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部

田
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進
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治

部
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末

政

教育委員会教育長

森

察

本

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 八日、 請願 第二十一 号について 、別紙のと おり、請願 取下申出
書が 提出された 。

一、委員会 に付託した 請願は、別 紙請願文書 表（第一号） のとおりで ある。

有司

様

鈴木

善夫

ニュー ポートビル 六〇四号

秋田 市土崎港中央 五丁目四番 八号

一 、委 員会に 送付 した 陳情等は 、別紙陳情文 書表（第二 号）のとお りであ
る。

鶴田

平成 三十年九月 十八日
秋田県 議会議長

請 願提出者 住所

請願提出者 氏名
請願 取下申出書

平成 二十 八年六 月一 日に提 出した請願 について、次 の理由によ り取り下
請 願番号

第 二十 一号（乳が ん診断の項目 を、健康診 断の診断項 目

げた いので、許 可願いま す。
一

に付加する ことについ ての請願書 ）
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二

理

由

文章 の書替

【平 成三 十年第二 回定例会（ 九月議会 ）請願文書 表（第一号）

日程第 一、一般質 問を行います 。

・ 陳情文書 表（第二号 ）は巻末に 登載】
●議長（鶴 田有司議員 ）
本 日は 、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、十六番 髙橋

【「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。自由民 主党会派の 高橋

【 十六番（髙 橋武浩議員 ）登壇】（拍 手）
●十 六番 （髙橋 武浩 議員 ）

私を 含め 多くの 県民 が熱狂 し、大きな 感動をい ただきました。 私は、こ

れを一過性のものにするのではなく、「やればできる」という気概を

持って 、引き続き 県勢発展に邁 進していた だきたいと 思います。
そ れでは、質 問に入りま す。

はじ めに、土砂 災害対策の推 進について であります 。

先ほ ども触 れま した が、今年 の六月末か ら七月初め の記録的豪 雨によ

り 土砂 災害が 多発 し、 七月末 時点の発生件 数は、広島 県で四百七 十一件

とな るな ど、 全国で 一千 四百六十 四件に上っ ています。 死者・安否不 明

者は 百名を 超え 、建 物被害 も八百棟を超 えるなど、 平成最大の 被害とな

り まし た。近 年、 我が 国では、 海水温の異 常な上昇を 背景とした台 風の

上陸等により、今回のような豪雨災害が頻発しております。気象庁の

デ ータ でも 、一時 間雨 量八十 ミリメート ル以上の猛烈 な雨の年間 発生回

数は 、三 十年 前と 比較 し約一・六 倍となって おり、いつ 、どこで豪 雨に

活動 を御 支援し てく ださ る後援会 の皆様をはじ め、県政に 関心を持つ 多

地 すべ りな どの 土砂災 害が発 生しやすい 国土環境で あり、本県 も大半が

日本 は、 台風や 大雨 、地震 等が引き金 となって、が け崩れや土 石流、

よる 災害 が発生 して もおか しくないこ とから、本県 でもそのた めの備え

く の皆 様に 傍聴 にお越 しをい ただき、あ りがとうご ざいました 。この場

山 地で 、谷の 出口 の扇 状地や山 地斜面の下に 多くの人家 があります 。こ

武浩 でご ざいま す。 このた び一般質問 の機会を与え てくださっ た先輩並

をお かりし、厚 く御礼を申し 上げます。

れま で県 内では 、平 成九年 五月に鹿角 市八幡平 で発生した 澄川・赤川の

をし ておかなけ ればなりま せん。

質問に入る 前に、一 言申し上げ ます。

地 すべ り、平 成二 十五 年八月 に仙北市田沢 湖で発生し た供養佛地 区の土

び に同 僚議員 の皆 様に 、心から 感謝を申し 上げます。 また、日ご ろ私の

ま ずは 、六月 末か ら七 月初めに かけて西日本 を中心に甚 大な被害を 及

土砂災 害は 、河 川の 増水によ る浸水被害と 違い、事前 に危険性を 認知

石流な ど、大きな 被害を伴う つらい経験を しておりま す。

さらに は、 今月 に入 って発 生した北海道 胆振東部地 震により犠 牲になら

す るこ とが困 難で あり 、一瞬に してとうと い生命や家屋 などの貴重 な財

ぼした 豪雨、近畿 地方を中心 に大きな被害 をもたらし た台風第二 十一号、
れ た方 々に謹 んで お悔 やみ申し 上げますと ともに、被災 された方々 に心

産を 奪い 、甚大 な被 害を もたらす大変 危険な災 害でありま す。谷の地 形

土砂 災害 危険 箇所 は、国 内では約 五十三万カ 所、県内で も約八千カ 所に

から お見 舞いを 申し 上げ ます。被災地 の一日も 早い復旧・ 復興をお祈 り
次に 、こ のた び県 民栄誉章 を授与され ることにな りました金 足農業高

及ぶ とさ れてお り、 その数 が膨大であ ることから、 施設整備は なかなか

や 過去 の痕 跡など から 土砂災 害の発生の おそれが高い と考えられ ている

等学 校野 球部の 選手 並びに 関係者の皆 様に、心から お祝いを申 し上げま

進 んで いない 状況 にあ ると伺っ ております 。そこで、 国と県は、 土砂災

い たします。

す 。夏 の甲子 園大 会に おいて、 県勢百三年 ぶりの準優 勝という快 挙に、
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害対 策を 進め るため には 、ハード ・ソフトの 両面からの 対策が必要で あ

策 が重 要と言 えま す。 限られ た予算の中で 、数多くの 危険箇所の 土砂災

災害 警戒 区域等 の十 分な周 知など、実 際の避難 行動に結び つくような対

あ った と聞い てお りま す。ソフ ト対策におい て、避難訓 練の実施や 土砂

が 出さ れた にも かか わらず、 逃げ遅れて しまい被害 に遭うケー スが多数

豪雨 では 、事前 に土 砂災 害警戒区 域等が公表さ れ、特別警 報や避難勧 告

指 定な どのソ フト 対策 を進めて おります。 しかしなが ら、今回の 西日本

害の 被害 を減ら すた め、「 避難」に重 点を置き 、土砂災害警戒 区域等の

後の事業 見通しについ てお聞かせ ください。

危険 箇所 につ いては 、優 先的に施 設整備をす べきものと 考えますが、 今

が 出て おりま す。 この ような 避難行動等へ の影響が懸 念される土 砂災害

過去 の集 中豪雨 の際 にも実 際に土砂が 町道まで 流出してく るなどの被害

地域 に家屋が点 在しているほ か、避難場 所まで通じ る町道が走 っており、

あ るも のと 思わ れま す。牛沢 においても 、山地と三 種川に挟ま れた狭い

め、 土石 流が発 生し た場 合は避難 行動や避難後 の物流等に 大きな影響 が

で なく ＪＲ五 能線 や国 道一〇一 号などがあ り、その先 が日本海で あるた

業化 を要 望され てい ると聞 いておりま す。茶の 沢川は、下流に 家屋だけ

次に 、高速交通 ネットワー クの整備につ いてお伺い します。

ると考え ますが、土砂 災害対策に 関する基本 方針をお伺 いします。
次 に、 山本地 域振 興局管 内における 土砂災害 対策の見通 しについてお

プさ れる 一方 で、 広島 県安芸郡熊 野町や呉市 宮原村では 、県の砂防 堰堤

西 日本 豪雨 災害で は、 避難行動 を起こすこ との難しさが クローズア ッ

おり ます 。先月 、開 港二十 周年を迎え た大館能代空 港も、昨年 の年間利

上す るな ど、 物流 や交 流人口の拡 大による地 域経済の活 性化が図ら れて

能 代空 港イ ンター チェ ンジ間 が開通し、 東北自動車道 へのアクセ スが向

今年 三月、 日本 海沿 岸東北 自動車道の鷹 巣インター チェンジか ら大館

が土 石流 や流木 を捕 捉し、 土砂災害を 免れるなどの 砂防事業の 効果が発

用 者数 が十三 万八 千人 を超え、 東京便の利 用者は過去 最高を更新 してお

伺いし ます。

揮さ れた事例も あり、ハー ド対策の重 要性が改 めて確認されま した。

る 箇所 は五百 六十 四カ 所、ハー ド対策済みが 九十五カ所 あると聞い てお

あ り、 この うち ソフト 対策と して土砂災 害警戒区域 等の指定を 行ってい

中、 七月 に移転 ・新 設され た「道の駅 ふたつい 」では、八 月末までの利

様 々な 記念イ ベン トを 展開しな がら誘客に努 めておりま す。このよ うな

山 地世界自然 遺産登録 二十五周年 の節目の年を 迎える能代 山本地域で は、

りま す。 今年は 十四 万二 千人を目 標に利用促進 に力を入れ ており、白 神

りま す。 現在、 能代 市二ツ 井町地区に おいては 、障害者支 援施設が保全

用 者数 が二十 万人 を超 すなど 順調な出だし となってお ります。隣 県から

私の 地元 山本地 域振 興局管 内には、土 砂災害危険箇 所が六百十 九カ所

対 象と なって いる 「オ ンデの 沢」砂防事業 が進められ ていますが 、事業

現 在、 国土交 通省 による 国道七号二 ツ井今泉 道路の整備とと もに、県

の来 場者 も多 く見ら れ、 高速交通 ネットワー クの整備によ る効果を実 感

要 望が あり、 私も 何度 か現地を 視察してお りますが、土 石流発生の 危険

事業 であ る鷹巣 西道 路や 、交通ネット ワークと して日沿道 につながる 県

区域 内で 埋蔵 文化財 の発 掘調査が 必要となっ ており、いま だ堰堤本体 工

性の ある 渓流が 障害 者支 援施設の真後 ろにあり ます。避難 時や災害発 生

道 西目 屋二 ツ井線 の荷 上場バ イパスも着 々と整備が進 められてい るとこ

しているとこ ろであり 、早期の全 線開通を待 ち望んでお ります。

時 に特 に配 慮の必 要と なる方 々の安全性 を高めるため に、一日も 早い事

ろで すが 、国 道七 号二ツ 井今泉道 路に計画さ れているト ンネル掘削 予定

事に着 手で きな い状 況であ ります。利用 者や施設関 係者の方々 から強い

業着 手を 望む もの であり ますが、 事業の進捗 状況と今後 の見通しに つい

箇所 の地 質調査 にお いて、 土壌の岩石 の中に自然由 来の重金属 を含むこ

と が確 認され たと 聞い ておりま す。このた め、国土交 通省事業に おける

てお伺い します。
ま た、 八峰町 から 茶の沢 川が、さら に三種町 から牛沢が 、それぞれ 事
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し てお ります が、 県事 業への影 響や今後の 見通しにつ いて、現時 点の進

盛り 土計 画の変 更や 工事の 遅延等によ る周辺工 事への影響の発 生を懸念
ま す。

雇用 の促 進と将 来を 担う若 者の担い手 確保につ ながる可能性が 期待され

材 等の 保管 や組 み立 て、積み 出しをする ためのヤー ドの確保が 必要とな

しか しな がら、 洋上 風力発 電の建設が 増加していく ことに伴い 、資機

次 に、能代港 の整備と利 活用につい て、三点 お伺いします。

り 、現 在の埠 頭用 地で は手狭に なることが懸 念されます 。また、洋 上風

捗率と あわせてお 知らせくださ い。
一 点目 は、能 代港 の物流 機能の強化 に向けた港湾 整備の見通 しについ

要 な役 割を 果たし てお ります 。さらに、 平成三十二年 六月には能 代火力

を取 り扱 うなど 、県 北部 の産業活動・ 物流の機 能を担う玄 関口として 重

を 支え るとと もに 、背 後に立地 するリサイ クル関連企 業等のバルク 貨物

北地 方北西 部の 電力 供給拠 点として石炭 火力発電所 の安定した 燃料調達

出す る鉱 物、 米、秋 田杉 などの集 積地として 栄えた港で す。現在は、 東

県 沿岸 北部、 米代 川河 口に位置 する能代港は 、古くから 県北地域で 産

進め てい く予 定な のか など、洋上 風力発電の 拠点化に向 けた今後の 取り

確 保や 稼動 後の維 持管 理につ いて、計画 上どのように 位置づけて 整備を

変更 する と伺っ てお りま す。そこで、 これらの 資機材に関 するヤード の

定 され 、今後 、環 境ア セスメン トを経て、 来年度中に 能代港港湾計 画を

考え ており ます 。洋 上風力 発電に関して は、昨年度 能代港ビジ ョンが策

切で あり 、整 備計画 段階 からこの 点を考慮し ておくこと が必要である と

メ ンテ ナンス 要員 が駆 けつけ 、迅速に対応 することが 安全管理上 でも大

力 発 電 の 稼 働 中 に 、 風 車 や 発 電 設 備 な ど で ト ラ ブ ル が 発 生 し た 場 合、

三号 機が 稼働 する 予定 であること から、今後 も石炭運搬 大型船の入 港が

組みと見 通しをお聞 かせください 。

てです。

増加することが見込まれます。また、今後見込まれる高速交通ネット

三点 目は、クル ーズ振興に ついてです 。

回 数が 年々 増加 してお り、さ らなるクル ーズ需要の 拡大が期待 されてい

ワ ーク の整備 によ って 、さらに 利便性が向 上し、県北 部や隣県か らの物
そ のた め、 能代 港への 物流の 拡大を見越 し、安全な 船舶の航行 や荷役、

る とこ ろであ りま す。 クルーズ 船の寄港によ り、一度に 数百から数 千人

アジ アの クルー ズ市 場の急 成長を背景 に、日本への クルーズ船 の寄港

安 定し た物流 の確 保に 向け、計 画的に港湾整 備を進めて いくことが 重要

規模 のク ルーズ 客が 訪れる ことから、 大きな経 済効果が見 込まれており

流拡大 が図られ、 経済活性化の 可能性が一 層高まるこ とが期待さ れます。

と考えま すが、今後 の能代港の 整備の見通し についてお 聞かせくだ さい。

商工 会議 所や関 連企 業な ど三十九団体 が参加し て、能代港 の洋上風力 発

ら れて おりま す。 先月 二十八日 には、県北 を中心とする 九市町のほ か、

あるこ とか ら、 近年 は大規 模な風力発電 の事業化に 向けた調査 等が進め

そ のた め、 港湾整 備の 充実や クルーズ船 の誘致活動に 加え、クル ーズ客

スが向上 することか ら、クルー ズ船の寄港 地として注 目されており ます。

和 田・ 八幡平 国立 公園 など、県 北地域一帯 の様々な観光 資源へのア クセ

能代港 は、 高速 道路 の開通に より、世界自 然遺産白神 山地のほか 、十

ま す。 富裕層 など に長 時間滞 在してもらい 、観光振興 や地域振興 に結び

電 の拠 点化 を目指 し、 「能代 港洋上風力 発電拠点化期 成同盟会」 が発足

が観 光や 飲食 、買 い物な どを通し て寄港地の 消費拡大に 寄与するよ うな

二 点目は、洋 上風力発電の 拠点化に向 けた取り組 みについて です。

した とこ ろで あり ます。 洋上風力 発電は、広 大な海上に おいて安定 的な

仕掛 けな ど、さ らに 魅力的 なメニュー づくりが必要 であると考 えます。

つけて いくことが 重要であり ます。

強風 から 再生可 能エ ネルギ ーを生み出 せるほか、建 設工事やメ ンテナン

今 年度 のクル ーズ 船の 寄港回数 は、秋田港 の十八回に 対して、能 代港は

能代 港の ある 日本海 沿岸部 は、日本国 内でも有数 の風況の良い 地域で

ス業 務、建設用 部材や発電 用部品の供 給など、県内 企業の参入 によって 、
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い くの か、 今後 のク ルーズ振 興に向けた 取り組みに ついて、知 事の御所

船の 寄港 拡大を 図る のか 、それを どのように県 北地域の発 展につなげ て

い もの と思わ れま す。 県では、 今後どのよ うにして能 代港へのク ルーズ

二回 と大 きく差 が開 いてい る状況であ りますが 、今後の伸びし ろは大き

と から 、新た な森 林管 理システ ムは、林業再 生のために 必要な制度 であ

適 切に 管理 する こと により、 森林経営の 集積が進む ことが期待 されるこ

十分で なかった人 工林について 、市町村が 仲介役にな って森林を 集約し、

施 し成 果を挙 げて いる 事例もあ ります。こ のように、 これまで手 入れが

者の 合意 形成活 動を 行い、 基幹作業道 を整備す ることにより、 間伐を実

われ ます 。市 町村が これ らの新シ ステムを円 滑に進めて いくためには 、

そ の一 方で、 市町 村に おいては 、今後膨大な 業務が発生 するものと 思

ると考え ております 。

見を お伺いしま す。
次に、森林 整備につ いて、三点 お伺いしま す。
一 点目 は、森 林管 理の 現状と新 たな森林管理 システムに ついてであ り
ます。

る 人材 の確保 や、 施業 を実施す る林業経営 体の育成等 が不可欠だと 思わ

既存 の市町 村の 体制 を充実 させていくこ とはもとよ り、専門知 識を有す

地 方創 生や快 適な 生活 環境の創 出等につな がり、その 効果は広く国 民一

れます が、その対策 についてお 聞かせくだ さい。

森林の整備 は、地球温暖 化の防止を はじめ、 国土の保全 や水源の涵養 、
人一 人が 恩恵を 享受 して いると言えま す。また 、森林は木 材等の生産 活

価 格の 長期下 落等 によ り、経営 管理が行われ ていない森 林について 、市

源 の循 環利 用に 向けて 各種施 策を講じて きました。 しかしなが ら、木材

はも とよ り、木 材利 用の 拡大や木 質バイオマス の有効利用 など、森林 資

で 国や 県では 、森 林所 有者が行 う造林や間 伐等の森林 整備に対す る支援

戦後 造成さ れた 人工 林の多く が本格的な 利用期を迎え る中で、こ れま

づく り税 」は、 平成 三十年 度から第三 期の五カ 年計画がス タートし、近

と 聞い ており ます 。一 方、本県 独自の取り組 みである県 の「水と緑 の森

れ るほ か、 森林 の少な い地域 においては 木材利用の 促進等にも 使われる

林環 境譲 与税に つい ては 、新たな 森林管理シス テムの円滑 な推進に使 わ

十 六年 度から 課税 され る森林環 境税をその 財源として おります。 この森

負担 を分 かち合 って 、国民 みんなで森 林を支える仕 組みとして 、平成三

三 点目は、森 林環境譲与 税と森づくり 税の使途に ついてお聞 きします 。

町村 が集 約し、 森林 環境譲 与税によっ て適正に 管理する新 たな制度の創

年 問題 になっ てい る熊 対策と して、野生動 物による被 害などのお それが

動 を通 じて 、山村 地域 におけ る雇用の確 保に大きな役 割を果たす 重要な

設 を内 容とす る法 令が 制定さ れ、平成三十 一年四月か ら施行され る予定

ある 森林 の緩 衝帯を 整備 する事業 や、親子で 木に触れ合う ための木育 空

平成 三十 一年 度か ら譲与 される「森林 環境譲与税 」は、国民 が等しく

であ りま す。 この「 新た な森林管 理システム 」の運用開始 に当たり、 本

間整備 事業 など が新 たに加 わり、森林環 境や公益性 を重視した 森づくり

「緑の 社会資本」 であります 。

県の民 有林 にお ける 森林管 理の現状と、 システムの 概要につい てお知ら

を実 施している ようです。

ま た、 森林環 境譲 与税に ついては、 国の平成 三十年度税 制改正の大 綱

ぞれの使 途や役割に ついてお聞か せください 。

ない もの でし ょう か。森 林環境譲 与税と県の 水と緑の森 づくり税の それ

水 と緑 の森 づくり 税に より実 施される事 業と、目的や 事業内容が 重複し

この ような 中、 新た に創設 される国の森 林環境譲与 税の使途は 、県の

せく ださい。
二点 目は、 新た な森 林管理 システム実施 に向けた市 町村の体制 整備と
人 材育成につ いてお聞 きします。
私の 地元 でも 、先 祖から受 け継いだも のの所有す る森林の場 所がわか
らな い方 や、住 んで いる市 町村から離 れていて管理 できないと いう方も
少 なく ありま せん 。地 元の森林 組合では、 放置林を解 消するため 、所有
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にお いて 、市町 村は 間伐等 の森林整備 及びその 促進に要する費 用に、県

のメリッ トが見込ま れます。

殖が 可能 となり ます 。また 、アカモク 、いわゆ るギバサは 、県北部の八

一 つ目 は、イ ワガ キや アカモク、ナ マコ、ア ワビなどの 磯根資源等 の

次に、岩館 漁港の「 水産版メガ 団地」構想 についてであ ります。

森 や岩 館で古 くか ら採 取して おり、県北部 では二社が 加工販売を 行って

は 市町 村の支 援等 に関 する費用 に充てるこ ととされて おります。 森林環

県 内に 二十一 カ所 ある 海面漁港 は、漁業活動 の生産及び 流通の基地 と

おり ます 。し かし、 近年 は全国的 に人気が急 上昇し、県 内産だけでは 原

増養 殖に よる所 得向 上で あります 。例えば、秋 田では夏が イワガキの 旬

して 、こ れま で重要 な役 割を果た してきてお ります。し かしながら、 一

料不 足とな って いる ため、 適正な資源管 理のもと、 磯根の拡大 による大

境譲 与税 の導入 によ り、 既存の森 林整備関連予 算が削減さ れる可能性 も

隻当 たり漁 獲高 の多 い底曳 き漁船の廃船 や水産資源 の減少、海 水温の上

幅 な増 産が待 たれ てお ります。 新たな資源 で言うと、 ナマコを乾燥 加工

と なっ てお りま すが 、県外で は冬がマガ キの旬とな っておりま す。従来

昇 等に よると 推測 され る漁獲種 の変化、県 の魚である ハタハタ資源 量の

した もの が輸出 用と して 高値で取引さ れており 、県産のナ マコについ て

あ ると 懸念 され ると ころであ りますが、 どのように 認識してい るのか、

低位 安定 などに より 、本 県の漁獲高は 直近の五 年間で三割 近く減少し て

も 、地 元で 加工し て販 売でき れば、漁業 者の所得向上 につながり ます。

は 荒天 等によ り漁 ので きない十 一月から十二 月などでも 、静穏域な ら養

お り、 海面 漁業を 取り 巻く環 境は非常に 厳しい状況に あります。 また、

ほか にも 、静 穏域 はハ タハタのふ 化や増養殖 の場として も期待でき るも

知事 の御所見を お伺いします 。

漁業 従事 者の 高齢 化や 新規就業者 の減少、燃 油等生産コ ストの上昇 など

のと思わ れます。

磯根 漁業 は沿岸 近く で操 業できる 採介・採藻漁 業であるこ とから、生 産

二つ 目は、漁船 航行の安全 性確保によ る生産コス トの低減であ ります。

によ り、 登録漁 船数 や漁協 の組合員数 がここ五年で 約二割減少 し、漁港
周 辺の 漁村そ のも のの コミュニ ティーの維 持や経済活 動にも支障 が生じ
ており ます。
生 産力 の向上 や、 水揚 げした魚 介類の加工・ 販売による 高付加価値 化等

とって安心・安全な漁業環境が確保されるほか、経験の浅い漁業者に

三 つ目 は、技 術継 承の場 としての活 用であります 。ベテラン 漁業者に

コ ストを抑え ながら所 得の向上と 安定につなが ると考えら れます。

を推 進し ており 、こ れを受 けて、秋田 県漁業協 同組合では 、県北部の岩

と って も危険 の少 ない エリア であることか ら、昨今課 題となって いる担

県 では 、こ の事 態を打 開するた め、「つく り育てる漁 業」による 漁業

館 漁港 をモデ ルと した 漁港施 設の有効活用 に向け、関 係機関との 協議を

こ のよ うに、 高波 を防い で十分な広 さを持つ 静穏域を確保で きれば、

い手 の確 保や 着業後 の人 材育成・ 技術継承な どにも効果が あると見込 ま

お り、 多少の しけ でも 水産物の 生産が可能 になるとして おります。 漁港

高質化や 増産、魚種 の追加、操 業の効率化 等が実現で き、生産から 加工、

始め てお りま す。計 画で は、防波 堤等で囲ま れた静穏域を 増養殖事業 に

内の 静穏 域では 、外 海に 比べ操業が容 易になる ため、鮮度 管理を徹底 す

販 売ま でを 見据え た六 次産業 化の推進が 可能となりま す。こうし た取り

れます。

る こと で漁 獲物の 単価 アップ が期待でき るほか、高齢 のベテラン 漁業者

組み によ り、 水産 業の構 造再編や 漁業関係者 の格段の所 得向上、担 い手

利用し 、複 合的 な「 つくり 育てる漁業」 のエリアを 創出するこ ととして

が、 安心 ・安 全に 働くこ とのでき る漁業環境 を提供する ことができ るも

の確 保・ 育成を 目指 すもの であり、ま さに、これは 「水産版メ ガ団地」

構 想と 呼ぶこ とが でき ます。漁 村地域の活 性化の核と して展開が 期待で

のと思わ れます。
具 体的 に岩館 漁港 の例で 言いますと 、静穏域 の活用によ り、次の三 つ
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今 年七 月には 、西 日本 を中心とした 豪雨災害 が発生する など、異常 気

催してお ります。

現 に向 け、県 と水 産業 関係者ら が一体とな って取り組 んでいく必 要があ

象により土砂災害が頻発しており、引き続き、ハード・ソフト一体と

きる ため 、私も 大い に期待 をしており ます。こ れら、この将来 構想の実
ると 思い ますが 、岩 館漁 港をモデ ルとした新た な取り組み の状況と今 後

な った効果的 な土砂災 害対策を着 実に進めて まいります。

期の事 業化に向け て取り組ん でまいりま す。

「 牛沢 」に ついて は、 優先的 に対策すべ き箇所と考え ており、今 後、早

の「 茶の 沢川」 や、 平成 二十八年度に 土砂流出 被害が発生 した三種町 の

り ます 。また 、国 道一 〇一号や 鉄道などが 保全対象と なっている八 峰町

て調 整を図 り、 平成 三十二 年度には工事 に着手でき る見込みと なってお

事が 完了 して おりま すが 、残りの 四基は、埋 蔵文化財の 調査時期につ い

支 援施 設等を 守る ため 、五基 の砂防堰堤等 を計画し、 うち一基の 設置工

能代 市二ツ 井地 区の 「オンデ の沢」にお いては、土 砂災害から 障害者

次に 、施設整備 の見通しでご ざいます。

の 展開につい てお伺い します。
あ わせ て、漁 村地 域の活 性化に向け た磯根資源の 増養殖と水 産業の六
次産 業化 につい て、 現時点 での取り組 み状況と 今後の方針 をお聞かせく
だ さい。

県 当局の答弁を 求めます。

これ 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）

おはよ うございま す。髙橋議員 の一般質問 にお答

【知事（ 佐竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐 竹敬久 君）
え申し 上げます。

方、 ハー ド対 策には 膨大 な費用と 時間を要す ることから、 ソフト対策 と

な どを 優先し 、砂 防堰 堤等の 施設整備を進 めることに しておりま す。一

道な どの 重要な 公共 施設の 保全に加え 、近年、 土砂災害が 発生した箇所

ハ ード 対策と しま しては 、病院など の要配慮者利 用施設や、 国道・鉄

情 報発 信な どソ フト対 策の両 面から、総 合的に対策 を進めてお ります。

危険 度の 高い箇 所へ のハ ード対策 と、地域住民 の確実な避 難につなが る

路線は 、県 北地 域の 交通ネ ットワークを 構成する重 要な路線で あること

込み であ り、 来年度 は新 たな橋梁 工事に着手 してまいりま す。これら の

路 改良 工事の 進捗 を図 ってお り、同じく事 業進捗率は 約五四％と なる見

山地 への アクセ ス道 路とな る荷上場バ イパスに ついては、 橋梁工事や道

着 手す る予定 とな って おります 。また、日沿 道に接続し 、世界遺産 白神

率 は約 六二 ％と なる見 込みで あり、来年 度からは翔 鷹大橋の補 強工事に

現在 、全 線にわ たっ て道 路改良工 事を進めてお り、今年度 末の事業進 捗

次に、高速 交通ネッ トワークの整備 でござい ます。

して、 地域 住民 の警 戒避難 体制の整備を 促進するた め、平成三 十一年度

か ら、 引き続 き、 早期 の供用に 向け、事業 の推進に努め てまいりま す。

まず、土砂 災害対策 の推進でござい ます。

ま でに 、全て の土 砂災 害危険箇 所において 、土砂災害警 戒区域等の 指定

なお 、御指 摘の 県事 業への 影響でござい ますが、二 路線とも大 規模な

将来 的に日本海 沿岸東北自 動車道の一 部となる鷹 巣西道路につ いては、

を目 指し 、重点 的に 取り 組んでいると ころであ ります。ま た、災害発 生

盛 り土 構造 で大量 の土 砂が必 要となるも のの、国で施 工する今泉 トンネ

基本 方針でござ いますが、 県では、頻 発する土砂 災害を防止す るため、

時 には 、確 実に避 難行 動をと ることが重 要であり、ハ ザードマッ プを作

次に、能代 港の整備 と利活用でござ います。

ルの 掘削 土は 使用 しない ことから 、影響はな いものと考 えておりま す。

村及 び地 域住民 との 合同に よる避難訓 練を実施して おり、その 際に、避

ま ず、 整備の 見通 しでご ざいますが 、現在、 能代港では 、静穏度の 向

成す る市 町村 への 支援を 行ってい るほか、毎 年、地域振 興局ごとに 市町
難 の重 要性や タイ ミン グなどに ついて、理 解を深める ための学習 会を開
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能 とな るよ う整 備を 進めてお ります。ま た、今年三 月には、能 代港の発

して おり 、港内 の浚 渫工 事の実施 とあわせ、船 舶のより安 全な航行が 可

指 して 進めら れて いる ほか、県 においても 、北防波堤 の改良工事 を実施

上を 図る ため、 国に より第 二北防波堤 の延伸工 事が今年度中の 完成を目

であ ります。

た 県北 地域 なら では の観光地 や食、祭り などのＰＲ を行ってい るところ

の訪 問や 本県へ の招 聘を 行うこと により、能代 ・山本地域 をはじめと し

組 みを 進めて おり ます 。能代港 においては 、これまで も、船会社 などへ

三月 に「 あきた クル ーズ振 興協議会」 を設立し 、寄港促進に向 けた取り

議員 御指摘 のと おり 、能代港 は、高速道 路の開通な どによりク ルーズ

展 を県 北地域 全体 の活 力につな げていくため 、行政機関 、商工会議 所、
物流 事業 者等が 連携 し、能 代港の今後 のあり方 や、整備の 方向性を定め
今後 は、 この ビジョ ンに基 づき、高速 道路の開通 や風力発電 の立地に

寄港 拡大に 向け た取 り組み を推進すると ともに、寄 港による経 済効果を

セー ルス 活動 の強化 や能 代港を核 とした新た な周遊プラ ンの造成など 、

船の寄港地として注目されていることから、今後は、船会社などへの

伴う 物流の 増加 に対 応した 岸壁・埠頭用 地などの港 湾施設につ いて、港

県 内に 波及さ せる ため 、クルー ズ振興協議 会を中心と した情報発信 の強

た 「能代港ビ ジョン」を取 りまとめた ところで あります。

湾 計画 に位置 づけ 、関 係機関と 連携しなが ら、事業者 のニーズに対 応し

次 に、森林整 備でござい ます。

化に努 めてまいりま す。

次 に、洋上風 力発電の拠 点化でござい ます。

はじ めに 、森 林管 理の現 状と新たな森 林管理シス テムについ てであり

た整備 に取り組んで まいります 。
県で は、 「第 三期 ふるさ と秋田元気創 造プラン」 の重点施策 に「地域

本 県に おいて 、民 間が 所有する杉人 工林のう ち六割に当 たる十四万 ヘ

ます。

者 によ る洋上 風力 発電 の導入に 向けた調査 等への支援 を行うこと にして

クタ ール につい ては 、森 林経営計 画に基づき適 切に管理さ れているも の

資源 を活 用した 新エ ネルギ ー関連産業 の振興」を位 置づけてお り、事業
おり ます 。現在 、能 代港 では、全 国に先駆け、 港湾区域内 における洋 上

の 、残 りの 四割 は、長 期にわ たる木材価 格の低迷や 立地条件が 悪いこと

新 たな システ ムは 、所 有者が管 理できないと 意思表示し た森林を市 町

風 力発 電事 業が 検討さ れてお り、さらに 、沖合の一 般海域にお いても、

る 「促 進区域 」の 指定 に向け たルールづく りなどが検 討されてい ること

村が 受託 して 、間伐 等の 整備内容 などを定め た管理計画を 策定し、そ の

な どか ら放置 され てい る状況に あり、今後の 適切な管理 が課題とな って

から 、洋 上風 力発電 の本 格的な導 入が進むも のと見込まれ ております 。

うち採 算が 見込 まれ るもの については、 林業経営体 に再委託し ますが、

複 数の 事業者 が導 入に 向けた調 査を実施して いるところ であります 。ま

県とし まし ては 、本 県沿岸を 「促進区域」 に指定する よう国に働 きか

そ れ以 外は市 町村 自ら が管理す る仕組みで あり、この制 度を着実に 推進

おります 。

け ると ともに 、事 業者 のニーズ を的確に把 握しながら、 今後、発電 用資

する こと で、将 来に わた って全国一の 資源量を 誇る本県の 杉人工林の 健

た、 国で は、一 般海 域の利 用を拡大す るため、 最大で三十 年間使用でき

機材 の保 管や組 み立 て、 メンテナンス に必要な 「埠頭用地 」の拡張な ど

全 な維持に大 きく寄与 するものと考え ておりま す。

り ます が、林 業の 専門 担当を配 置している 市町村が少 ないことに 加え、

新た な森林 管理 シス テムは、 市町村が主 体となって運 用するもの であ

次に、 市町村の体 制整備と人 材育成でご ざいます。

を 港湾 計画 に位置 づけ 、能代 港の洋上風 力発電の拠点 化に向けた 取り組
みを推 進してまい ります。
次に、クル ーズ振興 でございます。
県 では 、全国 的に 拡大す るクルーズ 需要を本 県に呼び込 むため、昨 年

- 105 -

るほか、 林業関係機 関と連携し 、実施体制 の整備を支援 してまいり ます。

困 難な 場合は 、専 門の 業務を担 える「地域林 政アドバイ ザー」を紹 介す

担 当者 の実 務能 力の 向上を図 るとともに 、市町村職 員による人 材確保が

県で は、 事業の 流れ や発 注管理等 の委託事務に 関する研修 会を開催し 、

の 実施 に当た り人 材の 確保が大 きな課題と なっており ます。この ため、

担当 者で あって も専 門的知 識を有して いない場 合が多いことか ら、制度

手し たと ころで あり 、ワカ メやナマコ の生産に 意欲を示す 漁業者も出て

キ ング グルー プを 今月 設置し、 静穏域の活用 に向けた具 体的な検討 に着

う した こと から 、県 漁協では 、その完成 を見据え、 漁業関係者 とのワー

養殖 に活 用する こと によ り、漁業 所得の向上が 期待されて おります。 こ

出 漁回 数が増 え、 漁獲 量の増加 が見込まれ るほか、漁 港内の静穏 域を増

まで 、延 長二百 三十 一メー トルの沖防 波堤を整 備しており、完 成すれば

とか ら、従 事者 の技 術力の 向上を図りな がら、生産 性の高い森 林管理が

と能 力の ある 林業経 営体 を、より 多く確保し ていくこと が重要である こ

て は、 ワーキ ング グル ープに参 加し、静穏 域の有効活 用について助 言す

女性 漁業者 や民 間事 業者に よる加工活動 が活発なこ とから、県 としまし

岩館 地域 は、 イワガ キやア ワビなどの 磯根資源に 恵まれてい るほか、

き ております 。

で き る 経 営 体 を 育 成 し て い く 必 要 が あ り ま す 。 県 と し ま し て は、

るとともに、ワカメの養殖やナマコの増殖について、技術的な指導を

ま た、 この制 度を 将来 にわたっ て円滑に推進 していくた めには、意 欲

「ニ ュー グリー ンマ イス ター育成研修 」等を有 効に活用し 、従事者の 技

行 ってまいり ます。

本県 にお ける 磯根 資源の 増養殖につい ては、イワ ガキやアワ ビなどの

術 力を 高め るとと もに 、林業 経営体への 高性能林業機 械や、伐採 と再造
林の 一貫 作業 シス テム の導入等を 促進し、生 産性の向上 を図ってま いり

を 特徴 とした 新た な品 種や、作 業効率の良 い漁具の開 発を行って きたと

増殖 場の 整備を 行う ととも に、ワカメ の養殖を推進 するため、 柔らかさ

次に 、森林環境 譲与税と森 づくり税の 使途でござ います。

ころ であ ります 。こ うし た取り組 みにより、イ ワガキは全 国トップク ラ

ます。
国の 森林 環境譲 与税 は、森 林資源の適 切な管理を目 的とし、立 地条件

また 、水産 業の 六次 産業化に ついては、 漁業者等の 商品開発や 販路開

ス の漁 獲量 とな ってい るほか 、ワカメの 生産量は増 加傾向にあ り、引き

な森林が少ない地域にあっては、木材の利用促進等にも使えることに

拓 をサ ポート する とと もに、 加工機械等の 導入を支援 しており、 昨年度

が 厳し いこ とな どによ り、森 林経営計画 が作成され ず、手入れ が行き届

な って おりま す。 一方 、本県 の森づくり税 は、森林環 境の保全を 主な目

は、 首都 圏の レスト ラン などと十 五件のマッ チングが成立 し、さらに 今

続き 、磯根資源 の増大に努め てまいりま す。

的と し、 生育 の思わ しく ない杉林 を広葉樹が 混在した森林 に転換して い

年度は 、男 鹿市 の道 の駅オ ガーレを拠点 とした加工 活動に支援 している

か なか った森 林で の間 伐等を主 な使途にして おりますが 、都市部の よう

くこと や、 里山 林の 再生、 森林公園の整 備等に活用 しているこ とから、

と ころ であり ます 。今 後とも、 こうした意 欲的な取り組 みを積極的 に支
以 上でござい ます。

援し、水 産業の六次 産業化を推 進してまい ります。

基本 的に目的や 事業内容は 重複しないも のと認識し ております 。
また 、既存 の森 林整 備事業 は、森林経営 計画に基づ き間伐や作 業道の
整 備を 行う もので あり 、新た な制度の対 象とは異なる ことから、 直接的

前向き な答弁あり がとうござ いました。 一番

心配 して おりま した 地元の オンデの沢 ですが、埋蔵 文化の調査 に三年ほ

●十 六番 （髙橋 武浩 議員 ）

次に、岩館 漁港の「 水産版メガ団地 」構想で ございます 。

ど かか るとい うこ とで 、来年度 の調査の範 囲を広げて いただき、 三十二

な予算 削減の理由 にはならな いものと考 えております 。
岩 館漁 港では 、航 行の安 全を図るた め、平成 十四年度か ら三十三年 度
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様 々な 商業 利用 も含め て加工 に熱心な企 業経営者が たくさんお ります。

あり ます が、特 に岩 館の 方は、地 元の熱意、歓 迎する漁業 者、あるい は

る とい うこと が必 要で す。そう いう意味か ら、全県に いろいろな 漁港が

藻類 とい うよう に、 何かに ある程度特 化して、その ブランド価 値を高め

ら、 ただ ハタ ハタ に頼 るのではな く、むしろ 別の漁種と して、例え ば海

た だ、 ハタ ハタは 県魚 という ことですが 、漁獲量はほ んのわずか ですか

送ってい ただければと 思います。

メガ 団地 構想 に取り 組む 漁業者の 皆さんに、 ぜひとも知 事からエール を

秋 田県 の水産 業の モデ ルケー スとなり得る と思います ので、その 水産版

資源 のビ ジョン に今 取り組 もうと第一 歩を踏み 出したわけ であります。

環 境は 厳しい わけ です が、それ こそ漁港の港 湾内を活用 しながら、 磯根

最 後の 水産 版メ ガ団 地構想であ ります。今 、なかなか 漁業を取り 巻く

してい ただければ と思います。 これはお願 いでありま す。

り 三基 ありま すが 、今 後の調査 においても 、建設部と 協議しなが ら対応

年度 から 着手で きる という ことで安心 をしてい るところであり ます。残
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●知 事（佐 竹敬 久君 ）

まず私ども秋田 には水産 資源が多様 にあります 。

四十 名

ます。

休憩前 に引き続き会 議を開きま す。

聡

衛

日 程第 一、一 般質 問を 継続いたしま す。十二 番小原議員 の発言を許 し

●議長（鶴 田有司議員 ）

喜

そ うい う意味 では 、一 番マッチ ングしやすい ところです 。あの場所 も岩

四 十 番

木

【知事 （佐竹敬 久君）】

礁海 岸で すから 、そ ういう 意味で活用 しやすい ところです 。ぜひ地元に

鈴

員

地方自治法第 百二十一条 による出席 者

四 十二 番

議

休 憩前に同じ

頑 張ってもら って、我々も 一緒になっ てこのブ ランド価値 を、あの場所 、
あの 地域 をブ ランド とマ ッチング しながら、 白神全体を観 光資源とい う
十 六番髙橋議員 の質問は終 わりました 。

ことで幅広く 捉えてや っていきた いと思いま す。
●議長 （鶴田有司 議員）

席

暫時休憩い たします 。再開は十 一時十分と いたします 。
午前 十時四十九 分休憩
午前十一時 十分再開
出
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【十二番（ 小原正晃議 員）登壇】（ 拍手）

治家 の姿 勢や言 動が 注視さ れておりま す。特に 知事におかれま しては、

発 言一 つ一つ に大 きな 反響があ り、県内は もちろんで すが、日本 中から

注目 され ており ます 。知 事は、七 月三十日の記 者会見で、 「一義的に 地

おは ようござい ます。会派 、次の世代 につな

ぐ会 の小 原正晃 です 。我 が国の人 権の歴史を見 ると、長く 続いた封建 的

元 の住 民、 この 方々 の思いを 尊重して我 々は動くべ きであろう 」とお話

● 十二番 （小 原正 晃議 員）
身 分制 度社 会か ら、 明治維新 や大きな戦 争を経て、 ようやく現 在私たち

し され ており ます 。私 も全く同 じ思いであり ます。そこ で、新屋勝 平地

八 月二 十八日 、私 の自 宅にも「 イージス・ア ショアの新 屋配備計画 の

が 当た り前の よう に受 けている 個人の自由、 平等の権利 を少しずつ 少し
る 考え が、「 全て の人 間は法 のもとに平等 である」と いう、すな わち立

撤回 を求 める 要望書 」が 届きまし た。もちろ ん知事や県 議会議員の皆 様

区振興会 さんからの 要望書につ いてお伺い いたします。

憲主 義の 考え 方であ りま す。しか し、ここ数 年の我が国 では、権力の 集

にも 、同じ 要望 書が 届いて いることと思 います。内 容は、政府 側の説明

ずつ 、先 人たち の血 と汗と 涙の上に勝 ち取って きました。 その土台とな

中に より法 の解 釈そ のもの をねじ曲げて しまう事態 がおき、社 会全体が

ま た、 知事は 八月 二十 七日の防衛省 幹部との 会談の中で 、住民の不 安

が 繰り 返され るた びに 、地元住 民の不安や 不信、疑念 が逆に高まっ てい

す 。同 じよう に、 今の 政治に怒 りや危機感 を持つ多く の国民・県 民の皆

払拭 のた めに住 宅地 と施 設の間に 最低でも七百 メートル、 できれば一 キ

少 しず つ反立 憲主 義化 している ように感じ られます。 それが分断と 排除

様の 声に 応える ため に、 このたび 私は立憲民主 党に所属し 、立憲主義 を

ロ メー トル の十 分な保 安距離 が確保でき るか、しっ かり調査を するよう

く現 状に あると いう こと 、臨時理事会 でイージ ス・アショ ア配備計画 に

守 る活 動を しな がら、 県内に 組織を立ち 上げていく ことを決意 いたしま

求 めて おられ ます が、 この要望 書では、新屋 への配備計 画そのもの の撤

の政 治、 社会の 多様 性が 脅かされ、大 切な情報 が隠蔽され る政治、権 力

し た。 しかし なが ら、 今後政党 の枠組みだけ にとらわれ ず、近い思 いを

回を 求め る内容 とな ってお ります。住 民の思い を尊重する という考えの

反 対す るこ とを全 会一 致で決 議したこと 、議員各位に 今後は「配 備計画

持っ た方 々とも 連携 してい けるよう、 政党名を 名乗らず、 これまでどお

知 事に おかれ まし ては 、もし 調査において 、ある程度 の保安距離 が確保

者 への 忖度 による 政治 につな がってきた ように思えて なりません 。人類

り の会 派名で 活動 して まいり たいと考えて おります。 現場の声を 大事に

できるという結果が出た場合でも、あくまで「この新屋地区にイージ

は撤 回を 」の 姿勢 で臨 んでほしい ということ でした。知 事は、この 要望

しな がら 、子 供たち 世代 、次の世 代に少しで も良い社会を つなげるよ う

ス・ア ショ アは いら ない」 という、住民 の意思に寄 り添った毅 然とした

の英 知に より 、長 い時 間を重ね、 ようやくた どり着いた 、この「立 憲主

汗をか いて いき たい と思っ ておりますの で、県民の 皆様、先輩 同僚議員

対 応を とって いた だき たいと思 いますが、 いかがでしょ うか。知事 の御

書を読み 、どう感じ られたのか、 率直な御意 見をお聞か せください 。

の 皆様 におか れま して は、今後 も格段の御 指導を賜りま すよう、心 より

所見 をお 伺いい たし ます 。また、知事 がお考え の十分な保 安距離の根 拠

義」 が壊 されて しま うので はないかと 、私は強い危 機感を感じ ておりま

お願いを 申し上げま す。

は 何であるか について も、あわせてお 知らせく ださい。

次に、 高齢者の就 労の場の確 保について お伺いいたし ます。

そ れでは、八 回目の一般 質問に入らせ ていただき ます。
最初に イージス・ アショアに ついてお伺 いいたします 。

はじめに、 高齢女性 の就労の促進に ついてお 伺いいたし ます。

医 療の 発達で 平均 寿命が 大きく伸び 、人生百 年時代に突 入いたしま し

県民 が大き な関 心を 持つこの イージス・ アショア問題 では、知事 や秋
田 市長 といっ た首 長、 国会議員 のほか、我 々地方議員 を含めた全 ての政
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ない かと危惧し ております 。

じて おり、 この こと がこれ からの本県に とって大き な課題にな るのでは

ら、 経済 的に 困窮す るひ とり暮ら しの高齢女 性が非常に 増えていると 感

き 取り 調査を する 中で 、ここ 数年の物価の 上昇、年金 の引き下げ などか

五倍 も多 くなっ てい ます。 私も、地域 で様々な お宅から生 活に関する聞

に 対し 女性は 約四 万八 千人で、 ひとり暮らし の高齢女性 が男性の約 二・

で おり ます 。ま た、 高齢者の ひとり暮ら し世帯は、 男性の約一 万九千人

が約 六万 九千人 、女 性が 十二万四 千人おり、高 齢者の高齢 化も年々進 ん

面 で制 度の見 直し が行 われてお ります。本 県では、七 十五歳以上 の男性

た。 今、 超高齢 化時 代に向 け、医療介 護や年金 、働き方など、 あらゆる

か らこ そ、人 手不 足の 課題に高 齢者を活用 すべきです し、特に潜在 的な

にも つなが るの では ないで しょうか。全 国一高齢化 が進んでい る本県だ

ひい ては 、生 きがい や仲 間づくり 、介護予防 、県内労働 力の補完的確 保

こ とができれ ば、就労の場 のマッチン グにつな がり、経済 的負担の軽減 、

あり 、ま た人手 を求 める働 き場はどれ くらいあ るかを調査 し、把握する

た 調査 をすべ きと 考え ます。つ まり、高齢女 性の労働意 欲がどれく らい

く 、一 くく りに 高齢 者となっ ている状況 ですが、今 後は男女別 を意識し

心と なっ ており ます 。労 働局が公 表している統 計調査では 、男女別は な

用 され ている のは 圧倒 的に男性 が多いため 、定年後の 継続雇用も 男性中

言え ます 。こう した 高齢者 の雇用を取 り巻く状 況を見ても、定 年まで雇

も 多い と聞き ます し、 夫が亡く なった途端、 生活が困難 になったと いう

や 葬儀 代に 充て ること によっ て、思った 以上に少な くなってい るケース

女性 の平 均寿命 の方 が高 いことか ら、さきに病 気になった 夫の介護費 用

て、 女性は約九 万二千円に とどまって おります 。老後の蓄えを 考えても 、

成二 十八 年度の 本県 平均受 給額を見る と、男性の約 一四万四千 円に対し

受給 月額 は、 わず か約 五万三千円 です。また 、厚生年金 であっても 、平

り ませ んし 、国民 年金 のみの 方も多くお りますが、女 性の国民年 金平均

をど う増 やして いく のか、 そのために 県はどの ような役割 を担っていく

ど うや って会 員を 増や していく のか、また、 その中でも 少ない女性 会員

高 齢者 の雇 用環 境の整 備など により新規 加入会員が 減少傾向に ある中、

が非常 に少ないの が現状です。 会員獲得目 標一万人を 掲げており ますが、

二 百人 に対し 、女 性は 約二千人 となってお り、人口割 合から見て も女性

人材 セン ターで すが 、本県 の会員約七 千二百人の内 訳は、男性 が約五千

また 、高 齢者 の働 く場と して非常に重 要な役割を 担っている シルバー

活 用していた だきたい と考えますが、 知事の御 所見をお伺 いいたしま す。

労働 力と して期 待さ れる 高齢女性につ いては、 その実態を 調査し、ぜ ひ

話も耳に します。こ ういった方 々の中で、元 気な高齢者 が少しでも 働き、

の か、 現状の 取り 組み と今後 の取り組みの 方向性につ いて、知事 の御所

七十 五歳を 超え る高 齢女性 には、無年金 者、低年金 者の方も少 なくあ

収 入を 得るこ とが でき る仕組 みがあれば、 県内におけ る経済循環 の向上

次に、人手不 足が顕著な 農業部門に ついてお 伺いいたし ます。

見をお 伺いいたし ます。

す。国 では 、人 手不 足の解 消に向けて、 外国人が日 本で働くこ とができ

県 では 、昨年 から 農業労 働力緊急確 保対策協 議会を設置し、 高齢者や

や、 現状 の人 手不足 に対 して、あ る程度の貢 献につながる ものと考え ま
る 新た な在留 資格 の創 設などの 取り組みを 進めようとし ております が、

大学 生な ど多様 な労 働力 の活用調査に 加え、Ｊ Ａ無料職業 紹介所の開 設

制づ くり など につ いて検 討してお ります。私 は、この中 でも特に、 ＪＡ

その 前に 、まず は身 近な 元気な高齢者 を支援す ることによ り、人手不 足
なお 、本 県で は七 十歳以上 まで働ける 企業の割合 が全国一位 となって

の無 料職 業紹介 所の 取り組 みに注目し ております。 農家では瞬 間的に人

拡 大等 を支 援して いる ほか、 この職業紹 介情報を全県 域で共有で きる体

おり ます が、そ れは 裏を返 せば労働力 が不足してい るため、そ のまま定

手 が欲 しい場 面が 多く 、また、 出荷に向け ての包装作 業など肉体 的な負

解 消の取り組 みを進め ていただきたい と思いま す。

年 後も 会社に 残り 、引 き続き雇 用される場 合が多くな っているだ けとも
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ウィ ンの関 係が 築け るもの と考えますが 、農業分野 における高 齢者の労

でき、求職者にとっても働く場が確保できる、双方にとってウィン・

ど の課 題をク リア する ことが できれば、求 人側にとっ ても労働力 を確保

季節 ごと に雇い 主を 変え、 一年を通じ て一定の 仕事につな げられるかな

う です 。しか し、 組合 員農家以 外への周知を どうやって 進めていく か、

な ど、 着実 に各 農協 団体が準 備を進めて おりますが 、まだ課題 は多いよ

神に 続き 、今年 から ＪＡ こまちや ＪＡ秋田しん せいが紹介 所を開設す る

な いか と考え てい ます 。昨年か ら取り組み をスタート したＪＡあ きた白

荷の 小さ い仕事 もあ るため 、高齢者と のマッチ ングが今後増え るのでは

強化 など、 万全 な体 制を構 築することが 必要ではな いでしょう か。あわ

究を 進め てお ります が、 研究機関 の予算と人 材を増やし 、研究や指導 の

法 の研 究を確 立さ せる ことが 必要と考えま す。本県で も果樹試験 場で研

め、 地道 な取り 組み にはな りますが、 黒星病に 効果のある 薬剤と防除方

は ない か」と 、い まだ に農家の 不安が払拭さ れてはおり ません。そ のた

な いか 」、 「二 年前 の青森県 と同じ状況 で、これか ら被害が増 えるので

対策 を行 ってお りま すが 、「菌は 目視できない ため拡大し ているので は

れ た苗 木の焼 却処 分や 薬剤防除 方法の変更 等の指導を するなど、 様々な

急対 策連 絡協議 会を 設置し 、全県域で の確認作 業を行い、病気 が確認さ

支 援が でき ないも ので しょう か。また、 果樹試験場の 研究成果を 待つだ

せて、黒星病の予防対策では防除回数を多くする必要があり、農家に

次 に、リンゴ の黒星病対 策についてお 伺いいたし ます。

けで なく 、国 に働 きか けるなどし て、効果的 な新剤の開 発・登録を 急ぐ

働 力の 活用に つい て、 農業労働 力緊急確保 対策協議会 における取り 組み

はじ めに 、今 月初 旬に発 生した台風の 被害に遭わ れました県 内農家の

必要 があ るので はな いでし ょうか。こ うした防除研 究や指導の 強化、防

とっ て防 除費用 がか かり 増しすること から、豪 雪時のよう に防除費用 の

皆様 に、 心より お見 舞いを 申し上げま す。私たちも 全力でバッ クアップ

除 費用 の支援 に加 え、 新剤の開 発を促進す るなど、幾 重にも対策 を講じ

や検討 の進捗状況と あわせて、 知事の御所 見をお伺い いたします。

す る所 存であ りま すの で、どう かお気を落 とさずに営 農を続けて いただ

るこ とで 病気を 防ぎ 、強 い産地に なるものと考 えます。こ れらの対策 案

を 含め 、県 とし てどの ように 黒星病対策 に取り組ん でいくのか 、知事の

きます ようお願い 申し上げます 。
黒 星病 につ いて であり ますが、 黒星病とは カビの一種 が原因で、 感染

が多 発す るよ うにな りま した。昨 年度も全県 域で発生し、 官民挙げて 徹

を 誇る 青森県 では 、二 年前か ら、これまで の特効薬に 耐性のある 黒星病

なく なる 、農家 にと って大 変恐ろしい 病気です 。全国一の リンゴ生産量

業務と して 、研 修会 や情報 誌の発行、収 益事業とし て種苗生産 を行って

果樹 産業 の健 全な発 展を 図ること を目的とし た一般社団法 人です。主 な

秋 田県 果樹協 会は 本県 の果樹産 業の総合的な 振興策を樹 立、促進し 、

次に、秋田 県果樹協 会について お伺いいたし ます。

御所 見をお伺い いたします。

底防除 に努 めた よう ですが 、根絶には至 らず、今年 も拡大しな がら発生

お り、 県との かか わり では、秋 田県オリジ ナル品種の苗 木生産販売 、夏

し た葉 が雨で ぬれ るこ とで胞子 が分散し、果 実が黒ずみ 、売り物に なら

し てい るよう です 。今 年に入り 、岩手県や 長野県などで も発生が確 認さ

出しりんご推進協議会の事務局など、県行政を補完する様々な業務を

に強 く、 特に 平成 二十二 年度の豪 雪時、県内 で多くのリ ンゴの樹木 が被

れ、 それ ぞれの 産地 は防 除の徹底と効 果的な対 策の検討を 急ピッチで 進
本県 でも 、横 手市 、由利本 荘市、大館 市で、今年 六月、県外 業者から

害を 受け た際、 県か らの委 託により三 年間で五万五 千五百本の 県オリジ

担 って おり ます。 果樹 協会は 一般社団法 人といっても 公益的要素 が非常

購入 した 苗木に 耐性 菌の疑 いのある黒 星病が確認さ れ、県内の 農家に衝

ナ ル品 種の苗 木を 県内 農家に無 償配布する など、本県 の果樹振興 に大き

め ております 。

撃 が走 りまし た。 県は 七月二十 日、市町村 や農協など とリンゴ黒 星病緊
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きな い公 益性の 高い 業務 を担って おり、また、 リンゴ農家 の声を県政 に

と って 、果樹 協会 は、 県オリジ ナル品種の 苗木販売な ど、県だけ ではで

く寄 与し てきま した 。他県 のように民 間の大き な種苗会社がな い本県に
さい。

高 校野 球の強 化に 取り 組んでい くのか、教 育長のお考 えをお聞か せくだ

後、 県と して継 続し ていく 考えはある のか、ま た、今後どのよ うな形で

と考 えま す。そ こで 提案で すが、県内 で苗木を 生産できる 体制を強化す

私 は、 先ほど の黒 星病対 策の観点か らも、協会の 力をより活 用すべき

ス キー 、能代 工業 高校 のバス ケットボール や雄物川高 校のバレー など、

から は高 等学校 強化 拠点校 制度を整備 し、平成 三十年度は 、花輪高校の

大 会で ベスト 四以 上を 狙える選 手やチームを 育てるため 、平成二十 二年

ま た、 県で は、 野球 以外の競技 力向上にも 力を入れて きました。 全国

る ため 、協会 の苗 木生 産を強 化してはどう でしょうか 。先ほど述 べまし

計十 三競 技で 延べ十 八校 を指定し 、資金面の 援助や中学 生強化選手と 高

届 ける上でも なくては ならない大 事な組織だ と考えており ます。

たよ うに 、現 在県外 で黒 星病が蔓 延している 中、県外苗 木から入る病 気

そ こで伺いま す。現在は 中学生まで一 貫指導体制 を広げてお りますが 、

校生 との合 同練 習な ど、中 ・高一貫指導 体制の構築 を行ってき ておりま

れ ば認 知度 や価格 上昇 にもつ ながらない ことから、生 産量の強化 の観点

今後、 ゴールデン エイジと呼 ばれる五歳 から十二歳 との連携を、 スポ少、

を未 然に防 ぐこ とに もつな がりますし、 県内苗木を 使用するこ とによっ

から も、 苗木 の供 給能 力の向上は 県の施策の 方向性と一 致するもの と思

クラ ブ、 学校な どを 通じて 進めること ができれば、 より一層競 技力の底

す 。こ のよう な取 り組 みの結果 、昨年の国 体では少年 種別で二百点 超え

いま す。 一方、 果樹 協会は 、経営基盤 が脆弱である ことから、 種苗供給

上 げに つなが り、 成果 も期待で きるものと 考えます。 各スポーツ 団体に

て 、農 家の不 安払 拭も 図られる と考えます 。また、本 県オリジナル 品種

は もと より果 樹振 興を 持続的に 行うために も、経営基 盤の強化が 必要と

はジ ュニ アチー ムが ある ように、 もう一段階下 の学年とも 連携し、よ り

を達 成す るなど 、確 実に 競技力向上の 成果があ らわれてき ております 。

考え ます 。果樹 協会 の役 割に係る 県の認識と、 果樹協会を 活用した苗 木

早 い段 階か ら将 来を見 据えた 一貫した強 化を図って みてはいか がでしょ

は市 場に おいて まだ 流通 量が少なく、 生産量を 倍近く増や していかな け

生 産体 制の 強化 や協会 の経営 基盤の強化 について、 知事の御所 見をお伺

次に、県ス ポーツ科 学センター についてお伺 いいたしま す。

うか 。知事の御 所見をお伺い いたします 。

次に、スポ ーツ振興 についてお 伺いいたしま す。

昭 和五 十四年 に設 置さ れたスポ ーツ科学セン ターは、年 間五万人以 上

いい たします。
は じめに、競 技力の強化に ついてお伺 いいたしま す。

に利 用さ れ、 スポー ツの 普及振興 はもちろん 、競技力向上 の拠点施設 と

等総 合管 理計画 にお いて 、今後十年程 度をめど に、同じく 老朽化が進 ん

この 夏、 記念 すべき 百回目 の甲子園大 会では、金 足農業の快進 撃によ

今回 の活躍 は、 選手 の頑張 りはもちろん ですが、平 成二十三年 からの

で いる 県立 体育館 との 複合化 が検討され ております。 センターは 、ボク

して、 スポ ーツ 医科 学の分 野などに大き く寄与して いる施設で すが、設

高 校野 球強 化事業 、二 十八年 からの秋田 型高校野球育 成・強化プ ロジェ

シン グ、 ウエ イト リフテ ィング、 フェンシン グのほか、 クライミン グな

り、県民に大 きな感動 と秋田県人 としての誇 りを与えて いただきまし た。

クト と、 関係 者の 皆様と 県が一体 となり、物 心両面で支 えてきた総 合的

ど様 々な 競技で 利用 されて おり、ハー ドのみならず ソフト面か らの支援

置 から 三十九 年が 経過 し老朽化 が進んでい ることから、 あきた公共 施設

な成 果だ と感じ てい ます。 今回、金足 農業が大活躍 し、全国か ら注目さ

もあ るなど、各 団体にとっ ては重要な 施設となって おります。

選手 、関係者の 皆様に心よ り感謝を申し 上げます。

れ てい るこの 事業 は、 今年で一 区切りと考 えられてい るようです が、今

- 111 -

そこ で伺い ます 。セ ンターの 老朽化が進 む中、競技 力底上げの観 点を
含 め、 各競技 団体 の取 り組み支 援や医科学 分野の取り 組みを今後 どう維

置を支援 していくこ とを表明して おります。

教 室へ の冷房 設置 を求 める声が全国 的に高ま ったことを 受け、文科 省

など、老 朽化が進んで おります。 山岳連盟か らは、選手 の安全面に加 え、

盟が 整備 した もので あり ますが、 こちらも来 年度には耐 用年数を迎え る

用 年数 の十五 年を 大幅 に超過 しております し、ボルダ リング壁は 山岳連

なっ てお ります 。ク ライミ ングウォー ルは設置 から十九年 が経過し、耐

リング壁などを設置していることから、県山岳連盟の利用も大変多く

また、この施設には、外壁にクライミングウォール、内側にボルダ

く、 ブロック塀 や従来の耐 震化などによ る施設改修 も入ってい るようで 、

おり ました が、 この 施設整 備費の中身を よく見ると 、冷房設備 だけでな

十二 億円 と比 べ、確 かに 来年度の 予算要求は 三・五倍の 大幅増となっ て

要 求を 取り寄 せ、 その 内容を 確認してみま した。本年 度の予算額 六百八

予算 がつ くのだ ろう かと不 安を感じた ことから 、文部科学 省の予算概算

の 学校 施設に 冷房 がつ くことに なればありが たいなと思 う反面、現 実に

費 とし て二 千四 百三 十二億円 を盛り込ん でおります 。私は、こ れで全国

は、 二〇 一九年 度予 算の 概算要求 に、冷房設置 など公立学 校の施設整 備

国 体山 岳競技 の上 位進 出に向け た練習環境 の改善を図 るためにも、 クラ

冷房 設置 にどの 程度 本気 で取り組むの か、今の 段階ではま だ判然とし ま

持発展 していくの か、知事の御 所見をお伺 いいたしま す。

イミ ング ウォー ルの 改修 とともにボル ダリング 壁の改修を 支援してい た

せんでした。また、この整備費は従来からの「学校施設環境改善交付

金」 と全 く変 わら ず、 設置費用の 三分の一を 補助するも のであり、 補助

だ けないかと 要望する 声が上がってお ります。
クライ ミングは、 東京オリン ピックから 正式種目に なったことも あり、

てお り、 最近で は県 民愛 好者が非 常に多くなっ ていること から、競技 の

も 、こ の施設 で月 一回 、県民誰 もが体験で きる体験ボ ルダリング を行っ

ま まで あれ ば外 枠だけ 増やし たように見 せかけただ けで、今ま で予算が

様々 な動 きが出 るよ う、 良い意味 での期待をし たいと思い ますが、今 の

ま だ概 算要求 の段 階な ので現時点で は何とも 言えません し、これか ら

率を引き 上げること などは盛り込 まれており ませんでし た。

裾 野を 広げ る観 点から も老朽 化対策は必 要と考えま す。県とし て、クラ

な く二 の足を 踏ん でい た自治体 の背中を押す ところまで にはつなが らな

小・ 中学 生や若 者を 中心に 非常に人気 が高まってき ております 。県内で

イ ミン グ設備 の維 持や 更新につ いてどう考え ているのか 、知事の御 所見

いと 思い ます。 国が 設置費 用の補助率 を引き上 げること、 また、公立の

小 ・中 学校や 幼稚 園な どだけ でなく、保育 園や放課後 こども教室 、放課

をお伺い いたします 。
最 後に、学校 への冷房設置 についてお 伺いいたし ます。

後児 童ク ラブ 、公立 高校 といった 全ての子供 たちまで広げ るなど、国 が

また 、今回 は国 だけ でなく 、県や市町村 の本気度も 試されてい ると思

今年 も猛 暑が 続き、 全国で 熱中症と見 られる死者 は百五十人を 超え、

一人 、重 症の方 が二 十一 人となってお ります。 七月には愛 知県の小学 一

い ます 。国 の概算 要求 に入っ ていない公 立高校の状況 に目を移す と、本

責任を 持っ て取 り組 みを進 めるよう、知 事が先頭に 立ち、強く 要望して

年 生が 熱中 症で死 亡す る痛ま しい事件も あり、「この 暑さの中、 冷房な

県の 冷房 設備 設置 状況は 、普通教 室八百十五 室中、設置 は百二十九 室で

約九万 人が 病院 に搬 送され ました。本県 では、先月 末時点で真 夏日が二

しの 教室 で子 供た ちを勉 強させて いいのか」 と報道で大 きく取り上 げら

一五 ・八 ％と、 いま だに県 内の六百八 十六室が未整 備となって います。

いく べきと思い ますが、知 事の御所見を お伺いいた します。

れま した 。菅官 房長 官も、 七月二十三 日のテレビ番 組で、「ク ーラーが

こ れは 全国四 十三 位の 水準であ り、全国を 見ると、公 立高校の普 通教室

十 九日 を記録 し、 熱中 症搬送者 は五百九十 人、そのうち 死亡された 方が

設 置で きてい ない とこ ろは早急 にしないと ならない」 と述べ、冷 房の設
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にお いて 冷房設 置率 が一〇 〇％のとこ ろは六都 県もありますし 、財政や
と しております 。

に備 え、 県内や その 周辺の 防衛省の所 管外の国 有地についても 検討する

要望 書や これま での 地域の 声からは、 住宅地に近接 してイージ ス・ア

人 口規 模でも 似通 って いる、同 じ日本海側 の福井県で は九五・八 ％、島
根県 でも 九〇・ 六％ など 、類似県 と比べても本 県は圧倒的 に少ない状 況
高 校生 は、小 ・中 学生と 比べて授業 時間も長く、 夏休みも補 習などで

具体 策を 取れる かど うか、 慎重に見極 めること が必要であ ると考えてお

集 約す れば、 この 点に 対し、防 衛省として住 民の理解が 得られるよ うな

シ ョア が配 備さ れる ことへの 不安が、そ の主要な論 点と受け止 められ、

登校 する 回数も 多く ありま す。特に、 進学を目 指し勉強し ている子供た

り ます。

で す。

ち には 、少し でも 長い 時間集 中して勉強で きる環境を 整えてあげ たいと

ま た、 県内で も設 置校 と未設置 校がある状 況は不公平 な状態と言え ます

ると、そ こで夏場の集 中力、学習 力に差が出 るのではな いかと考えま す。

射程 距離 が七百 メー トル から八百メー トルであ ることから 、最低でも そ

て 定め るべき もの と思 いますが 、例えば肩 撃ち式ロケ ットランチャ ーの

の主 要装備 まで の距 離を意 味し、騒音や 振動、テロ への対策等 を考慮し

なお 、保 安距 離につ いては 、演習場敷 地境界から イージス・ アショア

ので 、ぜ ひとも 率先 して 高校への冷房 設置を推 進していく べきと考え ま

れ 以上 の距 離が必 要と 考えて おります。 加えて、敷地 外において も一定

思い ます し、 他県で 整備 が進んで いる中、本 県で整備が されてないと す

す 。小 ・中 ・高へ の冷 房設備 の設置につ いて、県とし て今後どの ように

の緩 衝地 帯が 必要 であ るものと思 われ、まず は、これら の条件を満 たす

高 齢女 性の 就労 の促進 でござい ますが、求 人について は、男女別 の募

次に、 高齢者の就 労の場の確保 でございま す。

くべ きものと考 えておりま す。

具体 案が 示され るか 否かを 踏まえた上 で、配備の是 非の議論に 入ってい

取り組 んでいくの か、教育長 の御所見を お伺いいた します。

県当局 の答弁を求 めます。

これ で私の 一般 質問 を終わり 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）
【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】

防 衛省 にお いては 、レ ーダー 、発射装置 が周辺住民の 安全や健康 に影響

て反対と いう決議に 至ったこと は、理解で きるもので あります。一 方で、

衛 省か らの説 明が 必ず しも十分 でない中で 、新屋演習場 への配備に つい

感じた とこ ろで あり 、住民 不安の解消に 向けた具体 的な対策に 関する防

安心 を心 から 願い、 平和 で静かな 生活を維持 したいという 切なる思い を

新 屋勝 平地区 振興 会の 要望書か らは、地域住 民による、 地元の安全 ・

イージス・ アショア についてで あります。

ると とも に、 高齢 者に特 化した求 人情報の提 供や就職面 接会の開催 によ

り 高齢 者向 けの求 人の 掘り起 こしや、柔 軟な勤務形態 の導入を働 きかけ

りま す。 また、 高齢 者全 体の就労を促 進するた め、個別事 業所訪問に よ

な どを できる 限り 詳し く求人票 に記載する よう助言して いると伺っ てお

求人企 業に 対し 、仕 事の内 容に加え、求 職者に求め る適性、能 力、経験

ます 。こ のた め、ハ ロー ワークで は、高齢女 性でも応募し やすいよう 、

合 は三 分の一 とな って おり、 働く意欲のあ る高齢女性 は増加傾向 にあり

職業 紹介 状況に より ますと 、六十五歳 以上の求 職者数に占 める女性の割

集 はで きない こと にな っており ますが、求職 については 、秋田労働 局の

を与 えな いよ う、 十分な 保安距離 や緩衝地帯 を確保でき るか、レー ダー

り、 新た な求職 者を 掘り起 こし、効果 的なマッチン グを行って いるとの

小原議 員の一般質 問にお答え 申し上げま す。

が発 する 電波が 航空 計器に 異常を起こ さないか等を 、今後の調 査により

こと であります 。

●知事 （佐竹敬久 君）

確 認し たいと して いる ほか、仮 に新屋演習 場が不適と の結論に至 る場合
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取 り組んでま いります 。

提供 を行 い、秋 田労 働局 との連携 を強化しなが ら、高齢者 の就労促進 に

企 業に 、高齢 者の 活躍 事例や各 種助成金制 度を紹介す るなど的確 な情報

県と しまし ても 、今 後、働き 方改革推進 員が人材不 足の課題を抱 える

な運営を支援する専門機関として、平成三十一年度に「県域サポート

に対 し情 報提供 した とこ ろであり ます。また、 職業紹介所 の開設や円 滑

ウ ハウ につい て学 び、 その内容 を職業紹介 所の設立を 検討してい るＪＡ

とも に先 進的な 取り 組みを 行っている 北海道の ＪＡ等を視察し 、運営ノ

セ ンタ ー」

仮 称で ございま すが、これを 設置するこ とにし、そ の業

次に 、シルバー 人材センター の会員増に 向けた取り 組みでござ います。

農 業は 、選果 や梱 包な どの高齢 者が働きやす い軽作業も 多く、労働 時

務内容等 について検 討を進めて おります。

を 得る ととも に、 地域 社会の 活性化に貢献 する重要な 組織であり ます。

間も 比較 的柔 軟に調 整で きる作目 もあること から、今後 とも高齢者も 労

シル バー人 材セ ンタ ーは、高 齢者が働く ことを通じ て生きがい と健康
県内 に二 十二 あるセ ンタ ーの女性 会員の割合 は、約二八 ％にとどまっ て

働力 の一員 とし て積 極的に 活用し、地域 内の労働力 不足の解消 に努めて

次に、 リンゴの黒星 病対策でご ざいます。

おり 、その 要因 とし て、女 性は家事・介 護など家庭 での役割を 担ってい
うイメージを持たれていることが挙げられております。このため、各

平 成二 十八 年に、 特効 薬として 長年使用さ れてきたＤＭ Ｉ剤の効か な

まい ります。

セ ンタ ーで は、会 員拡 大のた め、パンフ レットの配布 や入会説明 会の開

い黒 星病 が青 森県 で確 認され、今 年度は、国 内の主要産 地において も耐

る 場合 が多い こと に加 え、セン ターの業務 は男性向け が中心である とい

催、 個別 訪問 など をそ れぞれ工夫 して行って いるほか、 女性向けに 就業

性菌 の疑 いのあ る黒 星病が 発生するな ど、全国的な 拡大が懸念 されてお

のあ る黒 星病が 発生 した ことから 、市町村やＪ Ａ等からな る「リンゴ 黒

内容 や会 員を紹 介す るリー フレットの 作成、セミナ ーの開催等 を通じた
県で は、 各セン ター の会員 拡大の取り 組みをサポー トしている 秋田県

星 病緊 急対 策連 絡協議 会」を 設置し、発 生状況の調 査と防除対 策の指導

り ます 。本県 にお いて も、今春 、県外から 購入した苗 木に耐性菌 の疑い

シ ルバ ー人 材セ ンター 連合会 に対し運営 費を助成し ており、今 後は、県

を実 施しており ます。

セン ターのＰＲ を行ってい るところで あります 。

の ウェ ブサイ トな どで センター の活動内容を 紹介するこ とにより、 会員

設や 、そ の円滑 な運 営に 向けたサポー トなどを 行っている ところであ り

議 会」 を農業 団体 等と ともに設 立し、ＪＡ における無料 職業紹介所 の開

不足が 顕在 化し てい ること から、昨年度 、「農業労 働力緊急確 保対策協

経営 の大 規模 化や園 芸品目 の産地拡大 に伴い、農 業においても 労働力

次 に、農業分 野における高 齢者の活用 でございま す。

果 樹協 会と 一体と なっ て指導 してまいり ます。さらに 、抜本的な 解決を

が見込ま れるものに ついては、 来年度から の普及に向 け、ＪＡや市 町村、

を 確保 し、Ｄ ＭＩ 剤に 頼らない 防除体系の 確立に取り組 んでおり、 効果

ります 。ま た、 果樹 試験場 では、国の研 究機関との 共同研究に より予算

行っ たと ころ であり 、現 段階にお いて拡散は 認められてい ない状況に あ

二十三本の苗木については、耐性菌の有無にかかわらず焼却処分等を

これ までの 調査 で、 黒星病の 発生が確認 された三十 一戸の農家 、四百

ま す。 これ まで、 あき た白神 など三ＪＡ で職業紹介所 が開設され ました

図る ため には 、Ｄ ＭＩ剤 にかわる 治癒効果の 高い新たな 薬剤が必要 なこ

増に向け た取り組み を支援して まいります。

が、 まだ 緒に 就い たばか りで、雇 用実績は合 計で四十件 にとどまっ てお

とから、 国に対し、 新薬の早期登 録を要望し てまいりま す。

な お、 黒星病 は部 分的な 発生であり 、豪雪災 害とは異な り収量への 影

り、 求人 ・求職 の掘 り起こ しやマッチ ング方法など 、運営面で の課題が
明 らか になっ てき てお ります。 このため、 協議会では 、先般、三 ＪＡと
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練習 によ ってス ポー ツ障 害・外傷 のリスクが高 まることも 懸念されて お

上で 、指 導者の 確保 や強化 プランの策 定が求め られる中にあっ て、特に

次に、 秋田県果樹 協会でござい ます。

り 、慎 重に 取り 組ん でいく必 要があると 考えており ます。今後 、こうし

響は 小さ いこと から 、防除 費について は、現状 では営農経費の 中で賄っ

果 樹協 会は 、県 内で 苗木生産を 行う唯一の 団体として オリジナル 品種

た 点も 十分念 頭に 置く とともに 、各競技団体 の意向も踏 まえながら 、そ

各 年代 や性別 に対 応し た指導者 の確保が課 題となって いるほか、 過度の

を 供給 してい るほ か、 「果樹通 信」によるタ イムリーな 技術情報の 提供

れぞ れの 種目に ふさ わしい 小学生期か らの一貫 した指導体 制の構築に努

て いただきたい と思ってお ります。

や共同防除組織への指導を行うなど、本県の果樹振興に重要な役割を

次に、 スポーツ科 学センター でございます 。

め 、競技力向 上につなげて まいります 。

「秋 田紅 あか り」の ブラ ンド化に 向け、今年 度から県外 へも供給を開 始

スポ ーツ科 学セ ンタ ーは、県 民の健康の保 持・増進と 競技力向上 の中

担っていると認識しております。特に、苗木については、首都圏での
する ことに 加え 、黒 星病に 感染していな い健全な苗 木の安定供 給が求め

ら 、複 数産 地での 生産 や、雪 害に強く収 穫までの年数 が短い大苗 育苗な

県と しまし ては 、苗 木の生 産拡大と黒星 病のリスク 分散を図る 観点か

な測 定装 置に よる 定期 的な体力診 断や各種検 査結果をも とにした、 ドク

献 して まい りまし た。 特に、 スポーツ医 科学の分野に おいては、 専門的

の医 科学 的研究 など 様々 な取り組みを 実施し、 本県スポー ツの推進に 貢

核 的な 機関と して 、健 康教室の 開催やスポ ーツ指導者 の養成、スポ ーツ

ど、 果樹 協会 の苗 木生 産体制の強 化に向けた 取り組みを 支援してま いり

ター 、ト レーナ ー、 管理栄 養士等によ る選手へのフ ィードバッ クなどを

られ ていること から、県内 において生産 拡大を図る 必要があり ます。

ます 。こ うした 取り 組みを 通じ、協会 の収益の柱で ある種苗事 業の安定

実施 し、大きな 成果を挙げ てきており ます。

設置 から 三十九 年が 経過し ております が、センター が果たして きた役

化を 図るととも に、若手農 業者の技術 力向上に 向けた研修の場 づくりや 、
高単 価を 狙った 「夏 出し りんご」 の普及拡大な ど、協会の ネットワー ク

助 成金 を活用 した アス リート輩 出のための タレント発掘 事業により 、現

であり ます 。県 では 、こう した強化策の 一つとして 、スポーツ 振興くじ

し、 ジュ ニア 期から の一 貫指導に よる計画的 な強化を行う ことが効果 的

会 で活 躍でき るト ップ アスリ ートの育成に は、子供の 才能や資質 を見出

まず 、より 早い 段階 からの強 化でござい ますが、全 国や世界規 模の大

次 に、 スポー ツ振 興につ いて、競技 力の強化につ いてであり ます。

一階 にあ るボル ダリ ング 壁については 、近年利 用者が増加 しているこ と

意 しな がら、 県民 の皆 様の利用 に供してま いります。ま た、センタ ーの

は、定 期的 に設 備の 点検を 行っており、 今後とも安 全の確保に 十分に留

セン ター の外 壁に設 置され ております クライミン グウォールに ついて

引 き続きアス リートの競技 力向上に向 け、総合 的に支援し てまいります 。

設備機器 等について は、計画的 に整備・更新 を行ってき たところで あり、

ら 、そ のため に必 要な 、例えば スポーツ医科 学を活用し た強化のた めの

割 をし っか りと 維持し 、向上 を図ってい くことが求 められてい ることか

在、フェ ンシング、 スピードス ケート、ラ イフル射撃 の三競技を対 象に、

も あり 、安 全な利 用に ついて 、その設置 ・管理者であ る県山岳連 盟に適

を 生かした活 動を支援 し、経営基 盤の強化につ なげてまい ります。

中央競技団体と連携を図りながら小学生期からの一貫した指導に取り

宜アド バイスして いるところ であります 。

来 の改 築等を 検討 する 上で整理 されるべき 課題の一つ として認識 してお

セン ターに ある 両設 備につい ては、老朽 化等に伴うセ ンター自体 の将

組ん でお り、 ナシ ョナル チームの 小学生強化 選手の輩出 や、世界選 手権
へのジュ ニア選手の 出場などの成 果を挙げて おります。
し かし ながら 、小 学生期 からの一貫 した強化 を他の競技 に広げてい く
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り、 当面 は、し っか りメン テナンスを 行い、活 用に支障のない ようにし

ジ ェク ト委員 会に おい ても、高 校野球への スムーズな 移行を狙い とした

成果でもあると捉えております。甲子園大会終了後の検証会及びプロ

「中学生硬式野球練習会」や、投手力向上を狙いとした「投球動作解

て まいります。
次に、 学校への冷 房設置でござ います。

県 教育 委員会 とい たしま しては、こ れまでの八年 間の取り組 みを改め

析 」等の事業 継続を希 望する意見 が多く聞か れました。

き たも のをは るか に超 えるもの であり、学校 現場におけ る夏場の教 育活

て検 証す るとと もに 、県内 各野球団体 との連携 を一層深め 、発達の段階

国 への 要望 でご ざい ますが、近 年の暑さは 、我々がこ れまで経験 して
動に も影 響を及 ぼし ている ものと認識 しており ます。この ような状況か

次 に、 学校へ の冷 房設置 について、 今後の進 め方につい てであります

に 応じ た医科 学的 トレ ーニン グの普及など 、新たな視 点からの取 り組み

今 後、 国がど のよ うな財 政支援の制 度として いくのか注 視していく必

が、 議員 御指摘 のと おり 、本県公立高 校の冷房 設備の設置 状況は、全 国

ら 、学 校への 冷房 設備 の設置 の必要性が全 国的に大き な話題とな り、菅

要が あり ますが 、小 ・中 学校のみなら ず、体温 調節機能が 未熟な子供 が

的 に見 ても 低い水 準に ありま すが、近年 建設してきた 学校につい ては、

も含 め、 継続 的な育 成・ 強化が図 られるよう な方策を検 討してまいり ま

い る幼 稚園 、保育 所、 認定こ ども園や、 夏休みには日 中から利用 されて

空調 設備 に冷 房機 能も 使用できる ヒートポン プ式のエア コンを導入 する

官房 長官 の発 言や文 部科 学省にお ける来年度 予算の概算 要求の大幅増 な

いる 放課 後児 童ク ラブ への冷房設 備の設置は 、必要であ ると感じて おり

など 、徐 々にで はあ ります が学校の教 育環境の改善 に努めてき ておりま

す。

ます 。先 月には 、全 国知事 会文教環境 常任委員長と して、文部 科学省に

す 。ま た、学 校に よっ ては独自 に冷房設備 を設置し、 夏休み中の 補習等

どは、私 も報道等で承 知している ところであ ります。

対 し、 冷房設 備の 設置 を含む学 校の環境改 善に十分な 財源措置を 行うよ

への学 習環境に配 慮していると ころもあり ます。

ても、 設置 者で ある 市町村 が計画的に整 備できるよ う、必要な 財源の確

を検 討し てま いりた いと 考えてお ります。あ わせて、小・ 中学校にお い

当 面改 築等の 予定 のな い学校 については、 既存設備の 改修時にそ の導入

朽化に伴 い改築する 学校では、 これまで同様 の整備をし ていくとと もに、

校 に対 応する こと は大 変難しい ところではあ りますが、 今後、統合 や老

冷 房設 備の 設置 には多 額の費用 がかかるこ ともあり、 直ちに全て の学

う要 望し てきた とこ ろで あり、今 後も学校だけ でなく、子 供たちが生 活
す る全 ての 施設 に手厚 い財政 支援が行わ れるよう、 国に対し引 き続き強
く要 望してまい ります。
私から以上 でござい ます。
小原議員か 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 】
●教 育委 員会教 育長 （米 田進君）

校野球につい てお答え いたします 。

答 弁ありがと うございます 。何点か質 問させ

保に ついて、様 々な機会を 捉えて国に対 して要望し てまいりま す。
以上でござ います。

こ のた びの甲 子園 大会に おける金足 農業高校 の準優勝は、最 後まで諦
めず に粘 り強く 頑張 る姿 を通して、県 民に夢や 希望を与え 、秋田の元 気

● 十二 番（ 小原正 晃議 員）

と思 います。

まず 一点目 です けれ ども、イ ージス・ア ショアについ てお伺いし たい

ていた だきたいと 思います。

づくりや活性化に大いに貢献いたしました。これは、選手や指導者の
日々 の努 力に 加え 、学校 、保護者 、地域の方 々が一丸と なって戦い 勝ち
取っ たも のであ り、 全国ベ スト四を目 標に、県内各 野球団体と 連携し、
チ ーム 秋田で 取り 組ん できた秋 田型高校野 球育成・強 化プロジェ クトの
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うことでした。今までよりも前提条件がちょっと増えているのかなと

プラ スし て今度 はア メリカ を守るため にもこの システムが 使われるとい

力 につ ながる とい うよ うな説明 で進んできた ように思っ ております が、

説 明の 中で 、こ のミ サイル設 置は、日本 の防衛力の 向上だった り、抑止

なお 考え を示さ れた との 報道があ りました。私 は今まで、 防衛省から の

イ ルを 撃った 場合 、今 このイー ジス・アシ ョアで迎撃 できるとい うよう

でリ ンゴ の価 格が下 落し 、それを 払拭するた めにも人・ 物・お金、い ろ

と いう ことで した 。そ して、 青森県ではそ のときその 病気だとい うこと

に県 が四 〇％、 市町 村が二 〇％、国が 一五％と かというよ うに支援した

し にな るとい うこ とだ ったり、 これは農業災 害だという ことで、最 終的

況 を新 聞記 事な どで 見ました が、蔓延し てからでは 、防除費用 は五割増

とで した が、青 森県 で四 十七年に この黒星病が 非常に蔓延 したときの 状

先 ほど 防除費 の支 援に 関してはなか なか、ま だ今の段階 ではという こ

たいと思 います。

思っ てお りま す。ま ずこ れについ て、知事は どのように お考えになる の

いろ 使った とい うよ うな話 を聞いており ます。秋田 県ではまだ 未然に防

昨日 、菅官 房長 官が 記者会見 で、もし北 朝鮮がアメ リカに向けて ミサ

かと いうこ とと 、こ ういっ た説明は、防 衛省や大臣 、官房長官 を含め、

げ てい るとい う状 況で すが、こ れを何とか 水際で止め るために、今 しっ

かり と防 除体制 を行 って 、秋田県に広 げない体 制をとる必 要があるの で

説明 があったの かどうかも 、お知らせい ただければ と思います 。
【知事（ 佐竹敬久君） 】

これ が広 まっ てし まわ ない前に

は ない かな という 趣旨 で私は 質問させて いただきまし た。農家の 方々は

ジス ・ア ショ アを 日本 に設置する 本来の意味 や意義につ いてまとも に答

まっ たと 聞いて おり ます。 そうならな いようにする ということ が大事な

防衛省 に対しては 、細かな問題 は別にして 、イー

えて ほし いとい うこ とは何 回も言って います。ただ 、この案件 は防衛省

の では ないか なと 。そ して、県 の役割とし ても、そう いう広域的 なとこ

● 知事 （佐 竹敬久 君）

案件 でなくて内 閣案件で、 初めて官房 長官があ のように発言し ましたが 、

ろを 見る という こと だと 思います が、もう一度 知事から御 答弁をお願 い

昭和四十 年代には秋 田にもすご く広

普通 、少 しわか る人 は、 あれ全部 、アメリカで す。日本国 内に、秋田 と

し ます。
【知事 （佐竹敬 久君）】

山 口に あっ て、 東京を 狙うミ サイルに当 たる確率は 非常に低い です。サ
イ ドア タック です から 。通常は 正対アタック です。正面 からです。 速度

サイク ル、ああい うところは 守れます。た だ、当然、 射程長いで すから、

を 守る という 、日 本国 内の例 えば秋田の方 は三沢、あ るいは青森 の核燃

です。 ＤＭ Ｉ剤 以外 の薬品 で、効果的な ものが出て るようです が、まだ

で、 まさ に水 際対策 の方 にまず金 をかけるべ きであります 。あとは薬 品

剤 、あ れ以外 の方 法で の防除 体制について 研究してま す。そうい う意味

答弁 でもお話し しました とおり、国 と県でＤＭＩ

ハワイ 等に 届く のも 守れる んですね。で すから、そ ういう意味 で、両用

薬 剤と して国 の認 可が 出てませ んので、そ ういうところ に働きかけ るな

●知事 （佐 竹敬 久君）

とい うのは、一 般的には常 識と捉えてま す。私もそ う捉えてま す。ただ 、

ど、 水際 対策は ちゃ んと やっていきた いと思い ます。そう いう意味で 、

の計 算を すると 、非 常に微 妙なんです 。ですか ら、あれそ のものが日本

初め て官 房長官 から 官邸 からあのよう な発言が あったとい うことは、 当

万が一、猛烈にこれが広がるような予兆があれば、これはそのときに

十二番小 原議員の質 問は終わり ました。

然 、秋 田の ものも ハワ イに代 替するもの が狙えるとい うと同じこ とです

暫時 休憩いたし ます。

●議長（鶴 田有司議員 ）

やっぱ り緊急の措 置をとる必 要があると 思います。
では 次に、リン ゴの黒星病 についてお 伺いし

ので 、そ うい う意 味から すると、 政府の方も 本論に入っ てきたのか なと
いうふう に考えてま す。
●十 二番 （小 原正 晃議員 ）
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午後零時六 分休憩
●副 議長（竹下博 英議員）

休憩前に引 き続き会 議を開きます。

日程 第一 、一般 質問 を継続 いたします 。十四番今川 議員の発言 を許しま
加 賀屋
徹

千鶴 子

午後一時 三十分再開

川

い ただ きまし たこ とに 感謝を 申し上げます 。また、平 日のお忙し い時間

す。

番
石
俊 比古
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佐

県 民一 人一人 が今 まで 以上に危 機に対する 意識を持つ 自助、そし て様々

防災・減 災対策のス ピードアップ が大切なこ とはもちろ んでありま すが、

とこ ろで あり ます 。その ためにも 、国や県・ 市町村が示 す公助とし ての

抑 える こと ができ るよ うな対 策を講じて いく必要性を 改めて強く 感じる

減災 の視 点では 想定 でき なかったもの までをも 想定し、被 害を最小限 に

うもので あります。

●十四 番（ 今川 雄策 議員）
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休憩前に 同じ
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な課題がありますが、共助意識の土台となる地域コミュニティーの維
持 ・活 性化を 、そ れぞ れの役割 ・課題とし て、今まで 以上に強く 認識す

ものとし て、欠かす ことのできな い「水」で あります。

水 道事 業の基 盤強 化は 、強靭な防災 ・減災対 策を進める 上で、その 核

し てい る自然 災害 に、 どのよ うに対応して いかなけれ ばならない か、そ

まず は、県 と市 町村 の連携に ついてです が、ここ最 近立て続け に発生

はじ めに、今後 の行政サービ スの維持に ついて伺い ます。

そ れでは、通 告に従い質 問をさせて いただき ます。

あっ ても 水道 事業の 継続 性が確保 されるよう 、市町村が 推進する水道 事

い ては 、国の さら なる 理解と 支援が必要と 思われます 。人口減少 社会に

県が 進め ようと して いる水 道施設の広 域的管理 や事務の共 同実施等につ

め に、 広域化 を進 める 上での要 件の緩和や補 助率の引き 上げ、また 、本

い て、 予算 の確 保は もちろん のこと、市 町村が耐震 化を推進し ていくた

をな す重 要なイ ンフ ラ整 備だと思 います。市町 村合併が進 んだ本県に お

して 、こ うし た自然 災害 への備え として、自 治体におけ る強靭な防災 ・

業の 基盤強 化に 向け た取り 組みをどのよ うに進めて いくのか、 知事の御

るとこ ろでありま す。

減災 対策の 大切 さと 必要性 を改めて認識 したところ であります 。一方で

所見 を伺います 。
を いたします 。

次に 、人工 透析 患者 を対象 とした介護施 設の整備な どについて お伺い

ま た、 人口減 少や イン フラの老 朽化など行 政を取り巻 く環境が大き く変
化す る中 で、老 朽化 が進 む公共施設や インフラ の整備・維 持・管理を ど
う 進め てい くか、 さら には、 様々な窓口 業務を含めた 各種行政サ ービス
人口 減少社 会に おい ても、各 種行政サー ビスの水準を 維持し、地 域課

患 者の 平均年 齢は 、平 成二十八 年末現在で 六八・二歳 であり、年 々高齢

十年 前と 比較し て一 二・三 ％増加して おります。ま た、全国の 人工透析

県内の 人工透析患 者数は、平 成二十九年 六月末現在 で二千百八十 五人、

題の解決を図っていくためには、効率が良く、質と水準の高い施設や

化が 進ん でいる 状況 から すると、 介護を必要と する人工透 析患者数も 増

の質を どのように 維持してい くのかが大 きな課題と なっておりま す。

イン フラ 、住民 サー ビス を利活用 しやすいもの として維持 していくこ と

加 する傾向に あると推 測されます 。

れ ます 。この よう なこ とから 、要介護の人 工透析患者 の方々が安 心して

回程 度に も及ぶ など 、体力 的・精神的 に大きな 負担がある ものと考えら

人 工透 析患者 は週 三回程 度通院する 必要があり、 年間にする と百五十

が 重要 であ り、 そのた めには 、県の強力 なリーダー シップのも と、県と
市 町村 との協 働や 広域 的な市町 村連携が必要 と考えます が、知事の 考え
をお聞か せください 。
ま た、 関連し て、 市町 村が推進 する水道事業 の基盤強化 についてお 伺

二％ 、全 国平 均が 九七・ 九％とな っており、 全国平均よ りも低い水 準に

せ ん。 その 中で、 本県 の水道 普及率は、 平成二十八年 度末現在で 九一・

災対策としての公共施設やインフラ整備を進めていかなければなりま

い かに してと うと い命 を守りつ ないでいく かという観点 から、防災 ・減

今後は 、多 発す る自 然災害対 策の一つとし て、財源も 限られる中 で、

老人 ホー ム、あ るい は特別 養護老人ホ ームとは異な り、施設が 人工透析

きる とは 限ら ない 状況で あります 。また、一 般的な介護 施設である 有料

入 所者 の負 担が高 額に なり、 経済的な理 由により、希 望者全てが 入所で

し、 有料 老人ホ ーム は介 護保険法上の 施設サー ビスではな いことから 、

析 患者 専用の 有料 老人 ホームが 設置されて いるところも あります。 しか

と考え ます 。他 県の 状況を 見てみると、 限定的では ありますが 、人工透

生活 と治 療を するこ とが できる、 入所型の介 護施設の整備 が必要であ る

あり ます 。また 、基 幹管路 の耐震化率 も同様であり 、その向上 に向けて

患 者を 受け入 れる ため には、透 析可能な医 療機関が併 設されてい るか、

いをい たします。

の 対策 が急務 であ ると 感じてお ります。ま さに、命を 守りつない でいく
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の 付き 添い 対応 が負 担になる ことや、透 析可能な医 療機関まで の距離が

す。 さら には、 受け 入れ 側の課題 として、透析 可能な医療 機関への職 員

経 由し 、都市 計画 道路 横山金足 線広面地区ま でを結ぶ延 長五千二百 四十

し 、国 道十 三号 の川 尻地内か ら川反地区 、南通地区 など市街地 中心部を

秋田 市の 都市計 画道 路の中 でも、秋田 市の都心環状 道路の一部 を構成

周辺 地域 とのア クセ ス強化 に確実に生 かされて いるものだと確 信してお

離 れて いるこ とな どの 理由によ り、多くの施 設では患者 の受け入れ は難

メー トル の幹線 道路 、都市 計画道路川 尻広面線 は、県都秋 田市の東部地

透析 可能 な医療 機関 まで通 院させるこ とが可能 であることや食 事調整な

しい もの とされ てい るよう であります 。このよ うな視点か ら、全国の中

区 から 中央地 区に また がり、 市街地形成を 進める上で 必要不可欠 な都市

り ます。

で 最も 高齢化 が進 む本 県にお いて、介護を 必要とする 人工透析患 者が、

計画 道路 とな ります 。現 在、全体 延長の約九 四％に当た る四千九百二 十

ど が必 要であ り、 他の 入所者と は異なる対 応が求めら れるようで ありま

介護 保険 を活 用し、 安心 して生活 と治療をす ることがで きるような施 設

九メ ートル につ いて は整備 が完了してお りますが、 残る区間で ある横町

増 加に より 、危険 な状 況にあ ります。こ のような現状 の中、平成 二十六

等の 整備を 推進 して いく必 要があるので はないでし ょうか。た だ、人工

以 前、 この ことに つい て伺わせ ていただき 、知事からは 、「患者の 不

年度 から 道路 の計 画幅 員を二十五 メートルと し、現在の 道路を両側 へ拡

地 区に ついて は、 道路 幅員の狭 さや歩道の ない一方通 行であること 、ま

安を 解消 する ため 、医 療機関と介 護施設が連 携したサー ビスを提供 する

幅す る都 市計画 事業 が進め られており 、一方通行の 解消と自転 車歩行者

透 析患 者に限 らず 、他 の疾病を 抱える患者 等との公平 性を確保しな けれ

具体的な事業計画がある場合には、市町村と協議をし、必要な支援を

道 の整 備、電 柱の 地中 化などを 実施し、良 好な都市空 間の創出と 、人が

た、 隣接 する寺 町工 区が 平成二十五年 度に完成 したことに よる交通量 の

行 って いく」 との 答弁 がありま したが、現 状と今後の 対応につい て、改

にぎ わう 市街地 にし よう とするも のであります 。この事業 は、当初、 平

ばなら ないという現 実の問題も あります。

めて知 事の御所見 をお伺いしま す。

様々 な要因から 幾分遅れ気味 の現状とな っておりま す。この横 町工区は、

成 二十 六年 度か ら三十 二年度 までの七年 計画で進め られてきま したが、

を 必要 とする 場合 、ま た、この 方々の親や家 族が高齢に なり、支え るこ

商業 地域 となっ てお り、用 地買収や補 償など、 一つ一つ丁 寧な対応をし

同 様に 、知 的障 害者の 方々の場 合でも、高 齢化に伴い 、日常的な 介護
とが でき なくな った 場合の 問題や課題 が今後さ らに多くな るものと思い

きい壁 を乗 り越 えて いかな ければなりま せんが、地 元の方々の 引き続き

て いか なけれ ばな らな い実情 がありますが 、地元の方 々の基本的 な理解

次に、道路ネ ットワーク の整備につ いて伺い ます。

の 理解 と協力 を得 て、 県と秋田 市・国との さらなる連携 を図りなが ら、

ま す。 このよ うな 方々 に対す る介護のあり 方について 、県はどう 捉えて

は じめ に、川 尻広 面線横 町工区につ いてであ りますが、秋田 市の都市

早期 の完 成に向 けて 進ん でいただきた いと願う ものであり ます。川尻 広

や協 力が 得ら れてい る地 域だと認 識をしてお ります。完成 まで様々な 大

計画 道路 につい ては 、平 成十九年の秋 田中央道 路の開通、 平成二十三 年

面 線横町工区 の現在の 進捗状況と今後 の見通し についてお 伺いをしま す。

いるの か、あわせ てお伺いを します。

の 区画 整理 事業に よる 明田外 旭川線の開 通、さらには 、県による 通称・

次に 、秋 田港 と高 速道路を 結ぶアクセ ス道路の整 備について お伺いし

近 年、 秋田港 は、 東南ア ジアの経済 成長によ るコンテナ 取扱量の増 加

ます。

新国 道に おけ る新 屋土崎 線旭南工 区の拡幅事 業や千秋広 面線手形陸 橋の
拡幅 補強 工事、 秋田 市によ る外旭川新 川線の整備な ど、県と秋 田市の着
実 な連 携のも と推 進さ れており 、秋田市内 の交通の円 滑化、さら には、
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い て、 整備 効果や 土地 利用と の整合性、 周辺環境への 影響など、 多角的

一般 質問 では、 知事 から は、「大浜上 新城線」 を含む複数 のルートに つ

り 、具 体的な めど は立 っており ませんでし た。こうし た中、昨年二 月の

宅密 集地を 通過 する ことか ら、用地取得 費用などの コスト面が 障壁とな

を経 由し て秋 田北イ ンタ ーチェン ジに至るル ートであり 、飯島地区の 住

備 が検 討され てい まし たが、 当該路線は、 秋田港から ＪＲ上飯島 駅付近

構想 とし て、昭 和四 十一年 に都市計画 決定され た「大浜上 新城線」の整

ス 道路 の整備 が重 要と なってお ります。これ までも、ア クセスルー トの

け ては 、ア クセ ス環 境の向上 が必要であ り、港と高 速道路を結 ぶアクセ

きく なっ てきて おり ます 。このた め、物流・交 流の拠点機 能の強化に 向

に 伴う インバ ウン ド客 の増加な ど、物流・ 交流の拠点 としての役 割が大

や洋 上風 力発電 など 再生可 能エネルギ ー事業の 拡大、クルーズ 船の寄港

ま す。

表・ 金足 農業高 等学 校野 球部の皆様さ んに大き な拍手を送 りたいと思 い

し さ、 清々し さを 実感 させても らった選手 権大会でし た。改めて本 県代

があ らわれ たと いう 、偶然 とはいえ、自 然の力をも 味方にした ような美

に金 足農 業高 校野球 部グ ラウンド から望む秋 田市の上空 にもきれいな 虹

る 優勝 決定戦 直後 には 、甲子 園球場から見 渡す上空に 、さらには 同じ頃

心と 大き な感動 をも たらし ました。百 回目の記 念すべき大 会を締めくく

球 に興 味を持 たな い人 々や多く の子供から大 人にも、熱 い熱い戦い に関

大 会中 に九 匹の 子豚 を産んだ という朗ら かな話題、 そして、ふ だんは野

れてい る豚が、甲 子園で激闘を 繰り広げる 金農ナイン を応援する ように、

同 校の 試合前 の始 球式 に登場す るという偶 然、さらに は、同校で 飼育さ

る準 優勝 をなし 遂げ られま した。また 、同校と 因縁のある元野 球選手が

け 、北 側にル ート が振 られた延 長約六キロ のルート案 が公表され 、現行

を進 める との答 弁が ありま した。さら に、十二月に は、住宅密 集地を避

ど、 多く の人々 の力 が結 集してな し得たもので あり、母校 愛・家族愛 ・

ら には 、学校 周辺 の地 域の皆さ んや全国に おられる本 県出身者の 方々な

学校 教職 員、在 校生 、そし てこれらを 支える保護者 、歴代の先 輩方、さ

今回の 快進撃は、 同校チーム 全員の頑張 りはもちろ んですが、指 導者、

の通称 ・新国道を 経由して秋田 北インター チェンジに 至るルート に比べ、

郷 土愛 など の結 びつき のすば らしさを改 めて感じさ せてもらい ました。

な視 点で 道路 計画 を検 討し、アク セス道路の 整備実現に 向けた取り 組み

所 要時 間が 半分 程度に 短縮さ れ、利便性 が格段に向 上すること が見込ま

ま さに これが 、学 校教 育の一貫 として行われ る学校の運 動部活動の 原点
だと再認 識いたしま した。

れる との計画が 示されました 。
この ような 前向 きな 計画は、 非常に喜ば しいことで はあります 。日本

第一 回大 会で 本県 の秋田中 学が準優勝 し、迎えた 今年の夏の 甲子園大

最 後に、学校 運動部活動 のあり方につ いて伺いま す。

況と今後 の見通しに ついて、知 事の所見を お伺いしま す。

考 えま す。秋 田港 アク セス道路 の整備実現 に向けた、現 在の取り組 み状

本県の さら なる 貿易 振興に もつながり、 県勢発展の 原動力にな るものと

機会と 捉え、速や かに港と高 速道路のアク セス機能の 向上を図る ことが、

動習 慣等 調査で も東 北の中 でもトップ クラスの素質 のある本県 の子供た

小・ 中学 生の 体格 ・体力 は全国ト ップクラス 、全国体力 ・運動能力 ・運

技 のス ポー ツに特 化す るのは いかがなも のかなどの声 もありまし たが、

大き くか かわっ てい るも のと思います 。立ち上 げ当時は、 野球という 競

ロ ジェ クト」 及び 現在 の「秋田 型高校野球 育成・強化プ ロジェクト 」が

に県教 委員 会や 秋田 県高等 学校野球連盟 が立ち上げ た「高校野 球強化プ

戦い をし 、一 定の内 容で 結果を出 している要 因の一つに、 平成二十三 年

ま た、 本県代 表校 が、 ここ最近 、甲子園大会 で全国に引 けをとらな い

会で すが 、百回 目と なる平 成最後の節 目の記念大会 で、本県の 金足農業

ち と、 そして 子供 たち を教える 指導者に全 国レベルの 強化指導経 験を注

海 側の 物流・ 交流 の拠 点港と しての役割が 期待される 今、これを 絶好の

高 等学 校が、 同校 創立 九十周年 の記念すべ き節目の年 に大きな価 値のあ
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自 信と 勇気を 与え てく れたはず であり、この 広がりをも たらしてく れた

で きる とい うこ とを 、野球と いうスポー ツに限らず 、多くの子 供たちに

も、 そし て、何 より 、地 方にいて も全国の舞台 で堂々と勝 負すること が

中で は経 験でき ない 、自ら の糧になる ものがあ るというこ とにも配慮し

あ る中 にあっ ても 、子 供たちに とっては、運 動部活動を 通して、教 室の

次 の目 標に 向け たさ らなるひ たむきな努 力。時代や 環境の様々 な変化が

勝つ ため の努力 と勝 ったと きの喜びと 達成感、負け たときの悔 しさと

れて おり 、これ に基 づき、 各都道府県 は「運動 部活動の在り方 に関する

こと から も大き な成 果を上 げたものと 思います 。このプロ ジェクトに携

た あり 方を大 切に して いかな ければなりま せん。本県 において、 学校運

入す るな どのこ のプ ロジェ クトは、今 回の本県 代表校の大躍進 による県

わ る関 係者の 方々 の御 努力に 感謝を申し上 げますとと もに、ぜひ とも新

動部 活動 のあ り方に つい て、どの ように捉え 、今後策定 する「運動部 活

方 針」を策定す ることにな っておりま す。

たな 試み を含 ませな がら 、今後も 引き続きこ の取り組み を継続してい た

動の 在り方 に関 する 方針」 に反映させて いくのか、 教育長にお 伺いをし

民 の大 きな盛 り上 がり や、本県 に対する全 国的な関心 を呼ぶ現実 を見て

だき 、スポ ーツ 王国 ・秋田 、野球県・秋 田の確たる 復活と、秋 田の子供

ます 。

います 。

県当局の答 弁を求め ます。

今川議員の 一般質問に お答え申し 上げます。

ま ず、 今後の 行政 サー ビスの維持に ついて、 県と市町村 の連携でご ざ

●知事（佐 竹敬久君）

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

●副 議長（竹下 博英議員 ）

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）

た ちが 元気に 大き く大 きく成長 する一助と なっていた だきたいと心 から
願うも のであります 。
さ て、 今年 三月に 、ス ポーツ庁 が策定した 「運動部活動 の在り方に 関
する 総合 的な ガイ ドラ イン」が示 されました 。学校にお ける運動部 活動
は、 責任 者であ る各 顧問の 指導のもと 、学校教育の 一貫として 行われ、
生 徒同 士や生 徒と 教師 などとの 人間関係の 構築を図る など、教育 的意義
が大 きい ものと され てい ます。し かしながら、 社会や経済 の変化など に

運 動部 活動の あり 方を 抜本的に 改革する必 要性があると 捉え、この たび

るため には 、ニ ーズ に応じ た運動・スポ ーツを行う ことができ るよう、

たち の資 質・ 能力を 育む 基盤とし て、運動部 活動を持続可 能なものに す

く なっ てきて おり 、学 校によ っては存続の 危機になっ ております 。生徒

運動 部活 動にお いて は今ま でと同様の 運営体制 では維持す ることは難し

は解 決すること ができないよ うな課題が 増えるとと もに、少子 化が進み、

活用 も視 野に入 れた 窓口 サービスを提 供するた めの研究会 を市町村と と

む など 、様々 な連 携が 進んでお ります。ま た、ＩＣＴや 外部委託な どの

潟町、 大潟 村の 二町 一村が 市町村圏域を 越えた生活 交通の再編 に取り組

町村 が広 域汚 泥資源 化施 設を共同 で整備して いるほか、五 城目町、八 郎

通 する 喫緊の 課題 であ ります 。これまでも 、県北地域 において、 県と市

源等 が今 後限ら れて くる中 での行政サ ービスの 維持が、県 と市町村に共

な ど生 活に欠 かせ ない インフラ の効率的な維 持・管理に 加え、人員 や財

人 口減 少と 高齢 化が急 速に進む 本県におい ては、道路 や衛生関係 施設

義務 教育 である 中学 校段 階の運動部活 動を主な 対象とした ガイドライ ン

も に立 ち上 げるな ど、 行政サ ービスの維 持・向上を図 るための取 り組み

よ り、 教育 など にかか わる課 題が複雑化 ・多様化し 、学校や教 師だけで

が 示さ れた もので あり ます。 このガイド ラインには、 適切な運営 のため

今後 とも、 地域 課題 に対応し た広範囲に わたる連携に 取り組むな ど、

を進め ているとこ ろでありま す。

適切 な休 養日等 の設 定、生 徒のニーズ を踏まえたス ポーツ環境 の整備、

人口 減少下にお ける自治体 間の協働・ 連携を強力に 展開してま いります 。

の体制 整備、合理 的かつ効率 的・効果的 な活動の推進 のための取 り組み、
学 校単 位で参 加す る大 会などの 見直しなど 、多岐にわ たる課題が 設定さ
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た とこ ろであ り、 今後 行われる 予定の地方制 度調査会の ヒアリング にお

ら につ いて は、 これ までも様 々な角度か ら検討を加 え、国に要 望してき

ため には 、一定 の法 改正 や交付税 制度の見直し が必要であ ります。こ れ

割 は、 地方自 治法 で厳 格に定め られており 、より柔軟 に連携に取 り組む

なお 、現在 の広 域自 治体とし ての県と基 礎自治体と しての市町村 の役

者の受け 入れに向け た環境づく りについて 市町村へ働き かけるとと もに、

工 透析 患者へ の支 援は 極めて重 要であること から、県と しましても 、患

と する など 、新 たな 動きも出 てきており ます。介護 サービスが 必要な人

の市 にお いては 、人 工透 析患者に 対応できるこ とを介護施 設の開設要 件

村 にお いては 、こ うし た対応が 行われてい ない状況に ありますが 、一部

養食 の提 供が困 難で あるな どの課題が あり、現 在のところ、多 くの市町

一 部の 事業者 から は、 これに 対応する施設 整備の動き も出てきて おり、

いて も、 こうし た課 題につ いて、私自 ら説明し たいと考え ております。
次 に、市町村 が推進する水 道事業の基 盤強化でご ざいます。

今後 、具 体的 な相談 があ った場合 には、市町 村と協議し ながら必要な 支

方に つい ては、 医療 、介 護、福祉など の関係機 関の連携強 化を図り、 地

障 害者 の重度 化・ 高齢化 や、「親亡 き後」を 見据えた在 宅介護のあり

援を行っ てまいります 。

本県は 、湧水や地 下水など豊 富な水資源に 恵まれてい ることを背 景に、
水道 普及率 は全 国平 均より 低い状況にあ り、基幹管 路は布設か らの経過
年 数が 短いも のが 多い ことから 、市町村で は、今後、 計画的に更新 時に
合わせ て耐震化を進 めることに しておりま す。

れて いる ところ であ ります 。こうした 動きとあわせ て、「人口 減少社会

民間 との 連携 など 、基 盤強化を内 容とする水 道法の改正 について議 論さ

困難さを抱えている障害者や家族からの相談、緊急時の受入・対応や

の役 割分 担を明 確に しなが ら、地域課 題の解決を図 るとともに 、生活の

係機 関で 構成 され る自 立支援協議 会において 、情報を共 有し、それ ぞれ

域 全体 で支 援する 体制 の構築 が重要であ ります。この ため、各地 域の関

に 対応 する行 政運 営の あり方検 討会」に設 置した「水 道事業の広 域連携

コー ディ ネート など の機 能を持つ 地域生活支援 拠点を、現 在の三圏域 か

現 在、国にお いては、水 道の広域連携 に関する国 や県、市町 村の役割 、

作業 部会 」での 市町 村と の議論も 踏まえ、人口 減少に伴う 水需要の減 少

ら 、今 後は 八圏 域全て に整備 してまいり ます。さら に、今年度 から新た

整備 促進 を図る など 、個々 の障害特性 に応じた 支援が受け られる生活の

や 頻発 する 自然 災害へ の対応 等を含めた 、県の水道 ビジョンを 策定する
水道 は、社 会生 活に 不可欠な インフラで あり、国に 対し、事務 の共同

場 を確 保し、 障害 者が 地域で 安心して暮ら していける ように取り 組んで

に 創設 された 職員 配置 を手厚く した日中サー ビス支援型 グループホ ーム

実 施な どの広 域連 携の 推進や 、災害に対す る施設の強 靭化の促進 など、

まいり ます。

こと にしており ます。

水道 事業 の基 盤強化 に対 する技術 的・財政的 支援の継続・ 拡充を強く 働

次に、道路ネ ットワーク の整備でご ざいます 。

まず 、川尻広面 線横町工区 でございます 。

きかけてまい ります。
次に 、人工透析 患者を対象 とした介護施 設の整備等 でございま す。

こ れま で寺 町地区 など の整備 を順次進め てきたところ であります が、未

都市計画道 路川尻広 面線は、秋 田都市圏に おける都心 環状道路とし て、

医 療費につい ては、公 費により賄われ ているほ か、通院費 用について も、

整備 区間 の横 町地 区につ いては、 いまだ一方 通行の状態 であり、そ の解

本県におい ては、人 工透析患者 のほとんど が通院で治 療を受けてお り、
全て の市 町村 にお いて助 成制度が 整備され、 負担の軽減 が図られて おり

消が 急務 となっ てお ります 。このため 、県では、寺 町地区の東 側から赤

れ んが 館通り まで の区 間につい て、平成二 十六年度か ら横町工区 として

ます。
人 工透 析患者 の介 護施設 入所につい ては、医 療機関への 通院介助や 療
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り ます が、国 の予 算配 分が大変 厳しい状況 もあり、今 年度末での 進捗率

事業 に着 手し、 地元 の方々 の理解と協 力を得な がら用地取得を 進めてお

では 大会 に参加 でき ない ケースが 増えつつあり ます。また 、運動する 生

続 でき ない場 合や 、部 員不足に より練習内 容が限られ たり、単独 の学校

本県 におい ても 、生 徒数の減 少に伴い、 生徒自身が 希望する競技 を継

徒 とそ うで ない 生徒 の運動習 慣の二極化 傾向をはじ め、運動部 に所属し

は約三 割の見込み となっており ます。
引 き続き、用 地取得の推 進に努める とともに 、早期の工事着 手に向け 、

秋田 港と 秋田 北イン ターチ ェンジを結 ぶアクセス 道路の整備 について

次 に、秋田港 アクセス道路 でございま す。

を作 成した とこ ろで ありま す。これは、 全ての生徒 が等しくス ポーツに

方に つい ての 抜本的 な見 直しを図 り、「運動 部活動運営 ・指導の手引 」

ら 、県 教育委 員会 では 、これ らの課題の解 決に向け、 運動部活動 のあり

ない 生徒の運動 離れや体力の 低下など、 課題は多様 化・複雑化 しており、

は、 物流量 の増 加や 交流人 口の拡大が進 む秋田港の 環境変化に 対応し、

親 しむ 機会の 確保 など に努め、 適切な休養 や効果的な 活動を推進す ると

秋 田市 と連携 しな がら 、必要な 予算の確保に ついて国へ の要望活動 を合

さ らな る県内 産業 の発 展や観光 振興を図る ため、「第 三期ふるさと 秋田

とも に、 これま で指 導者 として運動部 活動を支 えてきた教 員の負担軽 減

学校 だけ で解決 する ことが 難しくなっ てきてお ります。こ うしたことか

元気 創造 プラン 」に おい て重点施策に 位置づけ 、整備実現 に向けた検 討

に もつ なげ ること で、 持続可 能な体制へ と改革しよう とするもの であり

同で行う など、事業 の加速化に 向けた取り 組みを進めて まいります 。

を 鋭意 進め ており ます 。これ まで、住宅 密集地を避け 、港と高速 道路を

ます。

を 深め るとと もに 、指 導者がコ ミュニケー ション能力 、栄養、休 養など

今後 は、手 引の 配付 及び周知 を通して、 運動部活動の あり方への 理解

直結 する 大ま かな ルー トを選定し 、より詳細 な道路構造 を決定する ため
の調 査・ 設計を 進め ており 、現在は、 都市計画の変 更について 、関係機
関と の調整を行 っていると ころであり ます。

十四 番今川議員の 質問は終わ りました。

幅広 い指 導力を 身に つけ られるよ う支援するこ とで、運動 部活動の充 実
に 努めてまい ります。

今後 は、 都市計 画変 更の素 案を取りま とめた上で、 住民説明会 を開催
す るな ど、 必要 な手続 に着手 することに しており、 引き続き秋 田市と連

以上 でございま す。

午後二時十三分 散会

本日は 、これをも って散会い たします。

以 上で本日の 日程は全部終 了しました 。

●副議長（ 竹下博英議 員）

携 しな がら、 秋田 港ア クセス道 路の早期事業 化に向け、 鋭意取り組 んで
まいりま す。
私 から以上で ございます。
今川議 員から御質 問のありま した、学

【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）

校運 動部活動の あり方につ いてお答えい たします。
学校 教育の 一環 とし て行わ れる運動部活 動は、生徒 の多様な学 びの場
と して 、教 育的意 義が 大変大 きいもので あると認識し ております 。今年
の三 月に スポ ーツ 庁がガ イドライ ンを策定し 公表したの は、少子化 など
の社 会環 境の変 化に より、 現状の運動 部活動のあり 方が現代社 会にそぐ
わな い部分が出 てきたこと によるもの と捉えており ます。
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