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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

様

竹田

勝美

一、選 挙管 理委員 会委 員長か ら選挙管理委 員及び補充 員の任期満 了につい

六九
有司

て別 紙のとおり 通知があっ た。
秋 選管

鶴田

平成 三十年七月三 十日
秋田県議 会議長

秋 田県選挙管理 委員会委員 長

選挙管理 委員及び補 充員の任期満 了について （通知）

秋 田県 選挙 管理 委員 及び補充員は、 別紙のと おり平成三 十年十月四 日

に任期満了となりますので、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

日程 第一、一般質 問を行いま す。

号）第百 八十二条第 八項の規定 に基づき通 知します。
●議長（ 鶴田有司議 員）

本日 は、十 七番 平山 晴彦議員 、四番石川徹 議員の一般 質問を許可 する
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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 、十七番平 山

【 「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 。
【十七 番（平山 晴彦議員）登壇 】（拍手 ）

し上げま す。

そ れで は、防 災対 策の 一点目として 、災害時 の情報伝達 について伺 い
ます。

六 月議 会の 総括 審査 でも伺いま したが、災 害時の情報 伝達は、人 命に

も かか わる安 全・ 安心 の骨幹を なすものです ので、再度 取り上げさ せて
いただき ます。

大 雨な どによ り被 害が 予想され る場合、様々 な機関から 様々な情報 が

おはようご ざいます 。たくさん の皆さんの御

支 援に より、 この 場に 立つ機 会をいただき ました。あ りがとうご ざいま

発信 され ます 。気象 庁か らは、「 注意報」、 「警報」、 そして重大な 災

●十七 番（ 平山 晴彦 議員）
した 。ま た、 大変お 忙し い中、朝 早くから傍 聴においで くださいまし た

これ らの 情報等 を考 慮し 、「避難準備 ・高齢者 等避難開始 」、「避難 勧

害が 迫って いる 「特 別警報 」のほか、「 記録的短時 間大雨情報 」や「土

最近 の自然 災害 、人 口減少 ・高齢化によ る社会の大 きな変化な ど、そ

告 」、 そし て、直 ちに 避難し なければい けない「避難 指示」が発 令され

皆さ ん、あ りが とう ござい ます。感謝を 申し上げ、 一般質問を させてい

れ らに 対応 するに は、 その場 限りではな く、何度も修 正・改良を 重ねな

ます 。災 害時 の避 難で は、気象情 報・避難情 報が適切に 発信され、 住民

砂災 害警戒情報 」なども出 されることが あります。 また、各市 町村では 、

がら 制度 ・シ ステ ムを つくり上げ ていくしか ないと感じ ています。 その

にそ の情 報が確 実に 伝わり 、内容を十 分に理解した 上で、とる べき行動

ただ きます。

ため には 、新し い発 想・視 点を持つこ と、さらに、 言い続けな ければい

を 決定 するこ とが 必要 です。広 島県のまと めで、記録 的な豪雨と なった

避 難し てい た人 は、た ったの 〇・三％程 度だったこ とがわかり ました。

け ない ことは 言い 続け 、それが 実現につな がると信じ 、質問をさ せてい
は じめに、防 災対策につ いてお尋ね いたします。

こ れは 、気象 庁や 市町 村が発す る情報が複雑 であること 、また、「 避難

七月 六日 、避難 勧告 ・避 難指示が 出されていた 時刻に、実 際に避難所 に

今 年七 月、豪 雨に より、 西日本を中 心に平成最悪 とも言われ る甚大な

準備 」、 「勧告 」、 「指示 」などの言 葉では、 どのくらい 逼迫した状況

ただき ます。

被害 が発 生いた しま した。 また、今月 六日には 、北海道で 最大震度七の

国が 定め た言 葉では なく、 住民にわか りやすい秋 田県独自の情 報提供

か わかりづら いということ が原因の一 つではな いでしょう か。

これ まで 経験 したこ との ない被害 に見舞われ ました。相次 ぐ自然災害 に

が必要 では ない かと 感じま した。これま で県内で「 避難勧告」 、「避難

地 震が 発生し 、大 規模 かつ広 範囲で土砂崩 れや道内全 域での停電 など、
より被 災さ れた 皆さ んに心 からお見舞い 申し上げま すとともに 、一刻も

握・ 分析 されて いる のか 、お尋ねいた します。 また、災害 時のわかり や

指示」が出されたケースで、実際の避難状況について、どのように把

県内 でも、 今年 五月 の大雨 、また、先日 の台風二十 一号により 、各地

す い情 報伝 達につ いて 、どの ような工夫 が現在されて いるのか、 避難情

早い 復興をお祈 りいたしま す。
で 家屋の浸水 や損壊、 農作物・農業用 施設への 被害が発生 いたしまし た。

次に、災害 時のダム 機能について伺 います。

報の秋 田県バージ ョンの必要 性・可能性 についてお尋 ねいたしま す。

東北 地方 整備局 長や 堀井副 知事をはじ め関係者の方 々が視察さ れ、復旧

こ のた びの西 日本 豪雨で は、愛媛県 の国営ダ ムで緊急的 放流をした 後

六月 には 、五 月豪 雨での 浸水被害 のあった馬 場目川地域 を、国土交 通省
等 に力 強い言 葉を いた だきまし た。この場 をおかりい たしまして 御礼申
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れ てい ます。 県内 には 、県が管 理するダム が十五あり ますが、その 堆砂

れら の機能 に影 響が 生じな いよう「堆砂 容量」を想 定して設計 ・建設さ

ど、 それ ぞれ の機能 が果 たせるよ う貯水量を 調整してお り、そして、 こ

多 くは 多目的 ダム であ り、洪 水調整のため の治水、農 業用水等の 利水な

や豪 雨時 には、 ダム や河川 流域の安全 に特に敏 感になりま した。ダムの

法 につ いて、 県議 会で も取り上 げ、議論いた しました。 それ以来、 台風

まっ てい る地域 もあ ると のことでした 。また、 ハザードマ ップには、 洪

ザ ード マップ を知 って おり、内 容も把握し ている人が 二〇％程度に とど

であ るとさ れて いま す。し かし、国土交 通省の調査 によれば、 県内でハ

速・ 的確 に避 難を行 うこ とができ 、災害によ る被害の低 減に非常に有 効

地図化したものです。ハザードマップにより、災害発生時に住民は迅

ハザ ードマ ップ は、 自然災害 による被害 を予測して 、その被害 範囲を

次に 、ハザード マップの周知 について伺 います。

し、 洪水 を防ぐ ため に有効 な施設です 。休耕地 の利用などによ り、用地

率は 平均 して三 六％ 程度 であり、現状 の貯水容 量には余裕 があるとの こ

水 、土 砂災 害、津 波、 火山な ど複数あり 、住民が個々 に、そして 包括的

に、 下流 域で甚 大な 浸水被 害が起きま した。こ の情報を耳にし たとき、

と です 。ひ とまず は安 心する 一方、最近 の気象現象や 、森吉ダム 、愛媛

に把 握す るこ とは 困難 を要すると 思われます 。さらに、 県内の「防 災重

の 確保 は可能 と思 われ ます。県 内の「防災 重点ため池 」以外のた め池の

県の ダム で緊 急的 放流 が実際に行 われている ことを考え ると、計画 上の

点た め池 」のハ ザー ドマッ プは、公表 が進んでいな いとの報道 もありま

平 成十 九年九 月の 豪雨 で、森吉 ダムが貯水 量の上限に 近づいたた め放流

ダムの調 整能力を超 えることもあ り得るので はないかと 不安を覚え ます。

し た。 ハザー ドマ ップ の周知は 、市町村の 役割とは思 いますが、 広範囲

状況 、調 査状況 につ いて お尋ねい たします。ま た、県内で の「遊水池 」

最 近の 異常気 象を 考え ると、洪水調 整の機能 に余裕を持 たせるため 、

に及 ぶ自 然災害 が増 えて きている ことや、ひと り暮らしの 高齢者の増 加

し、阿 仁川下流の 北秋田市が大 きな被害を 受けたこと を思い出し ました。

利水 と洪 水調整 のバ ラン スを変更 するとか、定 期的な土砂 の取り除き な

な どを 考慮 する と、公 表方法 と、それを 住民が十分 認識するた めの県の

整 備状況、今 後の整備 方針につい てお尋ねい たします。

ど の保 守点 検も 必要と 考えま す。ダムに よって堆砂 量も異なる と思いま

役 割も 大きい と考 えま す。ハザ ードマップの 周知につい ての現状と 取り

放 流を 知ら せる サイ レンが鳴 らなかった ことも含め 、ダムから の放流方

す が、 堆砂量 が大 きい ダムの状 況、洪水調整 ・利水のバ ランス管理 の現

組み、周 知に関する 県の市町村 に対する支援 についてお 尋ねいたし ます。

次 に、防災専 門部局の創設 について伺 います。

状に 課題 はない か、 また、 ダムから土 砂を取り 除く作業等 の必要性につ
い てお尋ねい たします。

が 決壊 し、被 害が 拡大 したこと に、自然災 害の恐ろしさ を改めて思 い知

雨が少 ない 西日 本地 区で、渇 水に備え農業 用水を確保 しているた め池

によ って は自衛 隊と の連 携・調整が必 要となり ます。この ように様々 な

か わっ てきま す。 行政 対応では 、国、市町 村、県知事部 局、警察、 場合

初動、 災害 時、 事後 の対応 のどれも大事 であり、住 民の生命の 安全にか

自然 災害 時に は、行 政の対 応が必要と なります。 情報提供に始 まり、

らさ れま した。 また 、昨 年の九州北部 豪雨では 、ハザード マップの作 成

機 関の 連携 が必要 です が、県 知事部局内 で危機管理監 を配置して いるも

次に、 ため池と遊 水池につい て伺います。

が 必要 な「 防災重 点た め池」 ではないた め池が決壊し 、被害が発 生いた

そこ で私は 、「 防災 対策部」 、「危機管 理部」など県 知事部局内 に防

のの、 具体的対応 は各部局の 連携・調整 が必要となり ます。

池」 と言 います 。遊 水池は 、河川に隣 接したまとま った平地が 必要なた

災 専門 部局を 創設 すべ き旨を、 これも先の 六月議会総 括審査にお いて知

しました。一方、洪水時に河川の流水を一時的にためる施設を「遊水
め 、農 地の提 供な ど住 民の協力 が必要とな りますが、 河川の負担 を軽減
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事に 質問 いたし まし た。知 事からは、 「危機管 理監を中心に部 局連携で

末ま での 目標値 等を 設定し ながらその 対策に取 り組んでいると ころでは

次に 、建設ＩＣ Ｔ研修拠点活 用の加速化 について伺 います。

あ りま すが、 水質 保全 対策の実 施状況、主 な各指標の 達成状況に ついて

う 「防 災省」 の創 設を 国に求め る緊急提言が 採択されま した。私は 、適

ドロ ーンで 撮影 され た映像を テレビで見 ることが多 くなり、ま た、小

対 応し ており 、現 時点 では研究 段階だ」と の答弁をい ただきまし た。一

切な 提言 である と感 じると ともに、や はり災害 時・緊急時 には一元化さ

型 な物 から本 格的 なも のまで 手軽にドロー ンが手に入 るようにな りまし

お尋 ねい たしま す。 また 、農林水 産省、国土交 通省、環境 省などの国 に

れ た組 織力が 必要 とい う思い がさらに強く なりました 。この流れ を先取

た。 この ドロ ーンが 建設 現場に活 用されつつ あります。 また、ドロー ン

方、 七月 に開催 され た全 国知事会 議で、防災対 策が主要議 題となり、 巨

りし 、秋 田県 で防災 専門 部局の創 設について 、研究レベ ルではなく、 具

だけ ではな く、 建設 におけ る測量、設計 、施工、管 理などの全 工程で情

よ る主導的な 対応の必 要性、その 状況につい てお尋ねいた します。

体的 に検討 をす べき である と考えます。 防災専門部 局の創設の 必要性、

報 通信 技術「 ＩＣ Ｔ」 の活用が 進められて おり、建設 業界の生産性 の向

大 災害 への 備え が必 要として 、事前対策 から復旧復 興までを一 元的に担

今後 の見通しに ついてお尋 ねいたします 。

が増しています。地域住民、有識者、研究者、様々な団体、行政が対

た 。一 方で、 調整 池と して八 郎潟の一部が 残り、その 水質汚濁は 深刻さ

によ り、 将来に 大き な理想 と躍進を込 めて「大 潟村」が誕 生いたしまし

額 の費 用と当 時の 日本 の最高技 術を集めた昭 和の大事業 「八郎潟干 拓」

で 、水 環境 が課 題とな ってい る地域が存 在します。 「八郎湖」 です。巨

に対 する 住民の 要請 が高 まってい ます。しかし 、自然豊か なこの秋田 県

上 水道 の整備 が進 めら れました 。現在では 、安全な水 や豊かな水 環境等

ると 、河 川の治 水工 事や新 田開発が進 められる一方 で、世界に も誇れる

利用 は、 水田 によ る農 業を中心と して展開し てきました 。江戸時代 にな

ている との こと です 。五城 目町のＩＣＴ 研修拠点も 、研修者を どんどん

り、 現場 代理 人や職 人な どの受講 生も含め、 年間一万人以 上を受け入 れ

は 全国 建設産 業教 育訓 練協会 が運営する「 富士教育訓 練センター 」があ

に東 北地 方整備 局が 運営す る「東北技 術事務所 」があるほ か、静岡県に

県 によ り設立 され まし た。現在 、国内の建設 ＩＣＴ研修 施設は、官 城県

ロ ーン 教習 所を 運営す る民間 企業、建設 業関係団体 、五城目町 、そして

え、ＩＣＴ研修の拠点にしようと、「ＩＣＴ東北推進協議会」がド

る 環境 を、五 城目 町の 地域活性 化支援セン ターや恋地 スキー場な どに整

械に よる 施工な ど、 実際の 建設現場で 求められる最 新の技術を 習得でき

こう した 中で 、こ のたび 、ドローンな どを使った 測量やＩＣ Ｔ建設機

上、 人手 不足へ の対 応、 安全性の確保 、そして 女性進出の 促進が見込 ま

策・改 善を 模索 して います が、八郎湖の 水質改善は まだ道半ば です。広

受け 入れ、そこ で培った技 術が、県内だ けでなく全 国各地で発 揮される 、

次に、 八郎湖の水質 改善につい て伺います 。

大 な土 地を、 わず か七 年余りで 干拓した日 本人の英知を もってして も、

国内有数 の大規模研 修拠点に育 っていって くれること を願っており ます。

れ ています。

水質 汚濁 ・環境 問題 が解 決に至らない ことに対 し、つくる ことより環 境

五 城目 町の ＩＣＴ 研修 拠点の 現状及び拠 点拡大に向け た将来的な 見通し

「 水」 は、 人、生 き物 、社会生 活には欠か せないもので す。日本の 水

を 守る 、改 善する 困難 さを感 じずにはい られません。 国家プロジ ェクト

につい てお尋ねい たします。

に とど まらず 、地 方創 生につな がる、県、 市町村、民 間の協働に よる先

また 、この 建設 ＩＣ Ｔ研修拠 点は、単な る建設関係の 研修環境の 整備

とし て干 拓事 業が 行われ たことを 考えると、 八郎湖の水 質改善も国 家規
模の取り 組みが必要 ではないでし ょうか。
県 では 、「八 郎湖 に係る 湖沼水質保 全計画」 を策定し、 平成三十年 度
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たいと思いますが、この官民協働プロジェクトの推進に果たす県の役

の 連携 に積極 的に かか わりを持 って全体を コーディネ ートしてい ただき

駆的 な取 り組み であ り、県 においては 、協議会 の一員として、 関係機関

公立 全日 制学校 は五 十七 校から四 十九校に、学 級数も二百 四十四学級 か

の 統廃合や学級 減が進めら れています 。平成二 十八年度までの 十年間で 、

さて 、県内 では 、少 子化によ る中学校卒 業者の減少 により、高等 学校

ると いうことは 、地域から若 者が消えて しまうこと にもなりま す。また、

ら 二百 十一 学級 に減 少してい ます。統廃 合により地 域から高校 がなくな

次に 、空き家の 県公舎等への 活用につい て伺います 。

遠方 への 通学と なる と、勉 学や部活動 など、高 校生として 一番力を入れ

割 ・支援策に ついて、 知事の御所 見を伺いま す。
秋田県は、 全国に先 駆け人口・ 世帯数減少 に直面してい ます。一方 で、

な けれ ばいけ ない 時間 がそが れることにな ります。公 共交通機関 の事情

一 方、 こう した中 にあ っては、 教育の質を 高め、高校生 がそれぞれ の

全 国に 比べ持 ち家 率が 高く、 一戸建ての空 き家がこれ からも増加 する懸

秋 田県 を良 くした いと いう方 々が職務に 就き、毎日業 務を遂行し ている

目標 を実 現し 、社 会的 ・職業的に 自立できる 教育をして いくことが 重要

によ り、 家族 の送り 迎え が必要な 場合は、家 族の負担も 増えます。「 第

と思 いま す。 実際 、地 域活性化や 除雪ボラン ティア、災 害時の地域 での

であ りま す。そ こで 発想を 転換し、学 級数が少なく なることで 、教員が

念が あり 、実 際、各 市町 村では空 き家対策が 急務となっ ています。県 職

助け合いなど、県職員の地域活動が推進され、実際に取り組んでいる

近 隣の 複数校 を受 け持 つことに よる効率化 を図ること は考えられ ないで

七次 秋田県 高等 学校 総合整 備計画」では 、「統合等 再編整備の 方針」や

方 々が 存在し ます 。ま た、業務 外や非番で も、警察官 が身近に住 んでい

しょ うか 。例え ば、 男鹿 海洋高校 、男鹿工業高 校、五城目 高校、金足 農

員や 警察官 は、 全県 に配属 され、公舎・ 官舎に入居 されている 方々も多

ると いう ことだ けで 安心 感が芽生 えるのは事実 です。地域 に点在する 活

業 高校 の比 較的 近隣の 高校に おいて、専 門教科以外 は担当教員 が複数の

基 準が 示され てい ます が、高校 の統廃合に ついては、 地域への影響 、通

用 可能 な空 き家 を公舎 や官舎 として利用 することで 、県職員や 警察官が

高 校へ 教えに 行く とい うことで 、たとえ学級 数が減少し ても統廃合 等を

い と思 います が、 空き 家を県公 舎、警察官 の官舎とし て有効活用す るこ

持 って いる知 識・ 力を 発揮して もらうことが できます。 秋田県の空 き家

避けるこ とができ、 教員が複数 の学校で教え ることによ る情報の共 有化、

学状況 など、様々な 視点から検 討していた だきたいと 思います。

状況 、県 公舎・ 警察 官官舎 の利用状況 、そして 、空き家の 県公舎・警察

い い意 味での 競争 意識 の芽生 えなど、相乗 効果も期待 できるもの ではな

とは でき ないで しょ うか 。もともと県 職員や警 察官は地元 愛にあふれ 、

官 官舎として の活用の可能 性について お尋ねい たします。

いで しょ うか 。教員 の皆 さんの負 担が増える かもしれませ んが、教員 数

次に、専門 高校につ いて伺いま す。

次に、 学校教育に ついて伺い ます。

田県 民・ 全国を 沸か せ、 元気をもらい ました。 また、快進 撃とともに 、

全 国的 に、 農業高 校や 工業学校 など専門高 校が、統合等 により消え つ

の確保 も含 め、 対応 方法が あるはずです 。一人の教 員が近隣の 複数高校

礼 儀正 しさ 、純粋 さ、 すがす がしさが全 国の野球ファ ンを魅了し 、秋田

つあ りま す。 県内 でも、 以前は多 くあった農 業・工業高 校が、金足 、大

まず、高校教 員の柔軟な 活用につい てです。

県の 誇り と感 じま した。 金足農業 高校野球部 の皆さん、 また、選手 を支

曲の 農業 高校、 能代 、男鹿 、秋田、由 利、大曲の工 業高校と随 分減少し

で授 業を行うこ との課題と 可能性につい てお尋ねい たします。

えた 御家 族の皆 さん 、学校 関係者、地 域の皆さん、 おめでとう ございま

て おり ます。 専門 高校 は実験・ 実習が多く 、ものづく りの実践を 行い、

夏 の甲 子園で は、 金足農 業高校が快 進撃で準 優勝の成績をお さめ、秋

す。
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に 専門 性が要 求さ れま す。普 通高校と統合 し、専門学 科・専門コ ースで

なり ます 。農業 高校 の学科 には農業土 木もあり 、専門高校 の中でもさら

ま す。 また、 工業 高校 の学科で も、土木科と 建築科では 内容が大き く異

と です 。そ の専 門高 校が統合 ・再編対象 の中心にな っていると 感じてい

は、 いず れも地 域で 活躍 する人材 を育成すると いう役割を 担っている こ

普 通高 校とは 異な る魅 力のある 教育を行っ ています。 共通してい ること

専門的な 知識・技能 を身につけ、 それを生か すための創 造性の育成 など、

のない学校の教室で勉学に励んでいます。「自分たちの時代にはエア

今年 も全国 的に 暑い 夏が続き ました。子 供たちは、 暑い中、エ アコン

次に 、小・中学 校の環境整備 について伺 います。

フ ターケアの 取り組み についてお 尋ねいたし ます。

「就 職支 援員」 及び 「職 場定着支 援員」の役割 、離職防止 、就職後の ア

就 職支 援以上 に離 職防 止・就職 後のアフタ ーケアが必 要だと思い ます。

をサポー トしていま すが、就職内 定率が高く なったこの 時代におい ては、

で 、県 内公立 小・ 中学 校の教室 のエアコン 設置率は一 ・八％と全国 で、

コン なん てな かった 。ぜ いたくだ 」と言う方 もおられる かもしれませ ん

私 は、 専門高 校を 維持す るのが一番 いいとは 思いますが 、統合した場

三番 目に 低くな って いま す。大人でも 暑さで集 中力や思考 能力が低下 し

対応 して いる 高校で は、 この専門 性を磨くた めのきめ細 やかな対応を し

合で も、 多くの 専門 学科 を維持し、少 人数でも 専門性のあ る人材を育 成

ま す。 子供 ではな おさ らです 。また、最 近、子供のラ ンドセルな どが重

が、 私たち の子 供の ころと は暑さが違い ます。先日 の文部科学 省の調査

し てい くこ とが望 まし いと考 えます。専 門高校統合等 の今後の計 画・見

すぎ ると いう 意見 があ ります。小 学一年生の 平均体重は およそ二十 一キ

ているの でしょうか。

通し 、ま た、 これ まで 普通高校と 専門高校が 統合した高 校における 専門

ロで すが 、平均 七キ ロ以上 ものランド セルを背負っ ているとい う調査も

あ りま す。こ うし た実 態を踏ま え、文部科 学省では、 宿題で使わ ない教

性の維持 の取り組み についてお尋 ねいたしま す。
次に 、就職後の アフターケ アについて 伺います。

科書 など を教室 に置 いて 帰る、い わゆる「置き 勉」を認め るよう、全 国

小 ・中 学生の 学力 トップ クラスの秋 田県としては 、もう少し 快適な学

の 教育委員会 に対し求 める方針と の報道もあり ました。

秋田 労働 局の発 表に よりま すと、今春 の県内高校卒 業生の就職 内定率
は 九九 ・八 ％と 高水準 でした 。県内就職 者の割合も 六八・四％ と三年ぶ
り に増 加し、 景気 の回 復などの ほか、各学校 の就職担当 者の御努力 、高

習環 境を 整える べき ではな いでしょう か。県内 小・中学校 のエアコン整

備 計画 と進捗 状況 につ いて、 教育長にお尋 ねいたしま す。また、 ランド

校生自ら の勤労・就 職意欲によ るものと喜ん でおります 。
若 者は 、福祉 分野 や建 設業など ハードな労働 条件に飛び 込んだり、 な

最後 に、秋田八 郎潟線及び 道村大川線に ついてお尋 ねいたしま す。

セル の重 さ対 策、い わゆ る「置き 勉」の取り 扱いについて 、あわせて お

台 で推 移して いま す。 若者には 新しいチャ レンジも必要 ですし、一 定期

五城目町役場、湖東厚生病院を通り国道七号線に至る「秋田八郎潟

れない 接客業や営 業などに戸 惑いながらも 仕事に励ん でいます。 しかし、

間じ っく り取り 組み 、そ の道のプロを 目指すこ とも必要で す。重要な の

線 」と 、八 郎潟駅 から 大潟村 を通り男鹿 市に至る「道 村大川線」 のアク

尋ねいたしま す。

は 、悩 んだ ときや 分岐 点で相 談できる人 の存在です。 以前の大量 雇用の

セス につ いて です 。この ことにつ いては、以 前から再三 取り上げさ せて

厚生労 働省 によ ると 、高校 を卒業した後 、三年以内 に離職する 率が四割

時代 は、 いわ ゆる 同期も 多く、仕 事の悩みや 愚痴を言い 合うことも でき

いただい ております 。

こ のア クセス 整備 は、地 域間の交流 拡大や湖 東病院への 救急患者の 搬

ましたが 、現代では 難しいのでは ないでしょ うか。
県 では 、高校 に「 就職支 援員」や「 職場定着 支援員」を 配置し、生 徒
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送時 間短 縮など 、多 くの効 果が期待で きるもの であり、南秋田 郡町村議

よ り危 機感や 切迫 感が 伝わる情 報伝達の方 策等につい て、気象台 や市町

報と の連 携のあ り方 などに ついて検証 を進めて おり、県としま しては、

次に 、災害時の ダム機能でご ざいます。

会 議員 大会で も全 員一 致で早期 整備要望が 決議されま した。いわ ば地元

「 ホー ムのか さ上 げな どの技術 的課題がある 」と指摘さ れていると の答

県で は、台 風な どに よる大雨 が予想され る場合には 、あらかじ めダム

村等 関係 機関と 協議 を進 めるなど 、引き続き、 住民の避難 対策の強化 に

弁を いた だきま した 。言い かえると、 解決すべ き課題はＪ Ｒ側にあり、

の 利水容量の 一部を放流し 、洪水調節 容量を一 時的に増や すことにより 、

の悲 願・ 切実た る思 いで あります 。昨年の一般 質問で、知 事から、課 題

そ れも 技術的 な問 題が 大きい と言えると思 います。ぜ ひ県側から 、ＪＲ

洪水 を未 然に 防ぐた めの 備えを強 化しており ます。さら なる大量放流 を

努 めてまいり ます。

側の 積極 的な 取り組 みに ついて協 議・働きか けをしてい ただくよう、 お

行う ことは 、降 雨予 測の精 度など放流の 判断に要す る課題があ ることに

整 理を進めて いる中で 、ＪＲから 「踏切の延 長や遮断時間 が長くなる 」、

願い いたし ます 。秋 田八郎 潟線、道村大 川線のアク セス整備に ついて、

異常 な降 雨を踏 まえ ると 、洪水対策の 一つの手 段として検 討していく べ

加 え、 農業用 水の 不足 や発電へ の影響など が懸念され るものの、近 年の

縷々 質問い たし まし たが、 長い間の御清 聴まことに ありがとう ござい

き もの と考 えてお りま す。国 においては 、こうした操 作について 、実施

今後 の県側の対 応方針につ いてお尋ねい たします。
ま した 。こ れで私 の一 般質問 を終わりま す。ありがと うございま した。

に 確認 を行 って おり、 素波里 ダムを除く 十四のダム では、直ち に対策が

また 、県 管理ダ ムに おける 堆砂状況に ついては、測 量等により 定期的

てま いります。

国か らの 助言を 得な がら、 さらなる放 流量拡大の可 能性につい て研究し

可能か どうか検討 しているダ ムもあると 聞いており 、県としても 、今後、
県当局の 答弁を求め ます。

（拍手 ）
●議長（鶴 田有司議員 ）

おはようご ざいます。平 山議員の一 般質問にお 答

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】
●知 事（ 佐竹敬 久君 ）
え を申し上げ ます。

必要な状況ではありませんが、堆砂率が九三％と計画を上回る早さで

次に、ため池 と遊水池で あります。

まず 防災対策に ついて、災害 時の情報伝 達について であります 。

がなさ れた こと が人 的被害 の防止につな がったもの と考えてお ります。

本 県に は、約 二千 五百カ 所の農業用 ため池が あり、その約九 割が「防

進ん でい る素波 里ダ ムにお いては、必 要な対策 の検討を現 在進めている

日 ごろ から、 市町 村に 対して、 避難情報の 発令理由や対 象区域、避 難場

災重 点た め池」 以外 のた め池で、昨年 の豪雨災 害では十七 カ所が決壊 し

本県 では、 昨年 七月 以降、記 録的な大雨 が相次いで おりますが 、こう

所等 を住 民に明 確に 伝達 するよう助言 しており 、このたび の西日本に お

て おり ます 。この ため 、ため 池は農業用 水を確保する 上で必要不 可欠な

と ころ であり ます 。今 後も、 ダムによる洪 水調節機能 が確実に発 揮でき

け る豪 雨災 害を受 け、 避難勧 告等に当た っては、「命 が危ない」 、「危

施設 であ るこ とか ら、こ れまでも 「防災重点 ため池」い かんにかか わら

し た大雨災害 時に、河川の 水位や土砂 災害の危 険度などの 情報に基づき 、

険が 差し 迫っ てい る」等 のわかり やすい言葉 を添えて発 令するなど 、住

ず、 管理 者や市 町村 の要請 に応じて、 日常管理や災 害時の応急 措置など

るよう 、適切な管 理に努めて まいります。

民の 迅速 な避難 行動 につな がるよう、 改めて求めた ところであ ります。

に つい て助言 して いる ほか、老 朽化が著し いものは、 できるだけ 速やか

市町 村が 適時 に避難 勧告 等を発令 し、消防団 などにより適 切な避難誘 導

国 では 、現在 、気 象台が 発表する気 象情報と 市町村が発 令する避難 情
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重点た め池」以外 の一千九十九 カ所につい ても本県独 自で調査し ており、

「 全国 ため池 緊急 点検 」におい ては、下流 域への影響 を考慮し、 「防災

な改修に努めております。また、西日本豪雨災害を踏まえて実施した

危 機管 理監 を補 佐す る副危機 管理監を新 たに配置し 、危機管理 体制を強

災害 時に おける 速や かな 初動対応 や関係機関と の調整を促 進するため 、

か 、農作物被害 への対策等 を迅速に講 じており ます。また、今 年度から 、

農林 水産 部など 各部 局と調 整を図りな がら、道 路・河川の災害 復旧のほ

化し たところで あります。

今 月末までに 終える予 定でありま す。
な お、 これま で県 管理河 川において 整備された「 遊水池」は 、横手市

池の整 備規模では その効果が 十分発揮され ていない場 合もあるこ とから、

集 中豪 雨の多 発な ど、 近年の降 雨状況を踏ま えると、こ れまでの遊 水

私自 らが本 部長 とな る災害 対策本部を設 置し、被害 の全容把握 はもとよ

の仕 分け など 整理す べき 課題もあ ります。さ らに、大規 模災害時には 、

命 令系 統が一 本化 され るなど のメリットが あるものの 、他部局と の業務

防災 に対応 する 組織 のあり方 として、一 元的な組織 とした場合 、指揮

今後 の新た な整 備に 際して は、地域の理 解はもとよ り、経済性 や効果の

り 、早 期の災 害復 旧に 向けて関 係省庁への 要望活動を 行うなど、迅 速に

の頭無川 と大仙市の 福部内川の 二カ所とな っております 。

発 現を 慎重に 考慮 しな がら、治 水対策の手 法の一つと して検討して まい

災害 対応 に当た って おり 、今後は、国 の動向を 見据えつつ 、現行の体 制

で 安全・安心 の確保に 努めてまいりま す。

ります 。
次 に、ハザー ドマップの 周知でござい ます。

十 分で はなか った との 指摘もあ ることから、 県では、全 ての市町村 を訪

発 生し た要 因の 一つと して、 地域の危険 箇所等に関 する住民側 の理解が

図っ てお ります 。し かし ながら、 西日本での豪 雨において 甚大な被害 が

ネットによる公表に加え、避難訓練での活用などにより、その周知を

を伝える重要なツールであり、市町村では、印刷物の配布やインター

リン は計 画目標 値を 達成し 、改善の兆 しがある ほか、アオ コ発生に伴う

した取り組みにより、昨年度は代表的な水質指標のうち、ＣＯＤ、全

よ る湖 岸ク リー ンアッ プなど 水質保全活 動も行って まいりまし た。こう

濃度 酸素 水によ る浄 化対 策に取り 組んでいるほ か、住民団 体との協働 に

や 水田 からの 濁水 流出 防止など の発生源対 策とともに 、アオコ対 策や高

県で は、こ れま で、 第二期湖 沼水質保全 計画に基づき 、下水道の 整備

次に、 八郎湖の水 質改善でご ざいます。

問し 、災 害ごと のハ ザード マップや避 難経路等 について住 民に直接説明

流 域住 民から の苦 情も 減少し てきておりま すが、水質 は依然とし て環境

ハザ ード マッ プは 、地域 における災害 リスクや避 難に関する 情報など

す る機 会を設 ける など 、改め て周知徹底を 図るよう求 めたところ であり

基準を 超えている 状況にあり ます。

八郎湖 の水 質問 題は 、国家プ ロジェクトと しての干拓 事業により 閉鎖

ます。
今後は 、地 域で の講 習会や学 校における防 災教育に取 り入れるな ど、

連 携し て取 り組む こと が重要 であります 。このため、 現在、国か らは、

性 水域 が形成 され 、流 域からの 汚濁水の流 入も相まって 生じている もの

次 に、防災専 門部局の創 設でございま す。

農地 や水 環境 の保 全、下 水道の整 備、湖内浄 化対策など に財政支援 を受

災 害時 の適切 な避 難行 動につな がるハザー ドマップの理 解の促進に 努め

本県 の防 災に 関す る組織上 の体制は、 危機管理監 をトップと し、総務

けて おり ますが 、引 き続き 、さらなる 支援強化を求 めてまいり ます。特

であ り、 その解 決に 当た っては、国を はじめ、 県や市町村 、地域住民 が

部総 合防 災課に おい て、国 や市町村を はじめ、消防 、警察、自 衛隊など

に 、農 林水産 省で は、 村内の老 朽化した幹 線用水路の 改修を行う 「国営

てまいり ます。

関 係機 関と緊 密に 連携 しながら 自然災害等 に備えると ともに、建 設部や
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るよう 働きかけて まいります。

れ るこ とから 、施 設の 改修とと もに、水質 改善に実効 性の高い事 業とな

かん がい 排水事 業八 郎潟地 区」を計画 中であり 、その詳細は今 後検討さ

増加 する 空き家 への 対策 としては 、市町村が主 体となり、 危険な空き 家

の 確保 に向け 、喫 緊に 対応すべ き課題であ ると認識し ております 。年々

防災 や防 犯、景 観な どに広 く影響を及 ぼすこと から、住民の安 全・安心

の住 宅としての 移住・定住施 策等にも活 用されてい るところで あります。

の 速や かな 除去 など 適正管理 を進める一 方で、移住 者や子育て 世帯向け

画 にお いて有 識者 など の知見を 踏まえつつ、 ＩＣＴ技術 を活用した 新た

現在 の県公 舎の 入居 状況であ りますが、 入居可能戸 数六百八十 一戸に

八 郎湖 の水 質改 善は 、県民共通 の願いであ り、現在策 定中の第三 期計
な視 点か らの対 策も 取り入 れ、長期ビ ジョンと して掲げる 「恵みや潤い

で は、 これま での 約四 カ月間で 、モデル研 修を含め三 回の研修を開 催し

今年 五月の 「Ｉ ＣＴ 東北推進 協議会」の設 立後、「Ｉ ＣＴ研修拠 点」

次に、 建設ＩＣＴ 研修拠点活 用の加速化で ございます 。

き家 を選 定する 際の 公平 性の確保や住 民理解等 の課題もあ ることから 、

取 得費 用や賃 貸料 等、 新たな経 費が発生す るなどの財 政負担に加え 、空

れる ものと 考え てお ります 。空き家を県 公舎として 使用する場 合には、

の拡 大に 伴い 、今後 とも 、県内全 域において 入居需要は おおむね満た さ

対 し、 入居率 が八 九・ 一％と なっており、 職員数の減 少や通勤可 能範囲

たと ころ 、定員 六十 名に 対して県内外 から五十 一名の受講 者が参加す る

空 き家 を県 公舎へ 活用 するこ とを含め、 現時点で新た な公舎を整 備する

の あるわがみ ずうみ」の実 現に取り組 んでまい ります。

な ど、 順調 な滑り 出し となっ ております 。民間主導で 立ち上げら れたこ

ことは 難しいもの と認識して おります。

し つつ 、まち づく りや 移住・定 住などの関 連施策を十 分に念頭に 置き、

空き 家の有 効活 用に ついては 、全国的な 課題であり、 国の動向を 注視

の研 修拠 点が 今後 さら に魅力ある ものになる ためには、 研修ニーズ に対
応し た内 容の充 実・ 強化や 、より快適 に受講できる 環境の整備 、県内外
への 情報発信に よる認知度 の向上が重 要である と考えておりま す。

今後と も、市町村 と連携を図り ながら取り 組んでまい ります。

な お、 職員 に対 しては 、日ごろ から機会を 捉え、近隣 住民との交 流を

この ため 、協議 会の メンバ ーがそれぞ れの役割を担 い、建設Ｉ ＣＴの
活 用に 向け た取 り組み を着実 に進めてい くとともに 、県として も、企業

深 め、 率先し て社 会活 動に参画 するよう呼び かけている ところであ りま

最 後に、秋田 八郎潟線・道 村大川線で ございます 。

や 市町 村等の 多様 な主 体と連携 する未来づく り協働プロ グラムなど と同
持 って 積極的 に進 めて まいり たいと考えて おります。 また、ドロ ーンな

ＪＲ 奥羽 本線 の東西 に位置 する二路線 を結ぶ新た なアクセス道 路の整

す。

どＩ ＣＴ 技術 の活用 は、 地域課題 の解決とと もに県内産業 の振興につ な

備につ いて は、 高速 道路と 沿線地域との 移動時間の 短縮や利便 性の向上

様に、全体のコーディネート役としての責務を果たし、当事者意識を

がるこ とか ら、 農林 業分野 など他分野へ の展開につ いても、関 係部局間

が 図ら れるこ とに より 、交流人 口の拡大や 地域活性化な ど、様々な 効果

県 では 、こ れまで 、平 成二十六 年度から九 回にわたって 、鉄道との 交

が期待で きるものと 考えており ます。

の連 携を強化し 、推進して まいります。
五城 目町の 建設 ＩＣ Ｔ研修 拠点の活用が 、人材育成 による本県 産業の
振 興の みな らず、 交流 人口の 拡大による 地域の活性化 に資するよ う、今

安全 面や 技術面 に加 え、駅 全体の大規 模な改造に伴 う多額の財 政負担な

差位 置や 交差 方法 などに ついて、 ＪＲと協議 を重ねてま いりました が、

次に、空き 家の県公 舎等への活用で ございま す。

ど 、多 くの課 題が 確認 されてい るところで あります。 このような 中で、

後もし っかりと支 援してまい ります。
県 が把 握して いる 空き家 は、今年五 月時点で 一万七千戸 余りに上り 、
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可 能性 につい て、 県が 主体とな ってＪＲや 関係市町村 との三者協 議を行

アク セス 道路の 整備 方針を もう少し幅 広に検討 することにより 、実現の

上に 努め ている とこ ろで あります 。さらに、複 数の学科を 持つ統合校 に

担 う学 校間の 全県 的な ネットワ ークを構築 するなど、 専門教育の 質の向

業高 校、 大曲工 業高 校を中 心的な専門 高校とし 、それぞれの専 門教育を

今後 の専門 高校 の統 合につき ましては、 平成三十三 年度には、 能代地

ます 。

お いて は、 学科 間の 連携を強 化し、学校 全体の教育 力を高めて きており

い、課 題解決が図 られるよう取 り組んでま いります。
私 から以上で ございます 。
平山 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）

日制 課程と 定時 制課 程の両 方で授業をし たり、本校 だけではな く分校で

現在 、本 県の 高校に おきま しては、教 諭及び臨時 講師が、同 一校の全

お いて も、専 門性 の維 持と学科 の枠を超え た取り組み を重視すると とも

校総 合整備 計画 にお 示しし ているところ であります 。これらの 統合校に

予定 であ りま す。ま た、 男鹿地区 の統合につ きましても 、第七次高等 学

区 に工 業科と 農業 科を 併設す る専門系統合 校を、県内 で初めて開 校する

も 授業 をした りす る例 はありま すが、複数 校にわたる 勤務は行って いな

に、 次代 のニー ズに 柔軟 に対応できる 教育内容 を充実させ 、活力に満 ち

校 教員の柔軟 な活用につい てお答えい たします 。

い現状 であります。

課程 の充 実につ なが るなど の効果が期 待できます。 一方で、本 人及び他

よる 授業 や選 択科 目の 拡充が可能 となること や、小規模 校における 教育

高 校に おける 組織 的・ 体系的な キャリア教 育の取り組 みにより減 少傾向

議員 御指摘 のと おり 、本県の 新規高卒就 職者の三年後 の離職率は 、各

次に、 就職後のア フターケア についてお 答えします 。

た 魅力ある学 校づくり を進めてまいり ます。

の 教職 員の負 担が 増加 すること に加え、行 事や会議、 授業変更等 の日程

には ある ものの 、約 四割 で推移し ていることか ら、早期離 職の防止に 向

御 提案 のあ りまし た教 諭及び臨 時講師の複 数校勤務は、 専門の教員 に

調整 や、 校務分 掌の 割り 振りが難 しくなるなど の課題が想 定されます 。

け た取り組み の改善・ 充実を図る 必要があると 考えており ます。

県 教育 委員会 では 、高校 生の就職支 援と早期離職 の防止のた めに、県

ま た、 新た な勤 務形態 である ため、教職 員への丁寧 な周知が必 要となっ
てま いります。

次に、専門高 校について お答えいた します。

を 防止 するた めの 就職 希望者を 対象とした 「就職準備セ ミナー」や 、就

の紹介 など であ りま す。ま た、職場定着 支援員の主 な職務は、 早期離職

立高 校等 に就職 支援 員を二 十九名、職 場定着支 援員を四名 配置しており

本 県に おいて 、農 業高校 や工業高校 等の専門 高校は、地域を 担う人材

職内 定者 を対象 とし た「 コミュニケー ションセ ミナー」の 実施、離職 に

県教 育委員 会と いた しまして は、これら の課題を十 分考慮し、 関係団

の育 成に 大きく 貢献 して きており、そ の存在意 義は大変重 要であると 認

関 する調査と 分析であ ります。このよ うな取り 組みに加え 、各高校で は、

ま す。 就職支 援員 の主 な職務 は、県内就職 を促進する ための生徒 の進路

識 して おり ます。 一方 、少子 化が進む中 、専門高校も 統合や再編 の対象

教員 、就 職支 援員 、職場 定着支援 員が卒業生 の就職先を 訪問し、就 職後

体 とも 協議し なが ら、 生徒の 学びの質と多 様性を確保 する方策の 一つと

とな って まい りま したが 、これま でも、学科 については 統合後も存 続さ

の状 況把 握に努 める ととも に、早期離 職者には、ハ ローワーク 等と連携

希望 に応 じた 求人の 開拓 、関係機 関との連携 による就職支 援、県内企 業

せ、 教育 課程や 専門 教科の 教員数を専 門高校と同様 とすること で専門性

しな がら再就職 の支援を行 っておりま す。

して、 複数校勤務 の可能性を 検討してまい ります。

を 維持 してま いり まし た。また 、金足農業 高校、大曲 農業高校、 秋田工
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今後 も、こ のよ うな 取り組み のさらなる 充実を図る とともに、離 職者
や Ａタ ーンを 希望 する 卒業生に とって、母 校が気軽に 相談できる 場の一

●警察 本部 長（森 末治 君）

御質問のあ りました 、空き家の県公 舎などへ

の 活用について お答えいた します。

次 に、小・中 学校の環境 整備につい てお答え いたします。

九 月以 降、警 察学 校を 卒業し配 置される警察 官の入居予 定者数及び 改修

日 現在 、八 百七 十七 戸に対し 、利用率が 七二・六％ となってお ります。

はじ めに 、警察 官官 舎の利 用状況につ いてでありま すが、今年 九月一

は じめ に、県 内小 ・中学 校のエアコ ンの整備計画 と進捗状況 について

中の ため 未入居 とな ってい る戸数を算 入しても 、既存の警 察官官舎によ

つとな るような環 境づくりに一 層努めてま いります。

であ りま すが、 本県 の冷房 設備の設置 状況は、 全国的に見 ても低い水準

次に 、空 き家 の警察 官官舎 としての活 用の可能性 についてで あります

り 利用需要は おおむね満た されている ものと考 えておりま す。

まっ てい るこ とは十 分認 識してい るところで す。本県で も、複数の自 治

が、 空き家 を官 舎と して使 用するために は、取得費 用等の新た な経費が

にあります。しかしながら、近年の猛暑により、その設置の要望が高
体が 冷房設 備の 設置 を検討 しているよう であります が、一方で 、段階的

発 生す るなど の財 政負 担に加え 、空き家を 選定する際 の公平性の確 保や

識 して おり ます。 しか しなが ら、警察官 は管轄区域内 への居住が 義務づ

に 進め ると不 公平 感が 生じ、一 斉に整備す るには財政 的に厳しいた め、
こ のよ うに 冷房設 備の 設置はな かなか進ま ない状況にあ りますが、 そ

けら れて おり 、現 に一 軒家を借り ている職員 もおります ので、市町 村な

住民 理解 などの 課題 もあ ることから、 現時点で の活用は難 しいものと 認

の必 要性 は各 自治 体で も認識して いることか ら、少しで も計画的に 整備

どか らリ フォー ム済 みの空 き家を借家 物件として御 紹介いただ ければ、

容易に 踏み切れない とする自治 体もござい ます。

して いく ことが でき るよう 、必要な財 源の確保等に ついて、様 々な機会

そ うし た情報 を職 員に 伝えるこ とにより、 空き家活用 の一助とな るもの
と考え ております 。

を捉 えて国に対 し要望して まいります 。
次に 、ラ ンドセ ルな どの重 さ対策につ いてでありま すが、これ まで各

策 を十 分に念 頭に 置き 、市町村 などが発信す る情報を踏 まえて、県 警察

い ずれ にい たし まして も、空き 家の有効活 用について は、県の関 連施

学習 上の必要性 、通学上の負 担等を考慮 しながら指 導してまい りました。

として求 められる課 題には県と 連携を図りな がら取り組 んでまいり ます。

学 校に おい ては 、自宅 に持ち 帰らせる教 科書等につ いて、発達 の段階や
先日 の文 部科学 省か らの連 絡を受け、 県教育委 員会では、 県内の各学校

御 答弁ありがと うございま した。今、 警察本

部長 にお 答え してい ただ きました ので、官舎 と公舎の件で すが、市町 村

● 十七 番（平 山晴 彦議 員）

めた とこ ろで ありま す。 その中で は、学校に 置いたままに してもよい 教

がいろ んな 空き 家を 提供し ていただいた り協力して いただけれ ば、少し

に 、児 童生徒 の持 ち物 につい て、必要に応 じて適切な 配慮をする よう求
材や学 習用 具等 のリ ストを 作成し、子供 たちや保護 者に周知す ることな

まし い事 件・事 故が あっ たわけですが 、だんだ ん交番が少 なくなって い

検 討し てもい いよ とい う御答弁 だったと思 います。今回 、仙台で大 変痛

今後 も、教 科書 以外 の教材 等の重さや量 についての 検討も含め 、市町

き 、や はり 警察官 の皆 さんが 出動する場 合、同じ場所 におった方 が出動

どの 具体的な例 も示してお ります。
村 教育 委員 会や各 学校 が児童 生徒の負担 軽減に配慮す るよう働き かけて

しや すい とは 思う んです 。昔は各 々、田舎の 方に交番が あったわけ です

き な町 村を守 った り地 域を守っ てきたと思 います。だ んだん警察 署の統

ね。 そこ から警 察官 の皆さ んが、その 地域を守って 、また全体 でその大

まいり ます。
以上でござ います。
【警察 本部長（ 森末治君） 登壇】
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ま って そこ から 出動 するのも 一つですけ れども、例 えば奥地に その警察

いう思いで質問させていただきました。そして、出動する場合、まと

あ る意 味、警 察官 の方 々が地域 にできるだ けいらっし ゃるだけで も、と

全 部か かり、 約二 十億 円前後と いうことです 。それから 、もしそう なっ

ら です 。概 算で 駅構 舎、駅の 構内、全部 線路の高さ 調整、ホー ム、駅舎

体も 直す となる と、 あれ はＪＲの 負担ではござ いませんの で、全てこ ち

非 常に 線路が たく さん あり、線 路の高さが 違いますの で、駅のホ ーム全

いず れあそこを 平面交差 だとすると、技 術的に、

官 がお 住まい にな って 、何か連 絡を、今は携 帯とかいろ んな方法で 連絡

たと して も、入 れか えのと きに、線路 がたくさ んございま すので、線路

●知事 （佐 竹敬久 君）

が取 れる わけで すか ら、そ ういう方々 が外から 出動してく るということ

が 二本 ぐらい だと いい んです が、数本あり ますので、 かなり広範 囲での

合と いっ た、そ うい う動き に時代が変 わってき まして、ですか ら私は、

も 私は 一つだ と思 いま す。そ ういうことに ついて、ぜ ひもう少し こう一

入れか えとなりま す。そうい うことで、な かなか平面 というのは 難しい。

今度 は立体 交差 だと すると 、周辺の市町 村の意向に よっては、 片方の八

歩二歩 突っ込んだ 形の中で御 答弁いただけ ますか。
【警察本部 長（森末治君 ）】

の警 察官 が集ま った 上で 対応を要 すべきものも ございます が、その一 方

用 に際 しまし ては 、当 然、事件 ・事故のそ の性質に応 じて、一定 の人数

ると ころ でござ いま す。具 体的な事件 ・事故に際し ての警察官 のその運

が必 要な 場合 には 速や かに警察官 が現場対応 に当たれる ように努め てい

警 察官 は管 内区域 への 居住を 原則として 義務づけてお り、警察で の対応

務時間 のほか、夜間 、休日等に おきまして 、事件・事 故の発生に備 えて、

で すか ら、 そこ ら辺も もう少 しシミュレ ーションし て、市町村 とも協議

うふう に少しゆっ くりやっても できる可能 性はないわ けではない のです。

こ っち の方が 現実 的で あるなら ば、少しく らい直線に なっても、 こうい

が あ り ま す の で 、 た だ 、 二 十 億 と か 何 十 億 出 す か ら と い っ た 場 合 に、

ので す。 そう すれ ば、 まっすぐ行 かなくても 、少し大き くふると、 人家

合 によ って は、線 路が 、もう 少し少ない ところにいく と平面交差 が楽な

がれ るの で、五 城目 と八 郎潟の方の意 向がなか なか合わな いのです。 場

郎 潟の 方は全 部高 架に なり、そ うすると、 そこのまち の通りが全て ふさ

で 、で きる だけ 早く、 たとえ 少人数であ っても現場 に駆けつけ て初動措

し なが ら可能 性を 探っ ていき、 そうすれば、 ＪＲへの負 担はほとん どな

私ど もでは、ま ず警察にお いては、通常 の勤

置 をと るとい うこ とが 求められ る事案もあり ますので、 今後、この 警察

いと いう 状況に なり ますの で、その辺 について 今、そう説 明したわけで

●警 察本 部長 （森末 治君 ）

官が 様々 な地域 に居 住して おりますが 、県内で 発生する事 件・事故に際

す。

ありが とうござい ます。まっす ぐ行くと当 然

ま 知事 がおっ しゃ った ように、 あの線路に は引き込み 線など、複 数の線

させ てい ただい て、 踏切の 段差の解消 は済みました 。ですから 、ただい

それ から 、実 は井 川の踏切 も段差があ ったのです が、一晩汽 車をとめ

す。

いの かな という のも 、地 元でもいろい ろ話が出 てきている 部分であり ま

す から 、少し 膨ら まし てですね 、まあ能代 側を少し膨ら ましていく とい

ポイン トも あり ます し、そ れからまた駅 舎にかかる こともあり ます。で

●十 七番 （平山 晴彦 議員 ）

し て、 適切な 対応 がと られる ように、その 居住のあり 方について も様々
知事に、秋田 八郎潟線、 道村大川線 について

な観点 から検討し てまいりた いと思います 。
●十七 番（ 平山晴 彦議 員）
伺い ます。
昨年 からい ろい ろな 答弁も 伺って、今日 質問をいた しました。 知事に
は 、 そ の 思 い は 十 分 知 っ た 上 で の 御 答 弁 だ と 思 い ま す 。 答 弁 の 中 に、
「県 が主 体と なっ て」と 、それか ら「幅広に 検討」して いきたいと いう
ことです が、具体的 にはその辺は どのような 感じなので しょうか。
【知事 （佐竹敬 久君）】
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で ご答 弁して いた だい たわけで すから、も う少し加速 して、例え ば調査

路が あり ますの で、 高さが ばらばらで す。その 辺も含めて、知 事がここ
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●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

今のとこ ろ調査費まで いかなくて も、例えば ふる
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す。

休憩 前に引き続き 会議を開き ます。

大とり の十二番目 を務めさせて いただきま す、鳳

経過 して おり ます。 この 間、計画 にのっとり 、高校の統廃 合は進み、 新

計 画」 の素案 が平 成二 十六年六 月に示され ました。以 来、四年の 月日が

先々 の本 県教育 界の あり方 を見据え、 「第七次 秋田県高等学校 総合整備

少 子化に 伴い 、将 来的に 生徒数の減少 が確実視さ れることな どから、

は じめに、高 等学校再編 についてお 尋ねします。

まず、 教育に関する 諸問題につ いてお伺い いたします 。

告に 従いまして 、落胆せず に質問を進 めさせていた だきます。

の皆 さんと 質問 要旨 、そし て質問内容 が非常にかぶ っておりま すが、通

会派 の石 川徹 です 。大と りのさが ですけれど も、さきに 登壇された議 員

● 四番 （石 川徹議 員）

【四番（石 川徹議員） 登壇】（拍 手）

日程第 一、 一般 質問 を継続いた します。四 番石川議員 の発言を許 しま

●議長（ 鶴田有司議 員）

聡

費を盛 るとか、一 歩二歩前に行 くような形 で考えては いただけま せんか。
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場合に可 能性として 、どういう 位置がいい のか、路線の 送り方も含 めて、
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【 知事（佐竹 敬久君）】

も う少 し具体 的に 関係 町村と 協議して、そ の結果、あ る程度合意 ができ
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休憩前に同 じ

るこ とはで きる と思 います 。そういうこ とで、まず 前段の方で 、そうい
十七番 平山議員の 質問は終わ りました。

うふ る方法等に ついて、も う少し協議を したいとい うことでご ざいます 。
●議長（ 鶴田有司議員 ）
暫 時休憩いた します。再 開は十一時二 十五分とい たします。
午前十一 時五分休憩
午前十 一時二十五 分再開
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たな る境 地で勉 学や 部活動 に励む子供 たちのり りしい姿にたく ましさを

う した方向性が 続くのでし ょうか。御 見解をお 示しください。

に新 設校 を設置 する ケース が顕著であ りました が、基本的には 今後もこ

ソ フト 面に つい て質 問してま いりました 。そこで、 これまで再 編計画を

ここ まで 、総体 的に ではあ りましたが 、再編計画に 関し、ハー ド面と

覚 える ととも に、 再編 計画が順 調に推移し ていると感 じられると ころで
すが 、計 画の実 施か らこ れまでを 振り返り、様 々な検証を しているか と
察 しますので 、これら について、 縷々、教育 長にお尋ねい たします。

進 めて きた中 で、 新校 舎建設地 を選定するに 最も重要視 する要件と は何

次 に、 鹿角小 坂地 域に おける高 校の再編整備 についてお 伺いします 。

はじ めに、統廃 合の工程や学 校新設後の 課題等につ いてお伺い します。
校 舎建 設、そ して 開学 という 行程を経るわ けですが、 おおむねこ れらに

鹿角 小坂 地域 では、 花輪高 校、十和田 高校、小坂 高校の鹿角 三高校の

であった でしょうか 。あわせて お知らせく ださい。

要す る期 間は どの程 度で しょうか 。また、そ れぞれの交 渉段階で困難 が

再編 統廃合 につ いて 、地域 住民がその行 く末を注目 しています 。現状で

高校 の統廃 合に 当た っては、 用地選定、 用地決定、 用地取得、 造成、

生じ たケー スが あら ばお示 しいただき、 どのような 対応をされ てきたか

すい 場所 をとい うこ とで協 議が進めら れてきました 。おおむね 意見が集

は 、鹿 角小坂 地域 のみ ならず、 大館地区や 、岩手県境 と接すること から

次に、学科 の新設に ついてお尋ねい たします 。

約 され た報告 書が 県教 育委員会 に提出され ましたが、 この最終報 告にお

も 、あ わせて お聞 かせ ください 。さらに、 平成の大合 併と言われた 市町

新 設校 は、農 林水 産業 、商業、工業 などの専 門学科から なる高校と 、

いて 、Ｊ Ｒ鹿角 花輪 駅か ら遠く、 高台にある現 在の花輪高 校を選定す べ

岩手 県八 幡平市 から の生 徒も通学され ています 。この地域 では、鹿角 三

普通 科か らなる 高校 との 統合によ り誕生するパ ターンも多 く、それぞ れ

き とい う意 見も 盛り込 まれた と報じられ ております 。しかし、 現在の花

村合 併を はじめ 、合 併や 統合には種々 課題が浮 き彫りにな る傾向にあ り

の 分野 が反 映さ れてい るケー スが認めら れます。高 校進学に当 たり、希

輪 高校 は、大 館地 区な どはもと より、小坂地 区など遠方 から通学す る生

高 校の 学校 関係者 や同 窓会の 方々らで、 統廃合や新設 校のあるべ き姿を

望 する 分野の 幅が 広が ることは 、将来的に、 生徒が進路 や職業を選 択す

徒に とっ て、最 寄り の公共 交通機関か ら遠いた め、通学に 支障が生じる

ま すが 、高 校統合 にお いて、 新設校誕生 後、課題点は あったのか 、検証

る上で大 きなアドバ ンテージと なると思われ ます。そこ で、本県の 特性、

の では ないか とい う声 も聞か れます。小坂 町議会でも 、新設校の 設置場

検討 する 協議 会が 設け られ、何よ りも生徒た ちが学びや すく、通学 しや

特 色を 生かし 、例 えば 観光に 特化した学科 、スポーツ に特化した 学科、

所に つい て高 い関心 が寄 せられて おり、決定 内容によって は、理想的 な

されて いるならば 、その内容 と対応につ いてもお示 しください。

資源 エネ ルギ ー開発 に特 化した学 科など、秋 田の現有する 魅力を訴え る

こ うし た状況 を踏 まえ 、現時点 における鹿 角小坂地域の 新設校の候 補地

高校設置を要 望する署 名運動も辞 さないとい う意見が出 されておりま す。

さ て、 高校再 編に かかわ る総合整備 計画につ いて伺ってまい りました

と花 輪高 校案に つい ての 見解のほか、 新設校の 用地決定と 発表、開学 予

学科を 新設 する お考 えはな いでしようか 。教育長の 御所見を伺 います。
が、 県人 口が百 万人 を切 り、さらなる 人口減少 が見込まれ ております 。

定 のタイムス ケジュー ルについて、教 育長にお 伺いします 。

次に、 通学路の確 保に向けた ＪＲ十和田 南駅の整備に ついて伺い ます。

こ うし た状 況を踏 まえ 、今後 、次なる高 校統廃合の計 画を想定し ていま
すで しょ うか 。想 定して いるので あれば、具 体的なエリ アを含めて お示

通学 路に関 して は、 施設の外 壁の崩落、 交通安全対策 、不審者の 発生

等 々、 子供た ちを 取り 巻く問題 が山積して います。一 つの例を挙 げ、当

しくださ い。
ま た、 これま での 新設統 合校は、統 合前の既 存校舎敷地 やグラウン ド
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ま でも ありま せん 。民 間企業 の方も、長年 、出入りす る大型トラ ックの

する とも 言われ 、誰 もが近 い、早い、 というル ートを選び たいのは言う

の 所有 地を通 って 駅舎 を利用し ています。朝 の十分は夜 の一時間に 匹敵

上 にも わた り、 石灰 を扱う民 間企業の所 有地と鹿角 市の所有地 及びＪＲ

して おり ました が、 十和 田南駅を 利用する学生 や地域住民 は、半世紀 以

私 も高 校生の 時分 、Ｊ Ｒ花輪線の十 和田南駅 、東大館駅 間を列車通 学

いの だろ う」 という もの でありま した。ラン ニングコス トを考えるの も

強 する 児童生 徒た ちの 声は、 「空調設備が あるのに、 なぜ冷房を 使わな

られ る教 諭、事 務局 職員の 方々、そし て四十人 前後がひし めく教室で勉

握 する べく、 ある 学校 に伺いま した。うだる ような暑さ の中、教鞭 を取

を 奪わ れた 方も いら っしゃい ました。そ こで私は、 教育現場の 現状を把

送さ れた 人は、 昨年 同期 の二倍近 い五百四十二 人で、中に はとうとい 命

が 続出 し、七 月一 日か ら八月二 十六日の間 、熱中症と 見られる症 状で搬

三十 八・ 六度を 記録 しまし た。こうし た猛暑の 影響により体調 を崩す方

運転手 に対し、事 故には十分 配慮するよう 注意を促し てくださっ ており、

わか らない わけ では ありま せんが、最優 先されるべ きは、職員 や児童生

局の考え をお尋ねい たします。

頭が 下がる 思い です 。十数 年前、駅の東 側に国道二 八二号錦木 バイパス

徒 の健 康問題 で、 仕事 や学業の 能率を考え ても、不快 な環境は改善 され

そ こで 教育 長にお 伺い します。 まずはこの 夏、熱中症が 原因と思わ れ

が 開通 し、交 通の 流れ が変わり ました。し かし、駅舎 には依然とし て西
余 儀な くさ れてい ます 。十和 田高校では 、全校生徒二 百十五人の 一五％

る症 状で 、職 務中 や授 業中、また は部活動中 に病院に搬 送された職 員、

るべき だと思われま す。

に当 たる 生徒 が列 車通 学のため、 この民間企 業の敷地を 通る通学路 を利

児童生徒 の状況につ いてお示しく ださい。

口側 の出 口しか なく 、通 勤通学で駅を 利用され る方々は大 幅な遠回り を

用してい るのが現状 です。
改札 を整 備でき ない もの でしょう か。一般的に 、ＪＲの駅 舎整備には 、

ま すが 、ど うい った基 準で冷 房を使用す るか否かの 判断をされ るのか、

気温 、室 温、湿 度な ど、不 快感を覚え る値には個人 差があると 思われ

次に 、冷房を使 用する基準 についてお 伺いします 。

地 元自 治体 の強 い意向 や整備 後に利用者 の増加を見 込めること などが必

お示 しください 。

そ こで 、ＪＲ 十和 田南 駅において、 東口側に も乗り降り できるよう な

要 であ ると思 いま すが 、学生や 地域住民の利 便性向上と いった長年 の念

し ょう か、副 校長 でし ょうか 、はたまた事 務長でしょ うか。民間 企業な

また 、スイ ッチ を入 れる権限 はどなたに あるのでし ょうか。学 校長で

参 考ま でに、 高架 橋を 設置した り、トンネル を割り堀し たりする必 要

どで は、 職場 の人間 関係 までに発 展しかねな い問題となっ ている事例 も

願をかな えるために も整備を推 進できないか 、知事の御 所見を伺い ます。
はな く、 特徴 的なホ ーム の形状を 生かし、現 存の西口側に 設置されて い

あります。

昨 年、 文部科 学省 が発表 した幼稚園 、小学校 、中学校、高等 学校、特

る遮断 機を 東口 側に も設置 することで、 東口側から の乗り降り が可能と
な ると 思われ ます が、 地域を取 り巻く長年 の現状に鑑み 、知事の御 所見

今年 の県 内は 、平 均気温、 最高気温と も観測史上 最高を記録 する地点

次 に、教育現 場における 熱中症対策に ついてお伺 いします。

は東 京都 で九九 ・九 ％であ りました。 教育現場から は、「窓を 開けて扇

あり まし た。 参考 までに 、四十七 位は北海道 、四十六位 は岩手県、 一位

本 県の 整備 率は、 全国 四十七 都道府県中 四十五位、率 にして一・ 八％で

別支 援学 校の公 立学 校空 調、すなわち 冷房設備 設置状況調 査によると 、

が相 次ぎ ました 。報 道によ ると、七月 の平均気温が 平年を三度 も上回っ

風 機を 活用し てい るが 、風雨の 日など耐え がたいとき もある」、 「多額

をお伺い いたします 。

た 地域 もあり 、秋 田で 最も暑い 夏となった 横手市では 、八月二十 三日に
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な予 算が 必要な こと は理解 するが、冷 房までと はいかなくとも 、せめて

た のか、教育長 にお伺いし ます。

必要 と思 われま すが 、直近 の災害対策 のマニュ アルの策定はい つであっ

本県 にお いては 、昨 今、豪 雨や暴風に よる災害が多 く発生して おり、

送 風機 のよう なも のが あれば」 と対策を切 望する声が 寄せられて おりま
す。 教育 現場に おけ る暑 さ対策を 講ずる必要性 についても 、あわせて 教

思議に思ったようです。秋田に住んでいて疑問に思ったことはありま

ラン ドセ ルを 背にし た子 供たちが 、首から水 筒をぶら下 げている姿を 不

遠 足に 行って るの です か」と 、登下校する 児童を見て そう話しま した。

少し 前の話 です が、 東京から 秋田を訪れ た知人が、 「秋田の子 は毎日

続い て、水分補 給対策につい て伺います 。

ま した 。こう した 事例 を教訓に 、広域的な 気象情報の 掌握をはじめ 、大

子供 の居住 地は 避難 命令レ ベルの気象状 況であった というケー スがあり

るエ リア は災 害の可 能性 の低い気 象状況であ ったものの 、通学してい る

場 合の マニュ アル など は整備 されているの でしょうか 。今年、校 舎のあ

なら ない 場合な どを 想定し た学校待機 のマニュ アル、帰宅 困難になった

自 家用 車等で 迎え にく ることが できず、公共 交通機関で 帰宅しなけ れば

列 車や バス の不 通や 運休が頻 発しており ます。災害 時、家族が 学校まで

せ んで したが 、子 供た ちは夏場 の水分補給 対策として 、自宅を出る とき

規模 災害 等想定 外の 事案 をも踏まえた マニュア ルの策定や 見直しが必 須

育 長の見解を お示しく ださい。

に水 筒に 水を詰 めて 、飲 み物を持参し て登校し ています。 学校への聞 き

と 思いますが 、教育長 の見解をお示し ください 。

次に 、教 育関 連と して、 年明けに秋田 県を開催地 として行わ れる全国

取 りで は、 強制で はな いが、 こまめに水 分を補給しま しょうと呼 びかけ
てい るそ うで 、保 護者 に聞くと、 体調を考え て持たせて いるが、出 勤前

しょ うか 。自然 のす ばらし さを売り物 の一つと する本県に おいて、子供

を目にしますが、教育施設への冷水器等の設置を進める考えはないで

目 立ち 、夏 場に は、設 置され ている紙コ ップで水分 補給する利 用者の姿

くあ りま した。 公共 施設 では、昨 今、給水器が 設置されて いるケース も

や 、購 入した ペッ トボ トルのお 茶を水筒に 詰め替えて いるという 声が多

な んとももの 寂しい雰囲気 であるとい うことで あります。 表彰状を渡し 、

いた こと があり ます 。それ は、日本一 になった 覇者を称え る閉会式が、

輪 スキ ー場が 舞台 です 。このイ ンターハイに ついて、か ねてから感 じて

ペ ン、 クロ スカ ントリ ー、ジ ャンプなど 全ての競技 が行える鹿 角市の花

ては最大級となるもので、今年度のスキー大会は、一つの会場でアル

イ ンタ ーハイ は、 全国 からの参加校 が二百を 超え、高校 生の大会と し

高等学校 スキー大会 、インターハ イの閉会式 についてお 尋ねします 。

た ちが おいし い水 と空 気を満 喫する醍醐味 は、高質な 田舎そのも のでは

「はい 、お疲れ様 です」は、 何とかならぬ ものでしょ うか。

の朝 食準 備時に 毎日 お茶を 煮出しした りするのが結 構な作業だ という声

ないか と思います 。教育長の 御所見をお伺 いします。
今年は、中国地方における大雨をはじめ、台風などの影響による水

勝利 校の 校歌を 斉唱 する 高校野球に倣 い、スキ ーの場合も 、せめて日 本

賀 パレ ード、 優勝 報告 会が盛大 に催されま した。その際 、一試合ご とに

今年は 本県 の花 輪高 校が女子 総合優勝を果 たし、日本 一を記念し た祝

害・ 風害 が各地 で発 生し たことに加え 、今月六 日には「平 成三十年北 海

一 の学 校の 校歌を 閉会 式で流 してもいい のではないか と提案させ ていた

次に、教育現 場における 災害対応に ついてお 尋ねします 。

道 胆振 東部 地震」 が発 生し、 全国的に想 定外の大規模 災害が頻発 してお

ここ で金足 農業 の話 をさせて いただきま す。今や説明 も不要かと 思い

だきま した。

マニ ュア ルが十 分な のか心 配になるの は、私だけで はないはず です。こ

ま すが 、日本 列島 を駆 け巡り、 いまだ熱の 冷めやらな い金農ブー ムを巻

りま す。 こう した 状況を 鑑みると 、学校現場 における既 存の災害対 応の
れ まで の想定 を越 えた 災害への 対応に向け 、マニュア ルの見直し などが
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いで す。 過去に は例 があり ませんでし たが、全 国高等学校 スキー大会の

標 榜す る秋田 が、 今こ の機運に 乗っからずし てどうする のかといっ た思

ら 校歌 を歌 うそ の姿 は、「全 力校歌」と 称されまし た。スポー ツ王国を

ぬ球 場の バック スク リー ンに向か い、まさに威 風堂々と体 を反らせな が

が あっ たかと 思い ます 。母校を 尊敬し、自 愛する部員 が、熱気冷 めやら

き起 こし た要因 の一 つに、 五度甲子園 に流れた 校歌を歌う部員 たちの姿

り 止め の砂が 配置 され るなど 、通行に困難 を極めます 。これらの 状況に

萩平 越え ルート は、 大型車 両の交互通 行も容易 ではなく、 冬期間には滑

に 旧鹿 角街道 と呼 ばれ た鹿角市 十和田大湯地 区から田子 町夏坂まで の白

の 国道 一〇 四号 は、 急勾配や 峠筋のカー ブが連続す る難所が点 在し、特

町を 経由 して八 戸市 に至 るという 、国道一〇四 号を通るル ートです。 こ

館 市か ら国道 一〇 三号 を経て、 鹿角市から 青森県田子 町、三戸町 、南部

クシ ョン で東北 道と 接続し ていますが 、太平洋 側に抜けるルー トは、大

東北 横断道 路整 備促 進期成 同盟会」が発 足し、広域 化する隣接 市町村と

閉 会式で男女 それぞれの優 勝校の校歌 を斉唱す る企画を御 提案しますが 、
参考 までに 、参 加二 百校以上 の校歌を準備 するのには 無理がある とい

の 連携 や、交 流・ 物流 のネット ワーク確保 のため、二 十年にわたり 、毎

鑑み 、平 成十 一年に 、沿 線や近隣 市町村で構 成する「八 戸・能代間、 北

う 声を 聞くに 及び まし たが、出 場校に自ら の校歌のＣ Ｄなどを持参 して

年、 これ らの地 域に おけ る道路整備に ついて、 国への要望 活動等を展 開

教育長 の御所見を お伺いしま す。

いた だけ れば、 開催 者の 負担は少ない と思いま す。大会の 大成功を、 こ

し てき まし た。し かし ながら 、整備は思 うようには進 んでいない のが現

状で あり ます 。東 日本 大震災のと きには、鹿 角エリアは 本県で唯一 、東

こ に御祈念申 し上げる ものであります 。
次に 、日 本海 と太 平洋を 結ぶ横軸道路 関連につい て、知事に お尋ねし

備に は一 定のめ どが つい たことを 踏まえ、北東 北地方にお いて、日本 海

知 事は 、三選 を果 たさ れた先の選挙 において 、県内の高 速交通体系 整

続 きま した 。と りわけ 緊急を 要した問題 が、内陸か ら沿岸部へ の支援物

から 実に 十一日 もの 間、 緊急車両 等以外は通行 ができない という状況 が

チ ェン ジを有 する とい う交通の 要衝である のにもかか わらず、震 災発生

北自動車道が通過し、鹿角八幡平、十和田、小坂の三つのインター

側 と太 平洋 側を 結ぶ主 要な道 路である国 道一〇四号 を含む、一 般国道な

資 の搬 送困難 、八 戸方 面から運 ばれるガソリ ンの供給不 足、さらに は、

ます。

ど 幹線 道路網 の整 備を 重点政策 として掲げら れました。 日本海沿岸 東北

畜産 業を 営む方 々に 、豚や 牛などに与 える飼料 が届かない といった事態

先ほど 教育 現場 にお ける災害 対応の項目で 申し上げた とおり、昨 今、

自動車道に関しては、鷹巣インターチェンジ、大館能代空港インター

観光施 設等 の利 用者 数は大 幅な増加傾向 にあり、交 通体系の整 備と地域

全 国で 過去に 経験 のな いと言わ れるほどの 災害が頻発し ております 。東

が 発生 したこ とで した 。この とき、難所と 言われなが らも内陸部 と沿岸

の 活性 化が、 まさ に結 びついた ものと感じ ております。 県北部の日 沿道

日本 大震 災時の 苦い 経験 と近年のこう した災害 発生状況を 踏まえ、今 後

チ ェン ジが次 々と 開通 したほ か、きみまち 阪には道の 駅「ふたつ い」が

は、 これ で二ツ 井白 神イ ンターチェン ジと大館 能代空港イ ンターチェ ン

は 、道 路整 備の位 置づ けとし て、あるい は要望活動に 当たり、「 災害時

部の動 脈道路とな ったのが、 国道一〇四号 でありまし た。

ジ 間の 延長 約十八 キロ の整備 を残すとこ ろとなりまし た。そこで 、この

の重 要路 線と なり 得る」 というこ とに、より 重きを置く べきと思い ます

グラ ンド オー プンい たし ました。 これにより 、高速道や幹 線道路沿い の

区間 の整 備に 向け た現時 点での事 業計画の進 捗率は、ど のような状 況で

が、いか がでしょう か。知事の御 見解をお伺 いします。

最 後に なりま すが 、国道 一〇四号の 短絡路線 の構想は、 二十年以上 も

しょ うか 。全線 開通 の予定 とあわせて お示しいただ きたいと思 います。
さ て、 大館能 代空 港イン ターチェン ジより東 の日沿道は 、小坂ジャ ン

- 142 -

前に、小規模ながらも鹿角地域の政財界のメンバーで組織した「経友
い ります。

案を 鹿角 市に伝 える ととも に、県とし ても適宜 必要なサポート をしてま

次に 、日 本海と 太平 洋を結 ぶ横軸道路 について、ま ず日本海沿 岸東北

会 」と いう会 合が 勉強 会の題材 として取り 上げたこと が、その機 運が高
まっ た発 端です 。当 初は 、「世紀 越えトンネル 整備構想」 と言われた 現

町 に抜 けるル ート の、 三つの ルートが構想 に上がりま した。本年 度、県

ト、 一つ は、大 湯環 状列石 から奥羽山 脈に向か い、二本柳 集落から田子

老 倉鉱 山跡を 経由 して 安久谷川 沿いを田子町 のみろくの 滝に抜ける ルー

ター チェ ンジ から大 館能 代空港イ ンターチェ ンジ間にお ける事業進捗 率

高速道路の整備促進に取り組んでおります。日沿道の二ツ井白神イン

骨格 を形 成する 道路 ネット ワークの整 備」を重 点施策に位 置づけ、県内

県 では 、「第 三期 ふるさ と秋田元気 創造プラン」 において、 「県土の

自 動車道の整 備の状況 でございま す。

が実 施し てい る調査 の具 体的内容 と、これら 三ルートが 整備計画の候 補

は、今年 三月末時点に おいて、国 施工の「二 ツ井今泉道 路」が約三六 ％、

行 国道 一〇 四号 にト ンネルを 整備するル ート、一つ に、栄華を 極めた不

路線 として 可能 性は あるの かということ をお伺いし 、私の質問 を終えた

向け、高 速道路の整 備促進につい て国に強く 働きかけて まいります 。

今後 とも 、県 施工 区間 の事業進捗 に努めると ともに、早 期の全線開 通に

進 めている段 階であり 、現時点で明確 にお示し することは できません が、

当該 区間 の全線 開通 の予 定については 、国施工 区間におい て用地取得 を

県 施工 の「鷹 巣西 道路 」につい ては約五三 ％となって おります。ま た、

県当局 の答弁を求 めます。

いと 思います。 御清聴まこ とにありがと うございま した。（拍 手）
●議長（ 鶴田有司議員 ）

石川徹 議員の一般 質問にお答 え申し上げま す。

【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】
●知事（ 佐竹敬久君 ）

まず 、教育 に関 する 諸問題に ついての中 で、通学路確 保に向けた ＪＲ

ろで あり ます 。ＪＲ に対 する要望 項目は多岐 にわたってお り、特に駅 舎

と め、 それぞ れの 要望 事項の 実現に向け、 ＪＲと協議 を行ってき たとこ

この ため 、県で は、 毎年、 市町村から ＪＲ東日 本に対する 要望を取りま

駅舎 等の利便性 の向上を図っ ていくこと が大切であ ると考えて おります。

通 手段 であ るこ とから 、利用 者ニーズに 対応した列 車ダイヤの 改善や、

ＪＲ 在来 線は、 通勤 や通学 をはじめと した県民生活 を支える重 要な交

される 県境 部の バイ パス整 備については 、現時点で 具体的なル ートは定

備を 進め てき たとこ ろで あります 。一方、物 流や交流人口 の拡大が期 待

れ まで も、局 部的 な道 路改良 や雪崩対策な ど、災害に 強い道路環 境の整

活動 に必 要な路 線と して「 第二次緊急 輸送道路 」に指定さ れており、こ

か ら、 重要な 路線 であ ると認識 しております 。このため 、災害時の 応急

光 や産 業の 振興 に加え 、災害 時における 代替機能を 確保するな どの観点

青森 県八 戸市か ら鹿 角市を 経由し、大 館市に至る国 道一〇四号 は、観

次に 、国道一〇 四号の整備 でございま す。

等の利 便性 の向 上や 周辺整 備について具 体化を図っ ていくため には、駅

め てお りませ んが 、山 岳部を通 過するため 多額の事業費 が見込まれ るこ

十和 田南駅の整 備でござい ます。

を 核と したま ちづ くり と密接に 関連するこ とから、まず は、地元市 町村

とや、現 状では交通 量が少ない といった課 題がありま す。しかしな がら、

えて おり 、こ れら を踏ま え、今年 度は、交通 需要を把握 するため、 周辺

が費 用負 担のあ り方 など を含めた計画 を策定し 、それをも とにＪＲと 協
御提 案の 十和 田南 駅周辺に おける安全 ・安心な通 学路の確保 について

道路 を含 めた利 用状 況につ いて、物流 事業者をはじ めとする関 係機関へ

国 土強 靭化 の視点 から 、この 部分の短絡 化については 将来的に必 要と考

も、 利用 者や周 辺住 民の意 向を十分に 踏まえながら 、第一義的 には鹿角

のヒ アリングを 行うことに いたしてお ります。

議 を重ねてい くことが 求められます。

市 当局 がその 必要 性を 判断する ことが肝要 であること から、議員 の御提
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以上でござ います。
石川議員から 御質問があ 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）

本県 の特 色を生 かし た教育 の充実に取 り組んで まいりたいと考 えており
ま す。

三点 目の 再編整 備の 進め方 と今後の見 通し等につい てでありま すが、

再編 整備 に要し た期 間は、 これまでの 例では、 高等学校総 合整備計画の

一 点目 の学校 統廃 合や新 設後の課題 等についてで ありますが 、統合等

ほ 地区 につき まし ては 、平成 三十三年度か ら始まる第 七次後期計 画を策

再編 整備 の構想 案を 示して いるところ でありま す。また、 由利本荘にか

い る鹿 角小坂 地区 に加 え、男鹿 地区、横手地 区につきま しても、統 合等

第 七次 秋田 県高 等学 校総合整 備計画では 、現在、具 体的な検討 を進めて

素 案発 表から 開校 まで 七年か ら十七年とな っており、 地域や学校 の事情

定する 中で検討し てまいりま す。

等 学校の再編 について お答えいた します。

によ って 大き く異な って おります 。統合に向 けた合意や 設置場所にか か
し た場 合もあ りま した が、地域 の方々と十 分に話し合 い、お互いに 知恵

を重ね てまいりまし た。今後も 同様に、幅 広い視点か ら多角的に検 討し、

財 政負 担や通 学の 利便 性、校舎 の状況など 、多様な観 点から個々に 検討

これまで、 統合校の設置 場所につい ては、地 域や各校の 実情を踏まえ 、

を出 し合 いなが ら事 業を 推進してまい りました 。統合校の 開校後は、 各

総 合的に判断 していく ことが重要であ ると考え ております 。

わる 調整等 に時 間が かかっ たことにより 、開校まで 比較的長い 期間を要

校 が特 色あ る取り 組み を実践 するととも に、学校規模 が大きくな ること

統合 校の 設置場 所に ついて は、統合に 関する協議会 の報告等を 踏まえ、

四点目 の鹿角小坂 地域におけ る再編整備 についてで ありますが、 現在、

当初 は指 導方針 を統 一する のが難しい などの課題も ありました が、学校

新 たな 場所へ の設 置や 統合対象 校の既存校 舎の活用な ど、幅広い 視点か

によ り、 活力 ある 教育 活動が展開 できるよう になりまし た。一方、 統合
全 体で 組織的 な取 り組 みを積み 重ねていく ことにより 、改善を図 ってま

ら検 討し ている とこ ろで あります 。この地区は 、二市町に またがる統 合

も のの 、将来 の高 校生 のため 、よりよい教 育環境を備 えた魅力あ る統合

現在 のとこ ろ、 開校 までのス ケジュール を示すまで には至って いない

にわ たっており 、慎重な検討 を要するも のと考えて おります。

で ある こと や、 通学の 利便性 、各校舎の 状況など考 慮すべき事 項が多岐

いりま した。
今 後、 新た な統 合校を 開校する に当たりま しては、こ れまでの取 り組
み を検 証しな がら 、新 しい学校 づくりに生か してまいり たいと考え てお
ります。
二 点目 の秋田 の特 色を 生かした 学科の新設に ついてであ りますが、 第

校の早 期開設に向 けて準備を 進めてまいり ます。

次に、教育現 場における 熱中症対策 について お答えいた します。

七次 秋田 県高 等学校 総合 整備計画 では、食料 ・森林・エネ ルギー等、 秋
田がも つ多 様な 資源 を生か し、産業振興 を一層図る 視点から、 六次産業

こ の夏 に熱中 症で 救急搬 送された児 童生徒及 び教職員の状況 でありま

球 技大会での 熱中症症 状によるもので 、大事に は至りませ んでした。

すが 、県 立高校 で生 徒二 名について報 告があり ました。い ずれも校内 の

化 の発 想や起 業家 精神 を育むた めの取り組 みを重視して おり、これ まで
も本県の 特性や特色 を生かした 教育の充実 を図ってま いりました。
社 会や 産業 の構造 が変 化する中 、新たな学 科を設置する 際には、卒 業

六校 であ り、そ の他 の学校 においては 扇風機等を活 用して対応 しており

県立 高校 にお いて 、普通教 室に冷房設 備を有して いるのは四 十六校中

望をもっ て、様々な 視点から慎重 に検討して いく必要が あります。 また、

ま す。 冷房設 備の 設置 につきま しては、多 額の費用が かかること から直

後の 進路 の見 通し や中学 生の志望 動向等を見 きわめなが ら、長期的 な展
学科 の設置が難 しい場合に は、コース の設置による 対応を検討 するなど 、

- 144 -

設 備改 修の際 に導 入を 検討して いくととも に、小・中 学校におい ても計

ちに 対応 するこ とは 大変難 しいところ でありま すが、今後の校 舎改築や

制 を一層強化す るよう努め てまいりま す。

らず 保護 者や地 域、 関係機 関等で共有 し、地域 全体で安全を確 保する体

衛 生基 準が今 年度 改正 され、適 切な教室の温 度が三十度 以下から二 十八

ま た、 冷房 を使 用す る統一的な 基準といた しましては 、国の学校 環境

ター ハイ 直後か ら国 体等の 大会を転戦 するため 、過去には 優勝校が閉会

優 勝校 の校歌 斉唱 につ いてであ りますが、ス キー競技に おいては、 イン

来 年二 月に 鹿角 市で 開催される スキーイン ターハイの 閉会式にお ける

最後に 、全国高等 学校スキー大 会の閉会式 について申 し上げます 。

度以 下に 引き下 げら れたと ころであり 、各学校 では、この 基準や生徒の

式 に出 席でき なか った ケース もありました 。今年度も 二日後には 北海道

画的に 整備できる よう、必要な 財源の確保 等を国に要 望してまい ります。

状 況、 校内の 学校 保健 委員会 及び衛生委員 会の意見な どを踏まえ 、管理

国体 が開 催さ れるこ とか ら、競技 終了後直ち に会場を離 れる学校が多 い

以上で ございます 。

い ものと考え ておりま す。

や各 都道 府県関 係機 関と の協議が必要 であり、 現状では残 念ながら難 し

イ ンタ ーハイ の閉 会式内 容の変更に ついては 、全国高等 学校体育連盟

ものと見 込まれます。

職で相 談しながら 冷房設備の 稼働を決めて いるものと 認識してお ります。
水筒 の持参 につ きま しては、 児童生徒の通 学時や授業 時の健康管 理を
考 慮し 、熱中 症対 策の 一つとし て各学校の 判断に基づ いて行ってお りま
す。
冷 水器 の設 置につ きま しては、 水質管理に 留意する必要 があること か
ら、 各学 校が 実情 に応 じた判断で 活用してい くものであ ります。現 在、

四番石川 議員の質問 は終わりま した。

次 に、 日程第 二、 秋田 県選挙管理委 員及び補 充員の選挙 を行います 。

県立高校 では十四校 が設置してお りますが、 そのような 学校におい ても、 ●議長（鶴 田有司議員 ）
自 動販 売機等 のペ ット ボトルの 飲料を利用 している生 徒が多いと 伺って

お諮 りし ます。 選挙 の方法 については 、地方自治法 第百十八条 第二項

御 異議ないも のと認め ます。本選 挙は、指名推

御異議ないも のと認め ます。指名 の方法は、 議

【秋田県選 挙管理委員 及び補充員候 補者名簿は 巻末に登載 】

長 が指名する ことに決 定されました。

●議長 （鶴 田有 司議 員）

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】

ることにいた したいと 思いますが 、御異議あ りませんか 。

さら に、 お諮 りしま す。指 名の方法に ついては、 議長において 指名す

薦 によること に決定されま した。

●議長 （鶴 田有 司議員 ）

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】

の 規定 によ り指 名推薦 により たいと思い ますが、御 異議ありま せんか。

おりま す。
県 教育 委員 会と いたし ましては 、各学校が 児童生徒の 健康等に配 慮し
た 学校 運営を 行う よう 働きかけ ていくととも に、より良 好な学びの 場の
整備に努 めてまいり ます。
次 に、 教育現 場に おけ る災害対 応についてで ありますが 、災害対応 の
マニ ュア ルに ついて は、 平成二十 一年に施行 された学校保 健安全法に 基
づき、 全て の学 校等 で危機 管理マニュア ルを作成し 、毎年見直 しを行っ
て おり ます。 県教 育委 員会では 、教職員を 対象とした研 修や学校訪 問を
通し て、 災害発 生時 にお ける児童生徒 の安否確 認や保護者 への引き渡 し
手 順な どを マニュ アル に盛り 込むよう指 導するととも に、校種や 学校の
立地条 件に応じた 安全管理体 制等につい ても確認して おります。
今後 も、甚 大な 被害 を及ぼし た豪雨や地 震災害を教訓 として、様 々な
状 況を 想定し たマ ニュ アルの見 直しを働き かけ、その 内容を学校 のみな
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●議長 （鶴 田有司 議員 ）

指 名いたしま す。お手 元に配付してあ ります候

補 者名 簿のと おり 、秋 田県選挙 管理委員に は、竹田勝 美氏、照内 喜久雄
氏、大 野佑司氏、 藤盛節子氏、 補充員には 、外山奈央 子氏、竹内 徳幸氏、
佐 々木則夫氏 、阿部公 子氏、以上 のとおり指 名いたします 。
お 諮り します が、 ただい まの被指名 人を当選人と 決定するこ とに御異
議ありま せんか。
御異議な いものと認 めます。被 指名人は、当 選

【 「異議なし 」と呼ぶ者あ り】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）
人と決定 されました。
さ らに 、お諮 りし ます。 補充員の順 位は、指 名の順序と 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。補 充員の順位 は、

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）
指名の順 序とするこ とに決定され ました。
以上 で本日の日 程は全部終 了しました 。
本日は 、これをも って散会いた します。
午後 零時十分散 会
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