら夏休み前 の二十四日 ま

した。県内のほとんどの小・中学校では七月二十五日から夏休みがス

事故を きっ かけ に、 秋田県 内でも学校で のエアコン 利用が話題 になりま

知徹 底を 図り 、万全 の対 策を講ず るよう依頼 文書を出しま した。今回 の

都 道府 県教育 委員 会に 対し、 熱中症事故防 止について 改めて関係 者に周

が校 外学 習後に 熱中 症によ って死亡す るという 痛ましい事 故を受け、各

文 部科 学省で は、 七月十 七日に、愛 知県において 小学校一年 生の児童

の 割合は全国 平均に比 べて非常に 高い傾向にあ ります。

区分 及び 配置方 法が 適切で 持続可能な ものであるか については 、学校事

て授 業を行わな ければなら ないとも聞 きました。こ のような学 習環境は 、

次 に、学校事 務職員の採 用について 伺います。

務 採用 区分の 復活 も含 め、知事 部局と十分 に協議しな がら検討し てまい
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で 小・ 中学 校で は六 ・四％で あり、全国 平均を三十 五ポイント も下回っ

アコ ン整 備状況 は、 文部 科学省の 調査によると 、平成二十 九年四月時 点

な る可 能性が 高く 、と ても危険 です。ちな みに、県内 の公立学校 へのエ

体温 調節 機能が 未熟 な児童 や障害のあ る児童生 徒にとっては、 熱中症に

に ついて伺い ます。

いか と心 配して いる とこ ろです。 その対策の一 つとして、 信号機の設 置

追 加対 策をと らな けれ ば、ます ます高齢者 の事故が増 えていくの ではな

で最 も高 齢化の スピ ードが 速いと言わ れている 秋田県として、 何らかの

文部 科学 省は 、これ までの 学校環境衛 生基準を見 直し、今年 度から、

カ所 、信号 機と 横断 歩道が 一カ所、そし て通学路の 横断歩道が 二カ所の

てい るの が、 交通安 全施 設の新設 に関するも のです。信 号機の設置が 七

例 年、 美郷町 では 、年度 当初に地元 選出県議会議 員との意見 交換会が

教室等の 望ましい温度 を二度引き 下げ、二十 八度以下と しました。ま た、

計 十カ 所です 。ど の要 望箇所で も事故が発 生するなど 、危険が指摘 され

て いま す。ま た、 高校 では二二 ・九％で全国 平均を二十 七ポイント 下回

来 年度 の概算 要求 の中 で、エア コン等の設 置のための 費用として、 前年

てい ます 。そん な危 険な 交差点なのに 、なぜ要 望がかなえ られないの で

開催 され 、県に 対す る要望 事項など、 主要な課 題について 説明がありま

度の 三・ 五倍に もな る二 千四百三十二 億円を要 求していま す。ただ、 来

し ょう か。 警察庁 では 、平成 二十七年十 二月二十八日 付で都道府 県警察

り、 特別 支援学 校で も四〇 ・五％で全 国平均を 三十四ポイ ント下回って

年 度の 予算 となる と、 エアコ ンが設置さ れたときには 夏休みも終 わり、

に対 し、 「『 信号 機設 置の指針』 の制定につ いて」とい う通達を出 して

す 。そ の要望 事項 の中 で、毎 年かなえられ ることなく 継続して記 載され

実際 に使 用が でき るの はさらに一 年後となっ てしまいま す。そこで 知事

いま す。 その指 針に は、信 号機を設置 しようとする 場所として 必要な五

い るという状 況です。

には 、ぜ ひとも 全国 知事会 で、この年 度末までにエ アコン設置 工事が完

か し、 この 基準 に該当 する道 路は、県内 全路線の何 割あるでし ょうか。

つ の条 件が示 され てい ます。そ の一つが、 ピーク時の 一時間の自 動車等

あ わせ て、 この 秋田県 で生まれ 育った子供 たちが、県 内のどの高 校に

交 通量 が少な くて も危 険な交差 点がたくさん あります。 この条件が ある

了 する ように 、今 年度 の補正予 算に費用を 前倒しする ように国に 要請し

進 学し ようと も格 差の ない教育 環境で学べる よう、国か らの補助対 象と

限り 、ど んなに 要望 しても 取り上げら れない状 況になって いるのではな

の往 復交 通量が 、原 則と して三百 台以上である ことという 条件です。 し

なっ てい ない県 立高 校につ いても、エ アコン未 設置校に対 して計画的に

い かと 思われ ます 。信 号機以 外の対策で事 故が回避で きるのであ れば、

ていた だきたいと 考えますが、 知事の所見 を伺います 。

順 次整備して いただきたい と考えます が、教育 長の所見を 伺います。

それに 越したこと はないので すが、それで も状況が変 わらないこ とから、

発 達し ている 東京 や大 阪といっ た大都市と 、人口減少や 高齢化が進 んで

次に、 実態を踏ま えた交通安 全対策につい て伺います 。
い まだ に皆さ んの 記憶 に新しい ことと思い ます。この警 報は、十日 間で

いる もの の自家 用車 が生 活必需品とな っている 秋田県のよ うな地方も 、

毎年、 町の 要望 事項 になっ ているわけで す。車が多 く、公共交 通機関も

四件 の高 齢者の 交通 死亡 事故が発生し たときに 発令される ものです。 今

全 国一律に扱 い、同じ 指針をもとにし て信号機 の設置を進 めることに は、

八月十七日、 秋田県警が 発令した「 高齢者交 通死亡事故 多発警報」は 、

年 に入 って から交 通事 故で亡 くなった方 は、八月末時 点で前年を 十一人

事故 をなく して いく ためには 、運転手の 視点に立った 交通安全対 策だ

大きな 問題がある ように感じ ています。

いま す。 県警は 警報 発令期 間中、パト ロールや取り 締まりの強 化、チラ

けで はなく、高 齢者の視点 に立った秋 田県独自の交 通安全施設 の整備や 、

上回 る二 十八 人で した。 そのうち 、高齢者は 二十人と七 割以上を占 めて
シ の配 布によ る注 意喚 起など、 事故防止に 取り組んだ ようですが 、全国
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信号 機の 設置基 準が 必要で はないので しょうか 。警察本部長の 所見を伺
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）
●議長 （鶴田有司 議員）
加藤 麻里議員の 一般質問 にお答えを 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 の配備問題 について、 地元の反対 でござい
ます。

地方 公共団 体が 独自 に検証や 試算をする べきとの御 指摘について は、

防 衛装 備品に 係る 能力 等は機密 事項に該当 するものが 多く、詳し いデー

タの 提供 を受け るこ とが できない ため、非常に 困難な面が あります。 今

後 、防 衛省 が実 施を 予定して いる各種調 査において 、イージス ・アショ

ア の配 備に伴 う様 々な 影響が明 らかになるも のと考えて おりますが 、ま

ずは 、調 査の内 容や 結果に ついて、詳 細な情報 提供と科学 的根拠に基づ

い た合理的な 説明を行うよ う、防衛省 に対して 求めてまい ります。

また 、地 域住 民の日 常生活 に支障が生 じるような 規制の有無 や経済的

影響 等につ いて は、 事前に 確認すること が必要であ り、このよ うな点に

つい ても、対応 策を含めた 具体的な説明 を強く求め てまいりま す。

次に、 園芸メガ団地 事業でござ います。

新 屋演 習場は 、面 積が狭 く、周囲に 緩衝地帯 がないこと や、住宅密集
地に 近接 してい るこ とな ど、周辺地域 の安全確 保の面で不 安があり、 防

平 成二 十九 年度ま でに 本格的に 営農を開始 し、一億円の 販売目標を 達

ら 目標 に達す るこ とが できませ んでした。 残りの一団 地について は、夏

衛 省か らの 具体的 な対 策に関 する説明が 十分でない状 況では、新 屋勝平

防 衛 施 設 の 配 備 ・ 運 用 に は 地 域 住 民 の 理 解 と 協 力 が 不 可 欠 で あ り、

場の 高温 により 収穫 が一 時期に集 中し、作業が 追いつかな かったこと な

成し てい ない 三団 地の うち、一団 地は、おお むね年次目 標に近い実 績を

イー ジス ・アシ ョア につ いても、 地域住民の理 解が重要で あると考え て

ど から 目標 に届 いてお りませ んが、今年 度は、労働 力を確保す るととも

地区 振興 会が 新屋 演習 場への配備 について反 対という決 議に至った こと

おります。今後、地質や測量、電波環境等の調査が実施される予定と

に 、栽 培方法 や労 務管 理体制等 を見直したこ とで、これ までのとこ ろ生

あげ てお り、一 団地 につい ては、昨年 七月の豪雨災 害により、 残念なが

な って おりま すが 、調 査の内容 や結果につい ての防衛省 の説明を、 地域

産量は昨 年度よりも 増加し、品 質も向上して おります。

は理解で きるもので あります。

住民 がど のよう に受 け止め るか慎重に 見きわめ るなど、地 元の理解や判

を設置 して濃密に 行っており 、特に目標に 届いていな い団地に対 しては、

メ ガ団 地への 指導 につ いては、 ＪＡや市町村 等とプロジ ェクトチー ム

次に、 配備に伴う 影響でござ います。

原因を分析し、解決策を明らかにするとともに、定期的に進捗状況を

断 を尊重しな がら、厳格か つ適切に対 応してま いります。
さきに 小野 寺防 衛大 臣宛てに 提出した質問 状において 、県として 分析

もの であ るこ とか ら、配 備による 地域住民の 安全や健康 、経済活動 など

で きる もの ではあ りま せんで した。防衛 政策は国の役 割と責任に 属する

が生 じな いかた だし まし たが、その回 答は具体 性に乏しく 、十分に納 得

メガ 団地 が目標 を達 成し、 経営が安定 するよう、し っかりとサ ポートし

る団 地に は、 パワ ーアシ ストスー ツの導入を 支援してお り、引き続 き、

ヨ タ式 の改 善方法 を用 いて指 導するとと もに、軽労化 が課題とな ってい

また 、今年 度か ら、 高度な 経営管理を目 指す団地に は普及指導 員がト

チェ ックしなが ら、きめ細 かに実施して いるところ であります 。

に対 する 影響に つい ては、 国が自らの 責任のもと、 具体的かつ 科学的な

てま いります。

し た一 定程度 専門 的な 見地から 、地域住民 の日常生活や 経済活動に 支障

根拠 に基づいて 説明した上 で検証され るべきものと 考えており ます。
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括ケ アシ ステム にお ける 看護師の 役割の拡大な ど、多様で 複雑なニー ズ

少 子高 齢化が 進む 県内 において、疾 病構造の 変化への対 応や、地域 包

次に、衛生 看護学院 の四年制大学で ございま す。

も つな がり 、講 師不 足の解消 に一定の効 果をもたら すものと考 えており

善は 、仕 事に対 する 意欲 の向上の みならず、新 たな人材の 掘り起こし に

の 学校 教育を 支え てい る現状は 十分に認識 しており、 その勤務条 件の改

委員 会が 検討を 行っ ている ところであ ります。 臨時的任用教職 員が本県

ます 。

に 応える、よ り専門性 の高い看護 人材が求め られておりま す。
衛 生看 護学院 は、 看護に 必要な知識 の習得はもち ろんのこと 、対象者

次に、学校 へのエアコン 設置でござ います。

財源 の確保 は大 きな 課題であ り、法改正 はあったも のの、国か らの実

十三 年連続 で一 〇〇 ％を維 持するなど、 教育水準は 四年制大学 と遜色が

近 年の 特に七 月、 八月に おける暑さ について は、まさに 異常と言って

の多 様な 価値観 を認 識し、 柔軟な姿勢 で対応で きる看護師 を育成するた

な いも のと考 えて おり ます。一 方、この三 月に県内の 看護師養成施 設を

いい ほど の過酷 なも ので あり、児童生 徒の教育 活動に支障 を来してい る

質 的な 財源措 置は 不透 明であ ることに加え 、本県の一 般財源も極 めて厳

卒業 した 学生の うち 、三 年課程の県内 就業率が 八〇％を超 えているの に

こ とは 、私 も認識 して おりま す。文部科 学省において も、子供た ちの安

め 、よ り現場 に即 した 実践教 育に力を入れ ており、就 職先の医療 機関か

対 して 、四 年制大 学は 五〇％ に満たず、 大学での教育 を生かすた めの就

全と 健康 を守 るた め、 来年度予算 を大幅に増 額して要求 し、冷房設 備を

しい 状況 であ ること から 、国に対 し強く財源 措置を求め てまいります 。

職先 とし て、 県外 施設 を選択する 学生が三年 課程に比べ て多い実態 があ

含む 教育 環境の 改善 を推進 しようとし ておりますが 、私も全国 知事会文

らは 、毎 年高 い評価 をい ただいて いるほか、 看護師国家 試験の合格率 は

るほ か、 四年制 大学 への移 行に当たっ ては、効率的 な運営の観 点から定

教 環境 常任委 員長 とし て、先月 、文部科学 省に十分な 財源措置を 行うよ

冷 房設 備の 設置 には、 ランニン グコストも 含め、多額 の費用や一 定の

員 の増 員も必 要で あり 、既存の 県内養成機 関の学生確 保への影響 が生じ
書 室の 拡張 のほ か、学 生数の 増加に伴う 教室の増設 など、多額 の施設整

工 事期 間が必 要と なり ますが、 学校設置者で ある市町村 が計画的に 事業

う要望 してきたと ころでありま す。

備 費が 必要に なる とと もに、他 県の公立大学 の例では四 十人を超え る教

を実 施で きる制 度と なるよ う、今後も 機会ある ごとに国に 対して強く要

るこ とも 懸念さ れま す。 そのほか 、教授等一人 一人の研究 室の新設、 図

員配 置が されて いる ことか ら、新たに 二十人以 上の教員の 確保が必要に

望 してまいり ます。

加藤議員 から御質問の ありました 、臨

県 教育 委員 会では 、会 計年度任 用職員制度 等への円滑な 移行に向け 、

時的任用 教職員の待 遇改善につ いてお答え いたします 。

●教 育委 員会 教育長 （米 田進君）

【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。

な ります。
衛生 看護 学院 は、県 立の三 年課程とし てのニーズ が高い一方、 四年制
大学へ の移 行に つい ては多 くの課題もあ ることから 、直ちに結 論を出す
段 階に はなく 、今 後の 状況を踏 まえ、多面 的な検討が必 要なものと 考え
ておりま す。
次 に、 臨時 的任用 教職 員の待遇 改善につい て、まず人材 の確保でご ざ

とこ ろで ありま す。 特に、 国からは、 教育委員会固 有の課題と して臨時

教育 庁職 員で 構成 するワ ーキング 会議を中心 に課題の検 討を行って いる

地方 公務員 法等 の改 正を受け て、国から 臨時的任用教 職員の任用 期間

講 師等 の処遇 改善 が求 められて おり、空白 期間の解消 による継続 雇用に

います 。
や 給与 決定等 の全 国的 な見直し が求められ ており、本 県において も教育
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加え 、給 料上限 の撤 廃、退 職手当の支 給開始等 の見直しを図り たいと考

討 するなど、計 画的に対応 してまいり たいと考 えております。

現在 使用 してい る暖 房設備 の改修の際 に冷房機 能を使用できる 設備を検

御 質問がござ いました、 実態を踏ま えた交通

路面 標示 や標 識の設 置等 の対策に よる代替可 能性を考慮 した上で、必 要

交 通量がある 場合は交通の 円滑化を図 ることが できるもの でありますが 、

信号 機は、 交差 点の 交通事故 の発生を防 止するとと もに、一定 以上の

安全 対策につい てお答えいた します。

● 警察 本部 長（森 末治 君）

【警察本 部長（森末 治君）登壇】

え てい るとこ ろで すが 、知事の 答弁のとお り財政上の 大きな課題 があり
ます。
県 教育 委員 会と いた しましては 、総務省か ら示されて いる事務処 理マ
ニ ュア ルに従 い、 職員 団体と十 分に協議の上 、勤務条件 を決定する こと
にし てお ります が、 今後、 国に対して 財政上の 措置を強く 要望してまい
り ます。
次に、 学校事務職 員の採用に ついてであり ますが、県 教育委員会 では、

門能力を有するスタッフが学校教育に参画して課題の解決に当たる

体 との 意見 交換を 行い ながら 検討を重ね てまいりまし た。その結 果、専

学校 の校 長、教 頭、 事務 職員等を対象 としたア ンケート調 査や、職員 団

の 職員 、小・ 中高 校の 事務長等 で構成する ワーキング 会議を立ち上 げ、

道路 管理 者と協 力し 、注意 喚起を促す 看板の設置、 大型一時停 止標識や

置の必 要性は低い と判断して おりますが 、安全確保 のため必要に 応じて、

滞 の発 生も ないこ と、 見通し が良い交差 点であること 等から信号 機の設

交通 量や 現状等 を確 認し 、その結果、 朝夕の車 両交通量は 多いものの 渋

美 郷町 からの 信号 機等設 置要望につ いては、 大仙警察署 で要望場所の

性の高い 場所に設置す ることとし ております 。

「チ ーム 学校」 の推 進に向 け、専門性 を備えた学校 事務職員の 配置が必

自発 光式一時停 止標識を設 置するなど の対策を 行っております 。しかし 、

昨年 の議員 から の一 般質問 を受け、学校 事務のあり 方に関して 、教育庁

要で あるとの結 論に至った ところであ ります。

今後、 交通量の増 加等道路環境 が変化し、 交通の安全 と円滑を図 るため、

信 号機 の設 置等 の必要 性が高 まった場合 は、さらな る検討を行 うことと

こう した 学校事 務職 員を配 置するため には、長期的 視点に立っ た人材
育 成が 大切 であ り、研 修体制 の整備によ る意欲ある 事務職員の 育成に向

して おります。

おりま す。

の 国道 は全て の路 線で 、また 、県道につい ては約五割 が基準を満 たして

警察 庁が示 す「 信号 機設置の 指針」の交 通量の基準 については 、県内

け 、研 修内容 の充 実を 図ってま いります。あ わせて、教 育行政や学 校事
務に 専門 的に携 わる 学校事 務職員の再 来年四月 の採用復活 に向け、知事
部 局、人事委 員会で詳細を 調整してま いります 。
次に 、県 立高 校への エアコ ンの計画的 な整備につ いてでありま すが、
ト ポン プ式の エア コン を導入し 、夏場の暑 い時期には冷 房機能を使 用で

所の 状況 を確認 ・検 討し 、設置の要否 を決定し ております ので、県独 自

真 に必 要性の 高い 場所 には信号 機を設置し ており、地域 の実情や要 望場

県内における 信号機の設 置について は、この 基準に満た ない場所でも 、

きる よう 整備し てき てい るところであ ります。 また、冷房 設備がない 学

の 設置 基準 の必要 性は 低いと 考えており ます。さらに 、県警察で は、県

統合や 老朽 化に より 近年建 設してきた学 校について は、空調設 備にヒー

校についても、保健室や熱のこもりやすいコンピュータ室などにエア

る横 断歩 道を渡 り切 れるよ う、四十二 カ所の交差点 について、 歩行者用

独自 の高 齢歩 行者 対策と して、昨 年、高齢者 の方々が安 全に信号機 のあ

今後 も、統 合や 老朽 化した学 校の整備の 際には、これ まで同様の 空調

信 号の 青色時 間延 長を 行ったこ とに加え、 本年は、十 一カ所の歩 車分離

コンを 設置し、生 徒の健康に 一定の配慮 をしておりま す。
設備 を設置して いくととも に、当面改 築等の計画が ない学校に ついては 、
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式信 号機 につい て、 スクラ ンブル方式 に変更し 、高齢者の方々 の安全性

よ。 全部 ブラッ クボ ックス なんです。 ですから 有償援助なんで す。あく

きな いと 思いま す。 ただ 、そうい うこともあり ますので、 その点につ い

ま でも 援助で す。 その ため、そ の点につい ては、実際 には推測以 外はで

今後も、信号機等設置要望場所については、必要な交通量調査等を

て は非 常に 難し いで すが、今 言った経済 的側面、あ るいは周辺 の心理的

と 利便性を向上 させる施策 を行うこと としてお ります。
行 った 上で 、必 要性 の高い場 所への信号 機等の設置 を行うとと もに、街

側 面、 そうい うも のは 県として も、市と一緒 になって、 いろいろな 面で

あり がとうござい ます。知事 のもとに届 いてい

頭 指導 や交通 指導 取り 締まりを 実施すること により、交 通の安全と 円滑

● 九番 （加藤 麻里 議員 ）

やってい きたいと思 います。

答弁 ありがとうご ざいました 。再質問を したい

化を確保 してまいり ます。
● 九番 （加藤 麻里 議員 ）

ない だけ で、 ひょっ とし たら他に も県の用地 の購入予定 者がもう取り や

めに なった だと か、 そうい ったこともあ るかもしれ ませんし、 経済的な

と思い ます。
まず一点目 に、イージス ・アショア の配備に ついてお伺 いいたします 。

損 失と いう意 味に おい ても、い ろいろな点 で、この後 もぜひとも知 事に

お りま す。で すが 、私 が今この 衛生看護学 院の四年制 を求めたの は、先

いろ いろと やは り私 が思った とおり、様 々な問題があ るように感 じて

いてで す。

あ と次 に御 質問し たい のは、衛 生看護学院 の四年制大学 への移行に つ

は頑張 っていただき たいと思い ます。

知 事は 、様々 な影 響等に ついて、防 衛省の装 備品だから 詳しいデータ
等々 がな いため 、な かな か影響等の調 査ができ ないという お話であり ま
し たが 、経 済的影 響に ついて は、防衛省 の装備品とい ったものと は違い
ます ので 、県 でも 試算 ができるの ではないか と思います が、その点 につ
いて、ま ずお伺いし たいと思いま す。
【知事 （佐竹敬 久君）】

ういう もの がど うい うふう になっていく かの熟度に よって、地 価調査が

問題 もひ とつ ありま す。 また毎年 出ます地価 調査でも、例 えば、今年 こ

こ とは 、入居 率も 低く なりま すので、そう いう意味で 、現実にそ ういう

が万 が一 来ると 、や っぱり そこに福祉 法人が高 齢化施設を つくるという

用 地が ありま す。 そこ を欲しい という福祉法 人がやめた んですよ。 あれ

で 考え ても 、あ の近く の土地 、例えば現 在、道路を 隔てたとこ ろに県の

入れ先でもある実習先の対応いかんによっては、きちんと私は秋田に

希望が 多い この 秋田 県の、 しかも秋田県 内に定着す る方も、私 は、受け

学生 が欲 しい といっ てい るわけで すので、ど うか女性の進 学先として も

望 んで いるし 、雇 用の 場でも 非常にこの四 年間、きち んと勉強し てきた

所に減ってきているとも聞いております。そういうわけで、卒業生も

も あり 、もう 国内 でも こういっ た公立の専修 学校という のが、既に 三カ

大 学へ と今 移行 してい るとい う状況にあ りますし、 この流れは 全国的で

ほど も申 しまし たよ うに 、東北六 県の中でも既 にほかの五 県が、四年 制

客 観的 に出る と思 いま す。そう いう点では 、経済的なも のについて は県

残っ てく れるの では ない かとも思いま す。何事 も、お金が かかるとか 経

経済的なも のについて、 試算という よりも、常 識

で一 定の 推測が でき ます ので、その点 について は前もって 我々も、そ の

済 的に 無理 だとい って しまえ ば何もでき なくなってし まいますが 、そん

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

不 安あ るい は危惧 を防 衛省に ぶつけてい ます。そこら 辺について 、県と

な中 で、 ぜひ とも チャレ ンジして いただきた い、検討し ていただき たい

点に ついてもう 一度、検討 等含め、お 答えをお願い いたします 。

こと の一 つがこ の衛 生看護 学院の四年 制への移行で ありますの で、その

して独 自にできる 範囲でやろ うと思いま す。
ただ 、防衛 省の 装備 品、これ は実際、ア メリカから買 うのではな いの
で す。 有償援 助で す。 ですから 、一切性能 は自衛隊で もわからな いです
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実際に東 京方面から 看護師の就 職のオファ ーは大

【知事（佐 竹敬久君） 】
● 知事（ 佐竹 敬久 君）
学の 方が 多いん です よ。 現実に県 内の四年制の とこは、そ こを狙って き
ま すか ら、 ある 意味 、四年制 大学にはほ とんど中央 から、非常 に賃金も

部分 では あるか もし れませ んが、県民 にとって は非常に時間を かけて、

秋 田が 今より も少 子化 、少子化 対策という 意味におい て効果のあ ること

であろ うと私は考 えていますが 、教育長お 願いします 。

【 教育委員会 教育長（米 田進君）】

たは いい けれど もど んどん 出ていくと いう、この問 題をどうす るかとい

け入 れる 環境 、賃 金も 含めて、こ れがしっか りしないこ とには、つ くっ

す 。ま た、 逆に言 えば 、地元 の四年制大 学の看護師、 この方々を 十分受

とい う面 もござ いま すの で、そこら辺 は十分考 える必要が あると思い ま

流 れを 、全て 高度 化す ることに よって、高 度化の全て が東京に集中 する

ここ で十分 だと いう 、そう いう層もあり ます。そう いうことで 、全体の

オファ ーは少ない んです。ま た、一部、や っぱり大学 までいかな くても、

況 では 、最初 から 地元 志向が 多いというこ とで、大学 よりも中央 からの

れる とす ると、 東京 の方と 競争できる かどうか と。で、三 年制の今の状

ち らも 県単独 でな く、 全体で動 いていかな いと、なか なかひとつ の大き

合会 とい う、国 レベ ルで全 体のことを 考えていかな ければなら なく、こ

知事 会の 方で 要望 して いくという ことで、私 たちの方で も教育委員 会連

事 として、文 教環境委 員会の委員長と して、ま た、知事会 の一人とし て、

らわ ない と、し っか り実 現できないな という認 識でおりま す。知事は 知

い てお ります ので 、国 からいろ いろな財政 面での措置 もやっぱりし ても

てい く中で 、ま ず県 単独で はなかなか厳 しいという ことも私も 何回も聞

公務 員法 、そ れから 地方 自治法が 一部改正さ れて、今い ろいろと検討 し

の にな らなけ れば いけ ないと 私も思ってお りますが、 実際、今回 、地方

にい ろい ろ御難 儀お かけし て、そうい う意味で 待遇等もそ れに見合うも

臨時講師を はじめ非常 勤の方々に 本当

う 、そ この問 題が ござ います。 ですから、 やはり医療 側も、その 覚悟を

な動 かす 力には なら ない のではな いかなと思っ ております 。そのよう な

●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

持っ て、 相当高 い賃 金を 出せるか どうか。それ がないと、 逆に出てい く

考 えで 、教 育委 員会連 合会の 方でも頑張 っていくよ うに、私も いろいろ

高 いで すし、 条件 もい い。です から、そこら 辺の問題で 、地元で受 け入

と いう 矛盾 とい うか、 そうい うジレンマ もございま す。ただ、 全体の動

九番加 藤議員の質問 は終わりま した。

井
清

彦

司

六

四

二

番

番

番

番

佐

杉

石

藤

本

川

加賀屋

信

俊比古

徹

千 鶴子

午後一 時三十分再 開

午後零時 八分休憩

暫 時休憩いた します。

●議長（鶴 田有司議員 ）

提言 していきた いと思ってお ります。

も う一点お伺 いしたい と思います 。臨時的任用

向を 見きわめな がら検討する ことは必要 であろうと 思います。
●九番 （加 藤麻 里議員 ）

教職員の待遇改善ですが、やはり先ほども、私は人を育てる秋田県に
あっ て、 やは り臨時 的教 職員の待 遇改善とい うのは喫緊の 課題だと思 っ
ていま す。 もう 講師 の引っ 張り合いが始 まっている といいます か、全国
的 にそ ういう 状況 であ る中、し かも今、学 校の多忙を何 とか克服し なけ

薄

方

太

八

四 十名
吉

雄

太

員
番

佐 々木

健

議
一

番

木

席

こ れは 本当 に憂う べき 実態だ と思います 。そういう意 味において も、非

三

番

鈴

出

常に 厳し い財 源で はあり ましょう が、ぜひと もこの待遇 改善を進め てい

五

番

れば なら ないと いう とき に、いまだに 欠員の学 校が五校も あるという 、

ただ きた い。こ れも 私は一 つの少子化 だとか地元定 着だとか、 そういっ

七

喜

派手 ではありま せんが、見 えない

た こと の本当 の見 えな い部分で は
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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
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十 二 番

十

加

工

三

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

藤

藤

浦
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部

川
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川

原
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博

雄

英

雄

正

一

範

一

聡

英

孝

治

ひと み

武

明

浩

策

晃

正一郎

今年 三月 に国 立社 会保障 ・人口問題研 究所

ま ずはじめに 、人口減少 対策について 伺います。

答弁を お願いいたし ます。

す 。県 当局に おか れま しては、 質問の趣旨 を御理解い ただき、前向 きな

て暮 らせる 地域 を実 現した いと思いを込 めて、質問 をさせてい ただきま

第で す。 人口 減少が 進む 中におい ても、自然 豊かな県土 を守り、安心 し

大 人は 何がで きる のか 、議会 は何をすべき か、改めて 考えさせら れた次

ばで きる 」と奮 起し 行動す る若者が増 えること を期待し、 また同時に、

り ない 勇気と 希望 を与 えてくれ ました。金農 の活躍で、 「秋田でも やれ

手 に決 勝ま で勝 ち進 む姿は、 全国に金農 ブームを巻 き起こし、 県民に限

仲間 を信 じ、伝 統の 野球 スタイル を貫いて戦い 抜き、全国 の強豪校を 相

農 業高校野球部 に、心から の感謝とお 祝いを申 し上げます。自 分を信じ 、

まず 、この 夏の 甲子 園で準優 勝に輝き、 県民栄誉章 を受賞される 金足

二十 五番
石
谷
健一 郎

松

番

二 十八番
土
藤
小

いま す、 が発表 した 二〇四 〇年の本県 の推計人口は 六十七万三 千人で、

番

三 十 番
近
三十 五番

衛

三 十二 番
賢一郎

関

平 成三 十年と 二十 五年 推計では 、人口の移 動率の仮定 に違いがあ り、そ

振れして います。六 月議会の総括 審査でもお 話させてい ただきまし たが、

うに 下振 れを 起こ したの は十五の 県であり、 残りの三十 二都道府県 は上

今 年三 月に 発表の 社人 研推計と 二十五年推 計とを比較し て、本県の よ

なったこ とについて も、詳しく 分析する必 要があると 思います。

た 、そ の割合 が、 原発 事故の影 響がある福 島県を除き全 国で最も大 きく

ですが 、一 方で 、な ぜこれ ほど将来の人 口推計が下 振れをした のか、ま

人口 減少 が避 けられ ない 中で、そ れを見越し た対策を進め ることは必 要

し たが、この 数字は全国で 最も高く、 また、今 後も拡大す る見通しです 。

しま した 。本県 の人 口減少 率は、昨年 、過去最 高の一・四 ％を記録しま

行 する 高齢化 や人 手不 足に対応 する施策や今 後の取り組 みの方向性 を示

三 期ふ るさ と秋 田元気 創造プ ラン加速化 パッケージ 」を示し、 急速に進

以 下、「社人 研」と言

藤

大

佐
三十八番

五 年前 の平成 二十 五年 に社人研 が発表した 推計を二万 七千人も下 回りま

三十 四番
敏

美 恵子

正

田

田

小

した 。こ れを受 けて 、県 は六月議 会に、人口減 少対策を加 速化する「 第

柴
四 十 番

司

三十 七番
一

康

口

林

川

北

三 十九番

四十 三番

木

一

鈴

休憩前に引 き続き会議を 開きます。

地方自 治法第百二 十一条による 出席者

洋

四十 二番

休憩前に 同じ
●副議 長（竹下博 英議員）

日程 第一、 一般 質問 を継続 いたします 。二十三番北 林議員の発 言を許
し ます。
自由民主 党の北林 丈正です。一般 質問の機

【二十 三番（北林丈 正議員）登 壇】（拍 手）
●二十 三番 （北 林丈正 議員）

会 をい ただい たこ とを 光栄に思 い、また、 遠方より傍 聴においで いただ
いた皆 様に深く感 謝を申し上 げます。
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のこ とが 「上振 れ」 や「下 振れ」を起 こした主 な要因と思いま すが、例

転換 を模 索し、 提言 してい くべきでは ないでし ょうか。長く地 方行政に

次に、 県土の保全 について幾つ かお尋ねし ます。

携 わってきた佐 竹知事の御 所見を伺い ます。

十八 万人 の島根 県は 三万 七千人「 上振れ」して います。本 県と似たよ う

急 激な 人口 の減 少は 県民生活に 様々な不安 を引き起こ しています が、

え ば、 お隣の 岩手 県を 見ると二 万人「上振 れ」してお り、また、 人口六
な 条件にある 両県が大 きく上振れ したのはな ぜでしょうか 。
柱と して 社会減 の半 減を目 標に掲げ、 具体的な 数値目標も 示されました

手 入れ の行き 届か ない 農地や 山林、河川な どが目立っ てきたよう に思い

いてであ ります。農 林業の衰退 や公共事業 予算の削減な どもあり、 最近、

中 でも 心配な のは 、県 土の保全 が将来にわた って適切に 行われるか につ

が 、他 県の事 例に ヒン トが隠 されてはいな いでしょう か。また、 全国的

ます。 そこでまず 、農地の耕 作放棄地につ いて伺いま す。

本 県で も「第 三期 ふるさ と秋田元気 創造プラン」 で、人口減 少対策の

に有効 求人倍率が 高まり、人 手不足が深刻 化する中で 、社会減の 対策は、

農林 水産省 のデ ータ によると 、二〇一五年 の耕作放棄 地面積は、 二〇

に おい ては 、農地 中間 管理機 構による農 地の集積も進 んでおり、 現在の

これ までと は違 った 視点で の取り組みが 必要と思い ます。社会 減の半減

ま た、 今回 の社人 研の 推計で目 につくのは 、市町村ごと の減少率の 違

とこ ろ耕 作放 棄地 は余 り目立って いませんが 、条件の悪 い中山間地 の水

一 〇年 より二 万七 千ヘ クタール 、率にして 六％増加し 、四十二万三 千ヘ

いで す。 二〇 一五 年と 二〇四五年 を比較した 人口の減少 率は、最も 少な

田に つい ては、 借り 手が集 まらず、農 地の集積・集 約化が進ま なくなる

に 向け た見通 しや 課題 、達成に 向けた意気 込みなどに ついて、知事 の御

い秋 田市 が二八 ・五 ％に対 し、五〇％ を超える市町 村が過半数 の十三に

可能性も指摘されております。こうした中、今年度新たに創設された

クタ ール となり まし た。 これは、ほぼ 富山県の 面積に相当 します。本 県

も 達し 、六〇 ％を 超え る市町村 も五つを数 えます。今 後二十数年 間でこ

「農 地中 間管理 機構 関連 農地整備 事業」は、農 家負担がな く、応募す る

所見を お聞かせくだ さい。

れだ け急 激な減 少を 迎え るとすれ ば、自治体の 運営や住民 サービスに 対

地 域も 多い よう です。 中山間 地の営農継 続と耕作放 棄地対策の 切り札と

し て期 待が集 まっ てい ますが、 当事業の進捗 状況と今後 の見通しに つい

す る影響はは かり知れ ず、対策を 急ぐ必要があ ると考えま す。
総 務省 では、 二〇 四〇年 ごろの自治 体のあり方を 検討した「 自治体戦

とが 必要 だな どと する提 言は、本 県こそ真っ 先に取り組 むべき対策 と考

る 都市 がな い地域 では 、県が 市町村の補 完・支援に本 格的に乗り 出すこ

義か ら脱 却し、 圏域 単位 での行政をス タンダー ドにするこ とや、核と な

ど を提 唱して いま す。 具体的に は、個々の 市町村は行政 のフルセッ ト主

らしの 維持 」、 「圏 域マネ ジメントと県 ・市町村の 二層化の柔 軟化」な

る必 要が ある として 、「 スマート 自治体への 転換」や「公 共私による 暮

こ では 、人口 減少 によ り二〇 四〇年には今 の半数の公 務員で行政 を支え

耕作 放棄 地の解 消に 取り組 む必要があ ると考えます 。本県の耕 作放棄地

てお りま す。 本県 におい ても、様 々な団体を 巻き込み、 知恵を結集 して

用 する 取り 組みを 平成 十六年 から続け、 山間地の耕作 放棄地を復 元させ

ＰＯ 法人 が放棄 され た農 地を借り受け 、企業の 社会貢献や 人材育成に 活

と も検 討する 必要 があ るのでは ないでしょ うか。山梨県 北杜市では 、Ｎ

地につ いて は、 採草 地や林 地への転換な ど、土地利 用の形態を 変えるこ

農地 の集 積だ けでは 限界 があるよ うにも思い ます。条件の 厳しい中山 間

一 方、 人口の 減少 によ る需要の 減少、農家の 高齢化など を考えると 、

てお聞か せください 。

えま す。 国によ る法 整備も 必要と思い ますが、これ ほど急激に 人口が減

の現 状と今後の 対応につい てお聞かせ ください。

略二 〇四 〇構想 研究 会」の 第二次報告 を今年七 月に公表し ましたが、そ

少 する 市町村 を数 多く 抱える本 県は、国に 先んじて新 たな自治体 行政へ
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能 力が 減少し てい きま す。国土 交通省では 全国のダム 堆砂状況を 公表し

また 、ダム につ いて は、構造 上、土砂の 堆積は避け られず、年々 貯水

本 県の 木材素 材生 産量 は、ここ数年 大きく増 加をしてお りますが、 伐

てい ます が、そ のス ピー ドは予想 より早く、例 えば平成二 十三年に完 成

関連して山 林の保全 について伺いま す。
採後 の様 子を見 ると 、作 業用道路 で削られた山 肌が露出し 、再造林も 二

し たば かり の森 吉山 ダムの堆 砂量を見て も、約九十 万立方メー トルと計

次 に、内水面 漁業について 伺います。

割 程度 しか 行わ れて いないの が現状のよ うです。民 有林の所有 者は、山

森 林は 、今後 大幅 に増 えるも のと予想され ますが、こ うした事態 を県は

レジ ャー 白書 による と、日 本では毎年 およそ六百 万人から八 百万人が

画 堆砂 容量の 一割 ほど にも達し ています。県 管理のダム の堆砂の状 況と

どの よう に捉 えてい るで しょうか 。森林資源 を適切に管 理していくた め

釣り をして おり 、ス ポーツ レジャーの中 で野球やサ ッカー、ス キーなど

林 を所 有する こと を負 担と感じ 、相続を放棄 したり、未 登記のまま にす

には 、農地 中間 管理 機構の ように、公的 機関が森林 所有者から 委託を受

を 上回 る九位 にラ ンク されてお ります。こ の数字には 海の釣り人も 含ま

今後の対 応方針につ いてもお聞 かせくださ い。

け 、能 力のあ る林 業経 営者に森 林管理を委 託するよう な仕組みも必 要と

れて おり 、内水 面に 限っ た統計データ は少ない ようですが 、平成二十 七

る例 も増 えてい るよ うです 。森林経営 に無関心 な所有者や 所有者不明の

思い ます 。国に おい ては 、森林環境譲 与税の創 設も決まり 、新たな森 林

ます 。ま た、識 者に よる研 究には、「 釣りによる年 間総支出額 は約四千

年 に釣 りを した全 国一 千人を 対象にアン ケートを行っ た結果によ ると、

関連して、 河川管理 とダムの堆砂に ついてお 尋ねします 。

五 百億 円であ り、 ゴル フに次い で二位であ るが、参加 率は年々減 少して

管 理シ ステ ムの検 討も されて いるようで すが、その内 容と課題等 につい

昨 年七 月、八 月の 記録 的豪雨に続い て、今年 五月十八日 には田植え 直

おり 、今 後、効 果的 な遊 漁振興策 を検討するた めには、魚 種別や釣り 方

内水 面の 釣り 人は 全体 の約四一％ 、延べ三百 三十六万人 と推計され てい

前の 水田 を豪雨 が襲 うな ど、豪雨 による河川の 氾濫、洪水 被害は後を 絶

別 など 具体 的な データ をもと に、釣りを したくなる ような方策 を検討す

てお聞 かせくださ い。

ち ません。現 在、国の 支援を受け た災害復旧事 業が進めら れています が、

るの が良いと考 えられる」と の分析も見 られます。

在 し、 私の地 元の 阿仁 川も全 国的に有名な 友釣り河川 として知ら れ、毎

御承 知のよ うに 本県 には、ア ユやサクラ マスの釣れ る河川が数 多く存

県 の管 理する 河川 を日 ごろ見て いて感じるの は、川底に 土砂がたま り、
草木 の生 い茂る 河川 が増え ていること です。こ うした状況 が河川の流水
能 力を低下さ せ、氾濫の原 因となって はいない でしょうか 。

その醍 醐味 を味 わえ るポイ ントが多数存 在し、県内 外から多く の釣り人

年多 くの 釣り 人が訪 れて います。 また、渓流 釣りに関して も、県内に は

流路延 長は 二千 八百 七十五 キロに及びま す。河川の 整備につい ては、河

が 訪れ ていま す。 この ように、 本県の貴重 な資源である 内水面漁業 を観

県の管 理する河川 は、一級が 二百九十一河 川、二級が 五十一河川 あり、
川 整備 方針に 沿っ た計 画が策定 され、事業 が進められる ようですが 、整

光や経済 活性化のツ ールとして 捉え、積極 的に活用す べきと考えま すが、

一方 、内 水面 漁業 には幾つ もの課題が あるようで す。多くの 国と異な

備計 画が 策定さ れる のは 大きな災害の 起きた河 川に限られ るようで、 そ
起き てか ら対 応す るので はなく、 災害が起き ないような 日ごろから の維

り、 日本 では水 産資 源や漁 場の直接的 な管理者は国 や都道府県 ではなく

知 事の御所見 を伺いま す。

持管 理が 大切と 思い ますが 、県の河川 管理に対する 基本的な考 えと課題

地 域の 漁協で あり ます 。そのた め、漁協が 健全な経営 と漁業の振 興を図

の 他の 河川 は整備 計画 の策定 まで至らな いのが現状の ようです。 災害が

等に ついてお聞 かせくださ い。

- 88 -

日本 の内 水面の 組合 には 、義務放 流と言われる 増殖の義務 が課せられ て

ど に直 面して いる とこ ろが多く なっており ます。また 、御承知の ように

る必 要が ありま すが 、現実 には、財政 の悪化、 組合員の高齢化 、減少な

カワ ウ被 害の防 止の ため 、県とし てどのような 対策を講じ 、今後どの よ

ど で営巣地が発 見され、今 後、近隣に おける被 害の拡大が懸念 されます 。

また 、近年 、カ ワウ の被害が 深刻化し、 調査の結果 、北欧の杜公 園な

次に 、縄文文化 について教育 長にお尋ね します。

う に取り組ん でいくの かお聞かせ ください。

事 業の 主なも のは 稚魚 の放流で すが、放流事 業の収支状 況は、魚種 によ

去る 七月十 九日 、本 県の伊勢 堂岱遺跡、 大湯環状列 石の二カ所 を含む

お り、 漁協 は遊 漁料 などの収 入を財源と して増殖事 業を行いま す。増殖
る違 いは ありま すが 、厳し い場合もあ るようで す。知事は 、こうした現

アユ の漁獲 量は 、本 県だけで なく全国的に 減少してい ます。解禁 日の

関連し て、県内の 内水面資源 の回復につい てお尋ねし ます。

べ きか 悩んで おり まし たので、 正直ほっと したのが実 感であります 。県

議会 縄文議 連幹 事長 として 、今回候補に 選ばれなけ ればどう責 任を取る

まし た。 六度 目の挑 戦で の決定に 関係者の喜 びもひとし おです。私も 県

北 海道 ・北東 北の 縄文 遺跡群 が、世界文化 遺産の国内 推薦候補に 決定し

早ま ったサクラ マスも生息 数が減少し、 魚体も小型 化している ようです 。

文化 財保 護室、 北秋 田市 、鹿角市など 関係の皆 様の御尽力 に感謝申し 上

状 をどのよう に把握し、対 策を考えて おられる でしょうか 。

減っ てい るのは アユ やサ クラマスだけ ではあり ません。子 供のころに は

げ ます。

今後 は、 二〇 二〇 年の正 式登録を目指 していくこ とになりま すが、課

よ く採 れた カジカ やヤ ツメな ども、最近 はめっきり少 なくなりま した。
原因 は様 々あ ると 思い ますが、や はり河川の 環境変化が 大きいので はな

題を どの ように 捉え ている でしょうか 。御承知のよ うに縄文文 化は、本

長 期間 継続 した 、人類 史上極 めて貴重な 文化です。 ところが、 従前の考

いで しょ うか。 魚の 遡上を 妨げる堰堤 やダムができ 、川底には 土砂や泥

河 川の 管理 は、 用水と しての利 用、また、 近年多発す る洪水被害 を予

古 学で は、農 耕に よる 食糧生産 が文明発生の 前提とされ ていたため 、農

格 的な 農耕と 牧畜 を選 択するこ となく、狩 猟・採集・ 漁労をなり わいの

防 する 治水な どが 主な 目的とさ れていますが 、同時に、 貴重な生き 物を

業を 持た ない縄 文文 化は、 他の新石器 文化とは 区別され、 人類の歴史の

が 堆積 するな ど、 生き 物にとっ て川の環境 は以前に比 べて厳しく なって

育む 生態 系の一 つで あるこ とを忘れて はならな いと思いま す。これまで

中 では 注目さ れて こな かった ようです。最 近の考古学 の進展によ り、縄

基盤 とし て定住 を達 成し 、協調的 な社会をつく り上げ、一 万年以上も の

も 、内 水面資 源の 回復 に寄与 する様々な取 り組みがな されてきた と思い

文文 化の 先進 性や革 新性 が明らか となり、そ の価値が認め られ世界遺 産

います 。

ます 。堰 堤な どへの 魚道 の設置や 人工産卵場 の造成なども 行われたよ う

登録へ と道 が開 けて きたこ とは、極めて 意義深いこ とです。地 球環境問

題 が人 類最大 の問 題と 言われる 今日、自然 の秩序の一員 として生き た縄

ですが、効果 のほどは いかがでし ょうか。
先 ほど 義務放 流に ついて もお尋ねし ましたが 、河川の環境が 生き物に

わっ てお り、 調整 には多 大な労力 を要すると 思いますが 、いま一度 、生

河 川の 管理 には、 治山 関係者 、農業関係 者、漁協など 多くの団体 がかか

るか に超 えてお りま す。土 器の発明に より煮炊きが できるよう になり、

界に 何カ 所か あり ますが 、その中 でも縄文土 器は断然古 く、一万年 をは

ま た、 縄文 文化の 革新 性に土器 の発明があ ります。土器 の発明地は 世

文文化は 、世界から 注目を集め ていくので はないかと 思います。

き物 のす みかと して の河川 も大切にし 、資源の回復 に努めるべ きと考え

生 活は 大きく 変わ りま した。さ らに、造形 的な観点か らも、縄文 土器に

とっ て住 みよい もの にな らなければ、 放流して も効果は上 がりません 。

ます が、知事の 御所見をお 聞かせくだ さい。
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覚 えた 」、 「常 々芸 術の本質 として超自 然的激超を 主張する私 でさえ、

的な 衝撃 を受け 、そ のと きの思い を「私の血の 中に力がふ き起こるの を

の は岡 本太郎 です 。一 九五一年 に偶然、縄 文土器を目 にした彼は 、電撃

はほ かに 見られ ない 特徴が あります。 縄文土器 に芸術的価値を 見出した

と いっ た被害 が多 発し ていまし た。そこで町 では、鉄板 で覆われた 熊対

に は、 ごみ 集積 場所 の生ごみ を荒らされ たり、農作 物が食害を 受けたり

五千 戸の 別荘が 点在 し、 人と熊の 領域が重複し ている町で すから、過 去

メ ート ル前後 に位 置し 、浅間鳥 獣保護区の 中にありな がら森の中 に一万

策の 取り 組みに つい て説明 を受けてま いりまし た。軽井沢町は 標高一千

りが なく、 行動 面で の個体 差が大きい熊 の保護管理 を行うには 一頭一頭

思 わず 叫びた くな るす ごみであ る」などと書 いています 。このよう な容

この ように 、縄 文文 化は限り ない価値と魅 力を持って いますが、 他の

に着目した対策が有効であると、町から委託を受けているＮＰＯ法人

策用 ごみ 箱を設 置し 、農作 物被害防除 のための 電気柵設置 に補助するな

世 界遺 産に見 られ るよ うな迫力 や荘厳さに 欠けるため 、見ただけで はそ

ピッ キオ は言い ます 。個 体管理するた め、捕獲 した熊に電 波発信機を 装

器と して の機能 を度 外視し た火焔型土 器、表情 豊かな土偶 、石を円形に

の価 値を 理解す るの は難 しい面もあり ます。そ こで、世界 遺産登録を 目

着 し、 個別 に対応 方針 を決定 するための 個体情報を収 集します。 個別の

ど 、熊 の出没 しに くい 環境づ くりに取り組 んできまし た。こうし た対策

指 す遺 跡以 外にも 県内 にはた くさんの縄 文遺跡がある と思います が、こ

対応 方針 とは 、熊 の行 動からあつ れきレベル を判定し、 出没した場 所ご

並 べた 環状列 石な どは 、縄文 人の思想や世 界観などを うかがわせ 、現代

の機 に、 それ らを 含め て県民に広 く縄文文化 の価値を伝 え、世界遺 産登

とに 駆除 の対象 とす るかを 判定するの です。二〇一 四年度の数 字では、

に加 えて 、軽 井沢町 で力 を入れて いるのが熊 の「個体管 理」です。縄 張

録へ の機 運を盛 り上 げるべ きではない でしょうか。 県内の縄文 遺跡の分

捕獲 頭数二十四 頭に対し駆 除頭数はわ ずか一頭 とのことでした 。

人の興 味をかき立 ててやみま せん。

布や 保全状態に ついてもお 知らせくだ さい。

ド ッグとは、 もともと 狩猟犬であ ったカレリア 犬に特別な 訓練を施し た、

もう 一つ 特徴的 な活 動は、 ベアドッグ による追い払 い活動です 。ベア

二 つの 遺跡 をど う位置 づけ、 ＰＲするか は重要な点 です。伊勢 堂岱遺跡

熊 と人 との共 存の ため に働く犬 です。アメリ カ人のキャ リー・ハン ト氏

また 、観 光面で の活 用を考 えた場合、 四道県十七遺 跡の中で、 本県の
と 大湯 は車で 一時 間程 度であり 、遺跡群の中 核である青 森の三内丸 山や

がこ の犬 を使っ た熊 対策手 法を確立し 、アメリ カ・カナダ の国立公園を

の成長 が期 待さ れて います 。ベアドッグ は、大きな 声でほえ立 て、熊を

八戸 の是 川遺跡 とも 高速道 路で結ばれ ています 。こうした 地の利を生か

最後に、熊対 策について お尋ねしま す。

森 の奥 に追い 払う こと ができま すが、熊は 学習能力が高 いため、追 い払

中 心に 、ベア ドッ グを 利用し た熊の保護管 理を行って います。日 本国内

昨 年の 一般質 問で も熊対 策を取り上 げ、市町 村や警察とも連 携した安

いを 繰り 返すう ちに 「い てはいけない 場所」と 理解するよ うになると の

し た連携を積 極的に進める 必要がある と思いま すが、いか がでしょうか 。

全対 策や 長期的 視点 に立 った環境の整 備、復元 などを求め ました。県 も

こ とで す。 また、 ベア ドッグ は熊に襲い かかることは せず、一定 の距離

には 二頭 しか いませ んが 、今春六 頭の子犬が 産まれ、ベア ドッグとし て

カ メラ を使 った生 息数 の調査 や様々な対 策を行ってお りますが、 熊の目

を保 つよ うに 訓練 されて おり、熊 も犬も傷つ くことはあ りません。 ベア

教育長 の御所見を 伺います。

撃数 や被 害は 拡大 傾向に あり、こ の問題に対 し、より一 層力を入れ て取

ドッ グを 本県で 導入 するこ とは簡単で はありません が、犬を熊 対策に生

か す考 え方は 一考 に値 するので はないでし ょうか。犬 は縄文時代 から飼

り組む必 要性を感じ ます。
そ こで 総務企 画委 員会で は、先月、 県外調査 で長野県軽 井沢町の熊 対
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人 は危 険なも のと 認識 させる かであります 。県は、熊 警報を十月 末まで

組みを始 めています が、問題は どのように して熊に人の 領域を分か らせ、

と 熊の 領域を 分け るこ とだと考 えます。県も 「ゾーニン グ管理」の 取り

熊 と人 が同 じ場 所で 共生する ことは不可 能ですから 、熊対策の 柱は、人

が増え 、そうした 状況が熊の出 没と関係が あると指摘 する声もあ ります。

割合 が前 回推 計に比 べて 縮小傾向 にあり、若 年人口の減 少が抑えられ て

考 えて おりま す。 また 、御指 摘のあった岩 手県や島根 県では、社 会減の

時点 より も大き くな ってお り、このこ とが下振 れの要因に なったものと

十 代後 半から 二十 代の 若年層、 とりわけ女性 の社会減少 率が前回の 推計

人 口が上振れ したもの と見込まれ ますが、本 県では、進学 や就職によ り、

全国 的に は、近 年の 出生率 の改善によ り、多くの都 道府県で将 来推計

仮定 した のに対 し、 今回は その趨勢値 が継続す るとの仮定に立 って算定

延長 しま した が、人 間が 熊から逃 げているだ けでは、熊 の生息域が拡 大

おり ますが 、そ の背 景には 、若年層の移 住・定住の 促進や大手 製造業で

われ 、野 生動物 との 間に立 って人の役 に立って きました。田舎 では、つ

する ばかり です 。熊 を山奥 に追い払う取 り組みを早 急に進めな ければな

の 雇用 拡大の ほか 、外 国人の積 極的な受け 入れなど様 々な要因があ るも

し たものと伺っ ております 。

り ませ んが、 その 一つ の手段と して犬は貴 重な存在だ と思います。 ベア

のと推 測されます。

い 一昔 前まで は各 家々 で犬が飼 われていま したが、最 近は屋内で 飼う人

ドッ グを すぐに 導入 する のは難しいと しても、 犬の活用を 研究し育成 す

本 県も 多様 な施策 を実 施してき ております が、目標とす る社会減の 半

者 への 県内就 職情 報の 発信強化 や年間を通 じた秋田回 帰キャンペ ーンに

る こと を検 討して みて はいか がでしょう か。また、熊 の追い払い や身体

熊 の生 態の変 化は 驚く ばかりで、北 秋田市中 心部の住宅 街へも出没 す

よる 県全 体の機 運醸 成な ど、官民 一体となった 対策を積極 的に講じて ま

減は 息の 長い 取り 組み を要するな ど、その達 成までの道 のりは険し いも

るよ うに なりま した 。現 在進めて いる対策では 変化に対応 できず、住 民

い ります。今 後は、労 働力の確保 が最大の課題 であること から、まず は、

を防 護す るた めの 様々 な装置の開 発や利用に 関しても、 積極的に乗 り出

の 不安 は高 まる ばかり です。 実効性のあ る対策を早 急に講ずる 必要があ

秋 田労 働局と 緊密 な連 携のもと 、県内業界団 体との連絡 協議会を新 たに

のが ある ことか ら、 これま での取り組 みを着実に進 めるととも に、保護

る と考 えます 。鳥 獣対 策の専門 部局の設置や 専門員の配 置、警察本 部と

設置 し、 テーマ を絞 り込み ながら実効 性のある 具体策を取 りまとめ、人

すべきと 思いますが 、いかがでし ょうか。

の連 携強 化など 、対 応する 組織の見直 しも必要 ではないで しょうか。知

材 の獲 得競争 に打 ち勝 てるよ うな魅力ある 雇用の場の 創出や県内 企業の

人口 減少が 急速 に進 む本県 においては、 これまでも 他の自治体 に先駆

次に 、新たな自 治体行政で ございます。

ます。

採用 力の 向上 、さら には 雇用のマ ッチング機 能の強化にも 努めてまい り

事 の御所見を お聞かせくだ さい。
県当局 の答弁を求 めます。

以上 で質 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 ）

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】
北林丈正 議員の一般 質問にお答 えを申し上げ ます。

け て機 能合 体など の新 たな自 治体行政の 構築に取り組 んできまし たが、

●知事（佐 竹敬久君）

ま ず、 人口 減少対 策に ついて、 将来推計人 口の下振れで ございます 。

ども 含め 、自治 体の あり方 が大きく変 わらざるを得 ないのでは ないかと

今年 三月 の社 人研 の人口 推計を踏 まえれば、 将来的には 、組織や財 源な

ベー スと なる国 勢調 査の年 齢別人口に 出生や社会動 態等の直近 の傾向を

考 えて おりま す。 こう した中で 、将来にお ける市町村 の行政サー ビスの

国立社 会保障・人 口問題研究 所が発表し てございます 将来推計人 口は、
反 映し たもの であ り、 前回推計 では社会増 減が一定程 度縮小して いくと
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合意 が図 られ、 高い 事業効 果が期待で きる地区 から順次実施し てまいり

また 、耕 作放棄 状態 となっ た農地につ いては、農業 法人やＮＰ Ｏ法人

維持 につ いて、 以前 にも増 して強い危 機感を抱 いており、今後 は、産業
連携 を拡 大する ほか 、市 町村の区 域を越えて行 政サービス を提供する 仕

等 が国 の事 業を 活用 し、菜種 やソバを栽 培するなど 、これまで に約一千

ま す。

組 みづ くり を進 める など、柔 軟かつ新た な発想で、 これまで以 上に連携

百 ヘク タール の農 地の 再生に取 り組んできた ところであ り、今後と も、

や 観光 の振興 を含 む広 範囲な分 野で、県と 市町村ある いは市町村 同士の

の取 り組みを強 化してまいり ます。
お ける 地方公 共団 体の 協力関 係」であり、 地方行政体 制のあり方 につい

本県 にお ける 民有の 人工林 二十四万ヘ クタールの うち十万ヘ クタール

次 に、山林の 保全でござい ます。

こうした 多様な主体 による取り 組みを支援 してまいりま す。

て、 法整 備な どを伴 う抜 本的な見 直しを含め た議論が行 われるものと 認

程度 は、所 有者 の高 齢化や 不在村化の進 行により十 分な管理が なされず

この 七月か ら始 まっ た地方制 度調査会の 検討テーマ の一つは「 圏域に

識し ており ます 。県 としま しては、こう した国の動 向を注視し ながら、

こ のよ うな 森林で 間伐 等の管 理を適切に 行う制度であ り、具体的 には、

に 放置 されて おり 、今 後、こう した森林の さらなる拡 大が懸念され てお

な お、 本県 の下水 道処 理に係る 取り組みな どは、「秋田 モデル」と し

所有 者が 自ら 経営 でき ないと意思 表示をした 森林は、市 町村が委託 を受

県 独自 の自治 体間 連携 の取り組 みが国の制 度改革に反 映されるよう 、積

て先 進的 事例 と高 く評 価されてお り、こうし た取り組み の成果を、 今後

け、 その うち採 算が 見込ま れるものに ついては、意 欲と能力の ある林業

りま す。 平成三 十一 年度 から導入され ます新た な森林管理 システムは 、

予定 され ており ます 地方制 度調査会の ヒアリングに おいて、私 から報告

経 営体 に再委 託し 、そ れ以外は 市町村が自 ら管理する ものであり ます。

極的に 提言してまい りたいと考 えておりま す。

した いと考えて おります。

にあ り、 特に中 山間 地域で 多くなって おります 。県では、 農地は食料生

ま すと 、県内 の耕 作放 棄地は九 千五百三十ヘ クタールと 、近年増加 傾向

ま ず、 耕作 放棄 地でご ざいます が、二〇一 五年農林業 センサスに より

働 政策会議に おいて、連携 して進める ことを確 認したとこ ろであります 。

足し 、事 業実施 に対 する不 安が強いこ とから、 先般の秋田 県・市町村協

役 割が 増大す る一 方で 、市町村 の実情を見ま すと、林業 の専門職員 が不

所 有者 への 森林 管理に 対する 意向調査や 管理計画の 策定など果 たすべき

このよ うに、本制 度は市町村が 主体となっ て進めるも のでありま すが、

産 の基 盤とし て有 効に 利用す ることを基本 に、「日本 型直接支払 制度」

この ため 、県 では、 増加 する業務 に適切に対 応できるよう 、今年の六 月

次に、 県土の保全 でございます 。

を活 用し 、県 内農地 の約 七割で地 域住民も巻 き込んだ保全 活動を支援 す

に市町 村等 との 連絡 会を設 置したところ であり、今 後は、専門 知識を有

す る外 部アド バイ ザー の紹介や 経営管理を 受託する林業 経営体の育 成な

るなど、耕作 放棄地の 発生防止に 努めている ところであ ります。
ま た、 国では 、中 山間地 域において も収益性 の高い農業を展 開できる

ど、 様々 な課題 に個 別に 対応し、来年 度から全 ての市町村 が円滑に事 業

次に、 河川管理と ダムの堆砂 でございま す。

よう 、小 規模で も農 家負 担なしで実施 できる新 たな基盤整 備事業を創 設
も積 極的 に活 用す ること にし、本 年度は五地 区で実施す る予定であ りま

県で は、河 川の 正常 な機能を 維持し、洪 水による災害 の発生を防 止す

を 実施できる よう支援 してまいります 。

す。 本事 業は、 農家 の関心 が高く、現 在、県内三十 区から要望 が挙がっ

る ため 、点検 など の管 理業務を 行っており 、中でも州 ざらいや伐 木は、

し たと ころ であり 、耕 作放棄 地の抑制に も有効である ことから、 本県で

て きて おりま すが 、ク リアすべ き要件も多 いことから 、今後は、 地元の
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河川 の流 下能力 を確 保する 上で効果的 であり、 平成二十八年度 から予算

釣 果予 測など 、釣 り人 が求める 情報を積極 的に発信し て釣り場と しての

によ り大 型のア ユが 釣れる 環境づくり を進める ほか、アユの遡 上状況や

次 に、漁協の 経営実態等 でございま す。

を 拡充 し、人 家へ の影 響などの 優先度を考 慮しながら 計画的に実 施して
お り、 県単 独に よる 財源の確 保が困難で あることか ら、国に対 して「河

内 水面 の魚種 につ いては 、漁業法に 基づく増殖義 務として漁 協が稚魚

魅力を 高め、誘客 促進につなげ てまいりま す。

道 内の 堆積土 砂撤 去」 への財政 支援措置を講 じるよう要 望している とこ

放流 を行 ってお りま すが、 近年、夏場 の天候不 順等により 、収入源であ

おり ます 。しか しな がら 、県管理 河川は全体で 三百四十二 河川に上っ て

ろで あり 、今年 七月 の全国 知事会にお いても、 西日本豪雨 を踏まえ、同

る 遊漁 料収入 が十 分に 確保で きないことか ら、放流数 は減少傾向 にあり

ます 。こ うし た状況 に対 応し、遊 漁者の増加 を図るため には、大型ア ユ

様 の措置につ いての緊急提 言を行って おります 。
また 、ダ ムに ついて は、そ の設計に当 たり、整備 後百年間で 堆積する

の増 殖等に より 河川 の魅力 を高めるとと もに、稚魚 放流に頼ら ない低コ

近年 、国の 研究 機関 が中心 となって、ふ 化直前の発 眼卵の放流 や人工

土砂 量を見 込ん だ上 で必要 な貯水容量を 確保するこ とにしてお り、仮に
があ りま す。現 在、 県が 管理します十 五ダムの うち、素波 里ダムを除 く

産 卵場 の造 成など 、稚 魚放流 よりも低コ ストで増殖効 果が高い手 法が開

スト な増殖手法 を導入する 必要がありま す。

十 四の ダム につい ては 、建設 時からの経 過年数に対し 、おおむね 計画ど

発さ れて いる こと から 、こうした 技術の導入 を促進し、 漁協経営の 改善

堆 砂容 量を超 える よう な場合は 、土砂の撤 去などの対 策を検討する 必要

おりの 堆砂量とな っており、 直ちに対策 が必要な状 況にはありま せんが、

につなげ てまいりま す。

資源 回復の取り 組みでござ います。

定期 的な 測量等 によ り堆砂 量を確認し てまいります 。素波里ダ ムについ
て は、 経過年 数四 十七 年に対す る堆砂率が 九三％と計 画を上回る 早さで

内水面 の重要な魚 種であるアユ やサクラマ スは、ふ化 後、海にく だり、

再 び川 をの ぼっ て産卵 するこ とから、遡 上を阻害す る河川工作 物や上流

進んで いることか ら、必要な対 策の検討を 進めている ところであ ります。
今 後も 、州 ざら いや伐 木などを 効果的に実 施し、河川 の流下能力 を確

と もに 、漁協 で設 置す る簡易 魚道について も支援して おり、こう した河

域 から 運ばれ た土 砂等 が、増殖 に悪影響を及 ぼしている ことも事実 であ

次 に、内水面 漁業の振興で ございます 。

川で は、 アユ やサク ラマ スの遡上 が増加傾向 にあります。 また、人工 産

保 する ととも に、 ダム の洪水調 節機能が確実 に発揮され るよう、適 切な

まず 、地 域資 源とし ての活 用でござい ますが、本 県にはアユや サクラ

卵場に つい ては 、河 床を直 径三メートル 程度のすり 鉢状に掘削 し、礫を

りま す。 県では 、こ れまで 県内八十二 カ所の工 作物に魚道 を整備すると

マスが釣れる河川が多く、中でも、「尺アユ」の阿仁川や「殿さまあ

敷 き並 べるこ とで 一定 の産卵効 果があるこ とを確認して きておりま す。

管理に努 めてまいり ます。

ゆ 」の 桧木内 川、 サク ラマスの 遡上が多い 米代川などは 人気が高く 、県

県としまし ては、引 き続き、河 川環境の保 全に配慮し た計画に基づ き、

良 好な 瀬や 淵など を保 全しな がら、漁協 等と連携し、 河川におけ る産卵

内外 から 多数の 釣り 客が 訪れておりま す。特に 、七月一日 から解禁さ れ
ま すア ユ釣 りにつ いて は、夏 場の観光シ ーズンと重な ることから 、それ

環境等 の整備に努 めてまいり ます。

面 の重 要魚種 であ るア ユなどの 食害が明ら かになって きたことか ら、平

また 、カワ ウに つい ては、平 成二十年ご ろから生息が 確認され、 内水

ぞれ の地 域に おい て観光 や地域活 性化のツー ルとして様 々なイベン トに
活用され ております 。
県 とし まして は、 養殖業 者や漁協等 と連携し ながら、稚 魚の早期放 流
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成二 十八 年度以 降、 ドロー ンを活用し たモニタ リング調査を実 施し、北
秋 田市など県内 四カ所で繁 殖地を確認 したとこ ろであります。 このうち 、
アユ 等の 被害が 懸念 され るところ では、内水面 漁業組合連 合会が空砲 等
に よる 追い 払い やエ アライフ ル等による 捕獲を行っ ており、本 年度は既
に二 百羽以上を 捕獲したとこ ろでありま す。
今後 とも、 効果 的な 駆除方法 を研究して いる国の機 関とも連携 し、被
害 軽減に向け た対策を強化 してまいり ます。

新たな対 策について も幅広く研究 してまいり ます。
私 から以上でご ざいます。

北林議 員から御質 問のありま した、縄

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

文文 化について お答えいたし ます。

本県 の伊勢 堂岱 遺跡 、大湯環 状列石を含 む「北海道 ・北東北の 縄文遺

跡 群」 につき まし ては 、県議 会の皆様及び 関係者の方 々のお力添 えによ

身 被害 も出て いる こと から、依 然として憂 慮すべき状 況が続いてお りま

いて 、説 得力が あり 、精 度の高いもの とするよ う文化庁か ら指導があ り

今 後の 課題と いた しまし ては、ユネ スコに提 出する英文 の推薦書につ

り、 国の 文化 審議会 から 世界文化 遺産の国内 推薦候補と して決定をい た

す。 県で は、昨 年度 、全 庁横断的に対 応できる 体制を整え るとともに 、

ま した ので 、現在 は英 文表現 を重点的に 検討するなど 、必要な作 業を鋭

次に、 熊対策でご ざいます。

カ メラ トラ ップ法 によ る精度 の高い生息 数の把握に努 めているほ か、今

意進 めて いる とこ ろで あります。 また、イコ モスの調査 やユネスコ の審

だきまし た。改めて御 礼申し上げ ます。

年度 から は、 鳥獣 保護 管理に特化 した新たな 班を設置し 、熊対策の 専従

査に 向け て、国 内だ けでな く、海外で の認知度向上 と理解促進 を図る取

ツキ ノワグ マの 人里 への出没 は、今年度に おいても頻 繁に発生し 、人

職員を増 員したとこ ろであります 。

グ 管理 や、熊 の侵 入を 防止する 電気柵の設置 のほか、熊 の生態や遭 遇時

い 状況 にあ りま す。こ のため 、人間と熊 のすみ分け を目指した ゾーニン

る狩 猟者 への支 援も 行っ てまいり ましたが、捕 獲だけでは 対応し切れ な

員会 が保 管し、 県立 博物館 をはじめ地 域の資料 館等で随時 公開されてい

り ます 。これ まで の発 掘調査に よる出土品は 、県または 市町村の教 育委

千 五百 カ所 に分 布して おり、 うち九カ所 が国や県の 史跡に指定 されてお

次に 、県 内の縄 文遺 跡につ いてであり ますが、現在 、県内全域 、約二

り組 みにも力を 入れてまい ります。

の対 処法 を伝え る県 民向け の出前講座 の実施な ど、ハード ・ソフト両面

る とこ ろです が、 引き 続き、 広く縄文文化 の価値を伝 えられるよ う、県

こ れま での対 策で は、 主として有害 捕獲に取 り組み、そ の担い手と な

で の対策を進 めております 。

最後に 、伊 勢堂 岱遺 跡と大湯 環状列石の活 用につきま しては、既 存の

内各地 の展示施設 との連携強 化を図ってま いります。

けられ てい るこ とか ら、中 長期的には保 護の視点も 必要であり 、人間と

観 光資 源や隣 県の 遺跡 も含めた 複数の周遊 コースの設定 が有効と思 われ

一方 、ツ キノ ワグマ は国際 的には絶滅 のおそれの ある種として 位置づ
野 生鳥 獣が共 生す る社 会を実現 し、本県の 魅力である「 動物に優し い秋

ます ので 、観光 文化 スポ ーツ部や市町 村の観光 部局とも連 携して、積 極
きるよ う努めてま いります。
以上です。
●二 十三 番（ 北林 丈正議 員）

答 弁ありがと うございま した。熊対 策につ

的 な情 報発 信に取 り組 み、広 くＰＲする ことで交流人 口の拡大に 貢献で

田」を国 内外に発信 していくこ とが重要で あると考え ております。
こ うし たこ とから 、市 町村や警 察をはじめ 、関係機関と の連携を一 層
密に する とと もに 、来年 度には有 識者等で構 成する協議 の場を設置 し、
専門 職員 の配置 や保 護と管 理を一体的 に担う組織の あり方のほ か、個体
管 理の 有効性 やベ アド ッグの活 用、被害防 止のための 機器の利用 など、
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いて 、ベ アドッ グの 方も検 討していた だけると いうことで、前 向きな答

を 十分聞いて、 協議を進め てまいりた いと思い ます。

に一 定の 配置も 必要 である と思います ので、こ れからも専門家 の意見等

二十 三番北林議 員の質問は 終わりまし た。

弁 あり がとう ござ いま した。ま た、先ほど お話ししま したけれど も、こ

●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。

のベ アド ッグ、 アメ リカ ・カナダ の国立公園で 活躍という ことですが 、
私 聞く とこ ろに より ますと、 熊がこうい う人間の住 むところの 近くにい

本日 は、これを もって散会い たします。
午後二時二 十三分散会

る とい うのは 、世 界で 日本だけ だそうです。 ですから、 やはり共生 して
いく とい うこと は本 当に難 しいと思い ます。い ろいろな方 面から、これ
を 考えていた だきたいと思 います。
また 、熊 の専 門の対 策員の 方を増やし たというお 話もござい ました。
私も 、この 職員 の配 置状況 、全国の状況 をちょっと 調べました が、秋田
県 では 常勤職 員は 十四 人という ことであり ましたが、 全国の平均は 二十
八人 でご ざいま す。 北海 道は七十六人 ですとか 、長野県と か新潟県も 秋
田 県の 何倍 もの対 応を する職 員がいます 。そういう点 において、 この熊
もそ うで すし 、イ ノシ シや鹿の北 上といった 問題もあり ますので、 ぜひ
もっ と対 応する 部署 をしっ かりとして 対応していく 必要がある と思いま
すが 、どうでし ょうか。
いずれ 熊もそうで すが、ほか の野生鳥獣 も、過疎

【知事（ 佐竹敬久君 ）】
● 知事 （佐 竹敬久 君）

化 、あ るいは 人口 減少 によって 、いろいろな ところで増 えてくると 、当
然、 人間 との共 生、 あるい は被害の防 止、こう いうことを 全般的に、全
県 的に 、まあ 今で は山 里でな くても、秋田 市の中心部 でもそうい うこと
があり ますので、 そういうと ころに専門知 識を持った 職員を養成 、また、
単に今 まで の発 想と は別に 、自然愛護団 体から、ぼ んぼん撃つ なと、非
常 にそ ういう メー ルも 来てます 。ですから 、人間を大切 しながらも 共生
とい うこ とにな れば 、来 年度、いろい ろな学問 的な要素も 含めて、専 門
家の方々の意見を聞いて、様々な要素から有害鳥獣、野生鳥獣とのバ
ラン スを とり 、そ の中で いろいろ な方法を考 えながらや っていく必 要が
ある と思 います 。ま た、や はりそうい う場所が偏っ てる場合も あります
の で、 そうい うと ころ に職員を 配置すると いう、専門 知識の養成 ととも
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