平成三 十年 秋田 県議 会第 二回 定例 会会 議録

議事日程第 六号
平 成三十年十 月五日（金曜 日）

正する条 例案

秋 田県指定介 護予防サ ービス等の事業 の人員、

秋田県公 害審査会の 委員の任命 について
第一五、 議案第一七 八号

財産の出 資について

医療 法施行条例の 一部を改正 する条例案

第 六号
第一 三、議案第一 七六号

設備及 び運営並び に指定介護予 防サービス 等に

係 る介護予防 のための 効果的な支 援の方法に 関

する 基準を定め る条例の一部 を改正する 条例案

秋田県 介護医療院 の施設に関す る基準を定 める

一、議 案第一七一号
秋 田県収用委 員会の委員の 任命につい て

第一六、議 案第一八二号

第一四、議 案第一七七 号

第
二 、議案第一 七二号
工事請 負契約の締 結について

地 方独立行政法 人秋田県立 病院機構の 定款の変

午後一 時開議
第
三、 議案第一八八 号

第一七 、議案第一 八三号

条 例の一部を 改正する条例 案

第
平成三十年度秋田県一般会計補正予算（第三

第一 八、議案第 一八四号

平成 二十九年度 秋田県公営 企業会計未処 分利益

財産の取得に ついて

更につ いて

平成三十 年度秋田県 地域総合整 備資金特別 会計

第一九、 議案第一八 五号
第二〇 、議案第一 七九号

秋田県 建築基準法 関係手数料 徴収条例の 一部を

秋 田県建築基 準条例の 一部を改正する 条例案

剰余金の 処分につい て

構施設整備等貸付金特別会計補正予算（第一

第二一、 議案第一八 〇号
第二二 、議案第一 八六号

工事 委託変更契 約の締結に ついて

改 正する条例 案

予 算（第二号 ）

鳥海ダ ムの建設に関 する基本計 画に対する 意見
第二四、 議案第一八 九号

八号
九号

真に必 要な公共事 業の予算確 保を求める 意見

化を求 める意見書

水道事業の 基盤強化 に対する支 援の充実・ 強

求める請 願について

乳 がん診断の 項目を健康診 断に付加す ることを

交通 事故に係る和 解について

に ついて

第二三、議 案第一八七 号

市 町村への権限 移譲の推進 に関する条 例の一部

について

平成 二十九年度秋 田県公営企 業会計決算 の認定

平成三 十年度秋田 県国民健康保 険特別会計 補正

号）

平成三 十年度地方 独立行政法 人秋田県立 病院機

補 正予算（第一 号）

号）

四、議案第 一六七号

一号

九 、議案第一 七三号

八、 認定第

七、議 案第一七〇 号

六、 議案第一六 九号

五、議 案第一六八 号

第
第
第

第
第
第

第二七、意 見書案第

第二 六、意見書 案第

請願第 五〇号

第二五、請願審 査の件
あっせんの申 立てにつ いて

を改正 する条例案
第一 〇、議案第 一八一号

秋田 県社会福祉 会館条例の 一部を改正す る条例
秋 田県指定居 宅サービ ス等の事業の人 員、設備

案

第一一、 議案第一七 四号
第一二 、議案第一 七五号

及び運 営に関する 基準を定める 条例の一部 を改

書
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第二八、意 見書案第一 〇号
第二九、 議員派遣の 件
本日の 会議に付し た事件
議事日程に 同じ
午後一時 開議

学校施 設への冷房 等空調設備 の設置促進 に関
す る意見書

二十三番

二 十一番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

七

五

三

一
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番

番

番

原

北
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鈴
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三
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鈴
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原
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浦

藤

木

佐々木

吉

林

東海林

平

田

方

井

勝

幸

丈

博

晴

雄

茂

麻

健

雄

清

悦

寛

子

正

文

洋

彦

大

純

人

里

太

太

彦

司

三十三番

三十 一番

二 十九番

二十七番

二十 四番

二十二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

加

工

三

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

佐

杉

石

松

藤

藤

浦

口

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

隆

鉱

嘉

英

博

雄

英

雄

正

範

一

英

孝

治

浩

策

晃

正一郎

信

一

ひ とみ

武

明

俊比古

徹

千 鶴子

四十名

二十五番
石

谷

健 一郎

小

本日の出席 議員

二十 八番
土

藤

三 十五番

聡

喜

三 十 番

近

賢一郎

衛

三 十二番

藤

関

佐

大

三十四番

三十八番

正

敏

田

美 恵子

柴

田

三十七番

小

口

四 十 番

川

一

三十 九番

四十一番
四十三番

鶴

田

有

企 画 振 興 部 長

総 務部危 機管理 監 兼
(
広
報
監

観光文化スポーツ部理事

副

副

知

知

長

事

事

事

佐々木

湯

妹

)出

名

前

川

堀

佐

元

尾

口

越

川

原

井

竹

木

廣

一

啓

敬

洋

学

司

巌

明

晴

郎

浩

誠

一

久

北

林

康

一

司

知

総

務

部

地方自 治法第百二 十一条による 出席者

鈴

あきた未 来創造部長

坂

修

四十二番

観光文化スポーツ部長

保

橋

了

司

健 康 福 祉 部 長

高

藤

聡

名

生 活 環 境 部 長

齋

澤

一

農 林 水 産 部 長

水

本 日の欠席議員

産 業 労 働 部 長

川

部

弘

小

設

智

長

建
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●議長（鶴田有 司議員）

務

部

次

長

会計管理者（兼）
出
納
局
長
総
長

鎌
神

田
部

末

田

課

森

猿

政

長

財

部

田

本

米

察

教育委員会教育長
警
これより 本日の会議 を開きます。

報

告

（朗読省略 ）

雅
秀
和

人
行
三
進
治

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、十月四 日、次の議案 について予 算特別委員 長から審査 報告書が提出 さ

同

第一七八 号

第一七 六号

同

同

第一七〇号

第一 六八号

第一八一号

同

同

同

第一八二号

第一 七七号

第 一七五号

された。
一号

第 一八五号

認 定第

同

第一八 六号

議案 第一七九号

同

れた。
議案第一八 八号

福 祉環境委員 長

八号

九号

議案 第一八四号

同

第一 八七号

第 一八〇号

第一八 九号

水道 事業の基盤 強化に対する 支援の充実 ・強化

を求 める意見書

真に必 要な公共事 業の予算確 保を求める 意見書

学校 施設への冷 房等空調設 備の設置促 進に関す

る意 見書

同日、各 議員に配付 した。

一、九月 二十八日、 監査委員か ら例月出納 検査の結果に 関する報告 があり、

覧 」のとおり である。

一、議員の 派遣に関す る申出及び 依頼のあっ たものは、 別紙「議員派 遣一

意見書案第一 〇号

一、十月 五日、教育 公安委員長 から次の意見 書案が提出 された。

意 見書案第

一、十月五 日、建設委 員長から次 の意見書案が 提出された 。

意 見書案第

一、十月 五日、福祉 環境委員長か ら次の意見 書案が提出 された。

とお りである。

一、関係委 員会におけ る請願の審査 の結果は、 別紙「請願 審査結果表 」の

福祉環 境委員長

一、 十月四日、 次の委員 長から請願審査 報告書が 提出された 。

請願第 二一号

一、九 月二十日、 次の委員長 から請願取下 許可報告書 が提出され た。

同

一、 十月四日、 次の議案につ いて教育公 安委員長 から審査報 告書が提出さ

同

一、 十月四日、 次の議案 について建 設委員長か ら審査報告書 が提出され た。

(2)

(4) (2)

(2)

一、本 会期中にお ける審査継 続の申出が あった請願は 、次のとお りである 。
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(3) (1)

(3) (1)
(1)

(1)

れた 。
第一六九 号

議案第 一六七号

れた。
議 案第一七三号

同

第 一八三号

一、十月四 日、次の議案 等について 産業観光委 員長から審 査報告書が提 出

同

議案 第一七四号

れ た。

一、十月 四日、次の 議案について 福祉環境委 員長から審 査報告書が 提出さ

同

一、十 月四日、次の 議案につい て総務企画 委員長から 審査報告書が 提出さ

同

(4) (2)

(2)

(6) (4) (2)

(1)

(1)

(3) (1)

(1)

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

一

二

請 願第
請 願第

特別支援 学校での児童 生徒の障害 の多様性に 応じた

う求める 意見書の提出 について

国の教育予 算を増やし「 高校無償化 」を推進す るよ

啓発を求め る請願につい て

教 育現場にお いて、乳がん についての 知識の普及 ・

出 について

高校生 への給付制 奨学金の 確立を求める意 見書の提

て

秋田県高 等学校再編 整備計画の 見直しの検討 につい

書の提出 について

義務教育費 国庫負担制 度二分の一 復元を求める 意見

教育公安 委員会
二号
七号

請願第一一 号
請願第二 二号
請願 第二四号
請 願第二五号

最低限の ガイドライ ンを設ける ことを国に 求める意
見書の提出 について
【平成三 十年第二回 定例会（九月 議会）請願 審査

員

派

遣

一

覧（第一 号）

（ 委員会） 結果表は巻 末に登載】
議
海外事情 調査
ポー ランド共和 国、ルーマニ アにおける 行政事情の 調

派遣 期間

ポーラン ド共和国、 ルーマニ ア

平 成三十年十 一月十一日（ 日）～十一 月十七日（ 土）

派遣の目 的

派遣地

竹下博英議 員、東海林洋 議員

査のため

派 遣議員

派遣の目的

平 成三十年十 一月二十八 日（水）～十 二月二日（ 日）

アメリカ 合衆国におけ る行政事情 の調査のた め

海 外事情調査

派遣 期間

一

二

三

四

アメリカ 合衆国

派遣期間

派 遣の目的

秋田市

平成 三十年十月 二十五日（木 ）

第五十六回秋 田県老人ク ラブ大会に 出席のため

覧（第 二号）

派遣地

一

北 林康司議員 、鈴木洋一 議員、鶴田 有司議員、

派

原幸子議 員
員

遣

派 遣議員

議

派遣地

三 浦茂人議員 （福祉環境委 員長）

派遣地

派遣期間

派 遣の目的

北 林丈正議員 （総務企画 委員長）、

秋田市

平成 三十年十月 三十日（火 ）

第三十七回 秋田県私学振 興大会に出 席のため

まち

県民との 意見交換 会「あなた の街で県議会 」

県 民との意見交 換会「あな たの街で県 議会」に出 席の
派 遣期間

大館 市

平成三十年十 一月五日（ 月）

ため
派遣地

鈴木洋一議 員、川口一 議員、佐藤 賢一郎議員 、

派遣の目的

平 成三十年十 一月十三日 （火）

第十八回 都道府県議会 議員研究交 流大会に出 席のため

第 十八回都道 府県議会議 員研究交流 大会

石 川徹議員

佐藤信喜議 員、吉方清 彦議員、石 田寛議員、

近藤 健一郎議員 、北林丈正 議員、髙橋武 浩議員、

派遣議員

派遣 の目的

まち

菅原博文 議員（教育 公安委員長）

派遣 議員

第 三十七回秋田 県私学振興 大会

派遣 議員

第五 十六回秋田 県老人クラ ブ大会

(4) (3)
派遣 期間
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(4) (3) (2) (1)

(4) (3) (2) (1)

(1)

(4) (3) (2)

(2) (1)

(1)
(4) (3) (2)
(2) (1)

五

六

派遣地
加 藤鉱一議員 、近藤健一 郎議員、工 藤嘉範議員、

東京都

日 程第二、議案 第百七十二 号秋田県収 用委員会 の委員の任命に ついて、

日程第一、 議案第百 七十一号秋田県 公害審査 会の委員の 任命につい て、

派 遣議員

以上二 件を一括議 題といたしま す。

村恭子氏 、吹谷由美 子氏、三浦 清氏及び山 本尚子氏を任 命するため 、議

部千 鶴子氏、小 笠原真澄氏、 佐々木誠氏 、菅原勝康 氏、照井郁 人氏、野

議 案第百七十 一号は、秋 田県公害審 査会の委 員として安倍幸 治氏、阿

菅原博文 議員、髙橋 武浩議員、杉 本俊比古議 員、
佐 々木雄太議 員、渡部英 治議員、三 浦英一議員 、
薄井 司議員、沼 谷純議員

道路 の整備等に 関する国土 交通省等と の五県合同意 見交換会

案 第百七十二 号は、秋田県 収用委員会 の委員と して面山恭 子氏及び千田

派 遣期間

派遣の目 的
東 京都

平成三十年 十一月十九 日（月）

地方 議会活性化シン ポジウム 二〇一八に 出席のため

【賛成 者起立】
●議長（ 鶴田有司議 員）
一 号は同意さ れました 。

【 賛成者起立 】
●議長（ 鶴田有司議 員）
二号は同意さ れました 。

御異議ないも のと認め ます。

次に、 日程第三、 議案第百八 十八号工事請 負契

●教育 公安委員長 （菅原博文 議員）

た だいま議題と なりました 議案第百

【二十一番 （教育公安 委員長菅原博 文議員）登 壇】

教育公 安委員長の 報告を求め ます。

約 の締結につ いてを議 題といたします 。

●議長（鶴 田有司議員 ）

【四十 二番（鈴 木洋一議員 ）退席】

起立 者全員であり ます。よっ て、議案第 百七十

同意する ことに賛成 の方、御起 立願います。

次に 、議案第百 七十二号につ いて起立に より採決い たします。 本案は、

起立者 全員であり ます。よっ て、議案第 百七十

同意する ことに賛成 の方、御起立 願います。

まず、 議案第百七 十一号につ いて起立に より採決い たします。本 案は、

●議 長（鶴田有 司議員）

【「異議 なし」と呼ぶ 者あり】

省略 し、直ちに 採決するこ とに御異議あ りませんか 。

お諮りしま すが、上程議 案二件は、 いずれも 趣旨説明、 質疑、討論を

道路の整備等 に関する国 土交通省等 との五県合 同意見
平成三十年 十一月十四 日（水）

派 遣の目的

派遣期間
東 京都

幸紀氏 を任命する ため、議会 の同意を得よ うとするも のでありま す。

派遣 地

工藤嘉範 議員（日 本 海 沿 岸 東 北 自 動 車 道 建 設 促 進 青

交換会に 出席のため

派遣議員

森 ・秋田・山 形・新潟四 県議会協議会 及び東北中 央自
動車道建 設促進秋田 ・山形・ 福島三県議 会協議会の 常
任理事）、 渡部英治議 員（上記二協 議会の理事 ）

派遣 地

佐藤信喜 議員、鈴木 健太議員、石 川徹議員

地方議会活 性化シンポ ジウム二〇 一八

派遣議員

登載 省略

お 諮りします。 日程第一及 び日程第二 の議案二

例月出納 検査報告書
●議長 （鶴田有司 議員）

件は、い ずれも委員 会付託を省 略し、直ち に本会議に おいて審議す るこ
と に御異議あ りません か。
御異議な いものと認 め、そのよ うに決定い たし

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長（鶴 田有司議員 ）
ます 。
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(4) (3)
(1)
(4) (3) (2)
(4) (3) (2) (1)

八十八号 について、 教育公安委員 会における 審査の経過 と結果を報 告申

成 三十年度地方 独立行政法 人秋田県立 病院機構 施設整備等貸付 金特別会

県地域総 合整備資金 特別会計補正 予算（第一 号）、議案 第百六十九 号平

れにより 予算総額は 、五千九百 八十四億七 百四十一万円 となります 。

今回 の一般会計 補正予算は、 十三億九千 九百一万円 の増額であ り、こ

保 険特別会計 補正予算 （第二号） 、以上四件 であります。

計補正 予算（第一 号）及び議案 第百七十号 平成三十年 度秋田県国 民健康

し 上げます。
本委員 会に付託さ れました議案 第百八十八 号は、比内 支援学校校 舎棟
ほ か建築工事 について 、工事請負 契約を締結 しようとする ものであり ま
す。
審査に当た っては、 当局から説 明を聞き、 質疑、討論な く、採決の 結

次 に、地域総 合整備資金特 別会計の補 正予算は、 一億四百二 万円の増

額であ り、これに より予算総 額は、十一億 三千四百十 九万円とな ります。

果 、議案第百 八十八号は、 全会一致を もって原 案のとおり 可決すべきも
のと決 定した次第 であります 。

「Ｆ ＩＴに対応 したキラー コンテンツ 整備事業」な どについて 質疑があ

また、産業 観光分科 会では、「航空 機システ ム電動化研 究推進事業 」、

疑があ りました。

代 化資金利子 補給金に 係る債務負担行 為限度額 の変更」な どについて 質

また、農林 水産分科 会では、「 畜産競争力 強化対策事 業」、「農業 近

援事 業」などに ついて質疑 がありました 。

また、福祉環 境分科会で は、「地方 独立行政 法人秋田県 立病院機構支

いて質 疑がありま した。

ま ず、総務企 画分科会では 、「少子化 要因調査・ 分析事業」 などにつ

その主な内 容につい て申し上げ ます。

査に おいて、そ れぞれ質疑を 行いました 。

審 査に当たっ ては、まず 、当局から 説明を聞き、 各分科会及 び総括審

業等に ついて計上 されておりま す。

のほ か、県有施 設における コンクリー トブロッ ク塀の安全対策 、公共事

今回の補正 予算は、 第三期ふるさと 秋田元気 創造プラン に基づく事 業

あり、 これにより 予算総額は 、九百四十 億六千五百 万円となりま す。

次 に、国民健 康保険特別 会計の補正予 算は、四百 六十五万円 の増額で

額は、 七十億九千六 百五十二万 円となりま す。

の補 正予算は、 一億九千五 百五十万円の 増額であり 、これによ り予算総

次に、地方 独立行政法人 秋田県立病 院機構施 設整備等貸 付金特別会計

以 上で教育公安 委員長の報 告は終わり ました。

以上、報告 申し上げます 。
●議長 （鶴田有司 議員）
教育公 安委員長に対 する質疑を 行います。
質疑 はないもの と認めます 。

【 「なし」と 呼ぶ者あり 】
●議長（ 鶴田有司議 員）

討論の通告 がありま せんので、直ち に採決い たします。 本案は、原 案
のと おり可決す 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。議案 第百八十八 号

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議 長（鶴田有 司議員）
は、 原案のとお り可決されま した。
日 程第四、議 案第百六 十七号から 日程第二十四 、

【四十二番 （鈴木洋一 議員）復席 】
●議 長（鶴田有 司議員）

議案第 百八十九号 までの議案 二十件、認定 一件を一括 議題といた します。
関係委員長の 報告を求め ます。まず 、予算特 別委員長の 報告を求めま
す。
ただ いま議題 となりまし た案件につ い

【三十九番 （予算特別 委員長川口 一議員）登 壇】
●予 算特別委員 長（川口 一議員）

て、予 算特別委員 会における 審査の経過 と結果を報告 申し上げま す。
本委員会に おいて審 査した案件は、 議案第百 六十七号平 成三十年度 秋
田県 一般会計補 正予算（第 三号）、議 案第百六十八 号平成三十 年度秋田
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りました 。
ま た、建設分科 会では、「 木造住宅耐 震改修等事 業」、「あき た安全
安心住 まい推進事 業」などにつ いて質疑が ありました 。
ま た、教育公 安分科会で は、「維持 管理及び 指定工事事業」 、「世界
遺産 縄文ルネサ ンス事業」な どについて 質疑があり ました。
次に、総括 審査につ いてですが 、はじめに 「政策評価制 度の見直し 」
に ついてであ ります。

の調査期 間が来年三 月末までとな っているが 、調査結果 をどのよう に施

策 に反映させる つもりなの かとただし たのに対 し、この事業は 、少子化

対策に 関するアン ケートも含む 実施状況の 調査や、統 計数値との 相関関

係 の分析、数 値化が困 難な地域の 慣習や宗教 等の要因によ る分析を国 立

社会 保障・人口 問題研究所等 のアドバイ スをもとに 実施する調 査の、三

つの調査 からなって いる。これ により明ら かになる市町 村ごとの特 徴に

応 じて、今後 のきめ細かな 対策に反映 させてい きたい。こ の調査結果に

目標値 に対する実 績値の割合 で評価して いるのに対 し、他県では 、目標

と している。 これは、 達成率の計算方 法による ものである が、本県で は、

ついて、 防衛省から 県や地元住民 に対して、 いまだにま ともな説明 や十

防衛省 が新屋演習 場をイージ ス・アショ アの配備候 補地としたこ とに

次 に、「イー ジス・アシ ョア」につい てでありま す。

ついて は、県とし ては、最終 的に総合戦略 の見直しと ともに来年 度の補

値と目標 値設定時の 現状値とを比 較し、その 差に対する 当該年度の 実績

分な 回答がなさ れていない 中、県は防 衛省の土 質調査等を容認 した。同

県では 、第二期ふ るさと秋田 元気創造プラ ンの「人口 減少社会に おけ

値に よる進捗率 をもとに評 価を行って いる例も あり、そうした 目標に対

様に、 施設の配備 についても容 認すること にならない かとただし たのに

正予算で の対応を考え ており、市 町村に対し ては、早期 提供の要望も あ

する達 成率を評価 する仕方に改 めるべきで はないかと ただしたの に対し、

対 し、イージ ス・アシ ョアの新屋 演習場への配 備の必要性 や安全性な ど

る地域力 創造戦略」に ついて、出 生数などの 代表指標が 目標に達して い

政 策等の評価 について は、代表指 標の達成状況 、個別の施 策の評価結 果、

につ いては、防 衛省から理に かなった説 明がなく、 県としても 納得して

るこ とから、中 間段階でお 知らせできる ものがあれ ば提供して まいりた

さら には県民意 識調査などを 総合的に勘 案して実施 していると ころであ

いない。 また、そも そも防衛省 による説明が 当初のもの とは変わっ てき

ない にもかかわ らず、政策 評価では、四 段階評価で 上から二番 目の

る。現在 の評価方法 において、 Ｂ評価以下は 未達成と認 識しており 、施

て おり、まず は国会で議論 されるべき だと考え る。施設配 備について、

いとの 答弁がありま した。

策 が進んでい ない部分につ いては厳し く受け止 め、取り組 みをさらに強

県や市 が阻止する 法的権限は ないものの、 国会での議 論を踏まえ 、議会

「Ｂ」 としているほ か、目標値 に届いてい ない施策に ついても高い 評価

化した り、新しい 要素を取り 入れるなど、 改善につな げていると ころで

の意見も尊重 しながら 対応してま いりたいと の答弁があ りました。

言 っているが 、今すぐ 明確に反対の意 思表示を すべきでは ないかとた だ

が始まる 。知事は、 防衛省の調 査結果を見 て、配備の 是非を検討す ると

また 、防衛省の 調査の入札 も終了し、今 後は施設の 配置計画等 の検討

ある。今後と も、評価 制度の本旨 である評価 結果の施策 への反映がよ り
適切 に行われる よう、評価 と実態が乖離 しないよう な方法も含 めて研究
してまい りたいとの 答弁があり ました。
次 に、「社会 的要因等に よる少子化調 査・分析事 業」につい てであり

ことであ り、調査結 果が出るまで は意思表示 をすべきで ないと考え る。

したの に対し、県 議会の意見 も、まずは 防衛省の説明 を聞くべき だとの

県はこれま で十年間 、いろいろと少 子化対策 に取り組ん できたとこ ろ

配備 構想を含め た国の調査 結果が示さ れた段階で、 しっかりと 意見を述

ます。
であ るが、なぜ 、今回、こ の調査・分 析事業を実施 するのか。 また、こ
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べていく 。県政の推 進には国との 信頼関係が 重要であり 、県全体の 利益

の と決定した次 第でありま す。

百六十九 号について は、全会一致 をもって、 原案のとお り可決すべ きも

総務企画 委員長の報 告を求めます 。

●総務企画 委員長（北 林丈正議員 ）

ただい ま議題となり ました、議 案第

【二十 三番（総 務企画委員長北 林丈正議 員）登壇】

●議 長（鶴田有 司議員）

以上、 報告申し上 げます。

を 考慮すると、 国の説明に 耳を傾ける ことも必 要であると考え ていると
の答弁 がありまし た。
次 に、「森林 環境税につ いて」であ ります。
森林 環境税等の 創設に伴い、 市町村が運 用する新た な森林管理 システ
ムが導入 されること になるが、 業務量が増 えることから 不安に感じ てい

百 七十三号及 び議案第百八 十一号につ いて、総 務企画委員 会における審

本委員会に 付託されまし た議案第百 七十三号 は、知事の 権限に属する

る と思う。市 町村に対して 丁寧に説明 し、業務 内容につい て理解を深め
安を感じ ていることは 承知してお り、これま で市町村と 意見を交換す る

事務 の市町村へ の移譲の推 進を図るため 、経由事務 に建築物の 敷地と道

査の経 過と結果を 報告申し上 げます。

場を 設け、情報 提供を行っ てきたところ である。国 からは、市 町村に対

路との 関係に関する 制限の適用 除外に係る 認定の申請 の受理等の事 務を

てもら う必要があ ると考える がどうかとた だしたのに 対し、市町 村が不

して事 務の手引きが 配付されて いるが、内 容が膨大で あることから 、直

議案第 百八十一号 は、東京電 力ホールデ ィングス株 式会社福島第 一原

加 えようとす るもので あります。

務に対 する理解を 深め、支障 なく事業を 進められる よう研修を行 うとと

子力発電 所等の事故 により生じた 損害の賠償 請求に係る 原子力損害 賠償

接 市町村に出 向いて説 明してきており 、今後は 、市町村の 担当職員が 業
もに、人 員や体制が 整わない市町 村に対して 支援するな ど、しっか りと

紛争 解決センタ ーへの和解 のあっせん の申し立 てについて、地 方自治法

第九十 六条第一項 第十二号の規 定に基づき 、議会の議 決を求める もので

サポ ートしてい くとの答弁 がありまし た。
また、 林野庁の予 算は、以前と 比べて大き く減額され ている。林 業県

審査 に当たって は、当局から それぞれ説 明を聞き、 質疑を行い 、討論

あ ります。

を展 開してもら いたいと思う がどうかと ただしたの に対し、山 林の保全

なく、採 決の結果、 議案第百七 十三号外一件 は、全会一 致をもって 原案

秋 田の知事と して、全 国知事会の 先頭に立って 、予算確保 に向けた活 動
は、環境 維持や水資 源の確保に 加え、防災と いう面から 国土強靱化 にも

の とおり可決 すべきものと 決定した次 第であり ます。

次に、 所管事項審 査における 主なる質疑に ついて申し 上げます。

資 するもので あり、十分な 予算を確保 すべきと 考えている 。国会におい
ては、 関連する税 の使途も含 めて十分議論 していただ くとともに 、その

まず、総務部 関係の障害 者の雇用状 況に関す る再調査結 果についてで
あり ます。

財源の確保に ついては 、全国知事 会等を通じ て、国に強 く要望してい き
たい と思うとの 答弁があり ました。

県が信頼を 回復して いくために は今後の対 応が重要で あり、障害者 雇

用 促進法は障 害者の社 会参画や自立の 促進が大 きな目的で あることか ら、

そのほか、 「障害者 雇用につい て」、「サ ッカースタ ジアム整備に つ
い て」、「風 力発電に ついて」、「に かほ警察 署の統合に ついて」な ど

に、職場 の仲間とと もに、障害の 状況に応じ た働き方が できる就業 環境

障害者 の立場に寄 り添い、採 用試験が受 けやすくなる 工夫をする と同時

質疑を終了 し、討論 なく、採決の結 果、議案 第百六十七 号及び議案 第

づく りが必要と 考えるがど うか。また 、県として障 害者の社会 参画を促

に関し て質疑があ りました。
百七 十号につい ては、賛成 多数をもっ て、議案第百 六十八号及 び議案第
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進するた め、法定雇 用率の達成に とどまらず 、もっと大 きな目標に 向
か って取り組ん でもらいた いと思うが どうかと ただしたのに対 し、採用

●議長（鶴 田有司議員 ）

福祉環境 委員長の報 告を求めま す。

【 十一番（福祉 環境委員長 三浦茂人議 員）登壇】

ただい ま議題とな りました、 議案第

百 七十四号、 議案第百 七十五号、 議案第百七 十六号、議案 第百七十七 号、

●福祉環 境委員長（ 三浦茂人議員 ）

る が、採用さ れた方の 定着を図る ためにも、 物理的な就業 環境の充実 は

議案 第百七十八 号、議案第百 八十二号及 び議案第百 八十三号に ついて、

方法の 改善など、 様々な工夫を して受験者 の増につな げたいと考 えてい
もち ろん、上司 や同僚の手厚 い支援が受 けられるよ う、職場の 雰囲気づ

本 委員会に付 託されました 議案第百七 十四号は、 秋田県社会 福祉会館

福祉環境 委員会にお ける審査の 経過と結果 を報告申し上 げます。

雇 用率を達成 することが最 低限必要に なるが、 さらに高み を目指して、

の合同 研修室及び 調理実習室 を、許可を受 けて使用す ることがで きる施

くりや意 識の醸成も 図ってまい りたいと考 えている。ま た、当面は 法定
他の任 命権者とも 協力して、 県を挙げて障 害者雇用の 促進に取り 組んで

設とする とともに、こ れらを使用 する者から 使用料を徴 収しようとす る

議案第 百七十五号は 、省令で定 める指定居 宅サービス 等の事業の人 員、

もの であります 。

まいりた いとの答弁が ありました 。
次に 、企画振興 部関係の平 成三十年度政 策等の評価 の実施状況 につい
てであ ります。

共生型 居宅サービ スの事業を 行う指定居 宅介護事業 者等に関する 特例の

設 備及び運営 に関する 基準の一部改正 により、 訪問介護等 に係る基準 に、

公表さ れた県民意 識調査の結 果とはかけ 離れている 。これは、評 価方法

基準を加 えようとす るものであり ます。

政 策評価では 六つの戦略 の全てがＢ評 価となって いるが、今 年八月に
に不備が あるためで はないか。目 標には、高 みを目指す 努力型の目 標や、

変 えるべきで はないかとた だしたのに 対し、政 策評価シス テムについて

標につい ては、達成 できなかっ た場合の評価 をＤにする など、捉え 方を

か、 五％足りな いだけでも大 きな問題と なる場合も ある。そう いった目

し ていること に問題が あるのでは ないか。目標 によっては 、二割どこ ろ

いった 目標が混在 しているにも かかわらず 、一律に八 割達成でＢ 評価と

員、設 備及び運営 に関する基 準を定めよう とするもの などであり ます。

議 案第百七十 七号は、介護 保険法の一 部改正に伴 い、介護医 療院の人

短期入所 事業者に関 する特例の 基準を加えよ うとするも のでありま す。

入所 生活介護に 係る基準に、 共生型介護 予防サービ スの事業を 行う指定

め の効果的な 支援の方 法に関する 基準の一部改 正により、 介護予防短 期

人員、 設備及び運 営並びに指定 介護予防サ ービス等に 係る介護予 防のた

議案 第百七十六 号は、省令 で定める指 定介護予防 サービス等の 事業の

は、不 断の見直し を行ってお り、従前、「 おおむね順 調である」 といっ

議案第百七十 八号は、医 療法等の一 部改正に 伴い、所要 の規定の整理

絶対 に達成すべ き目標など 、幾つかの 種類があ ると思われるが 、そう

た主観的な表 現で評価 していたも のを、平成 二十九年度 から、判定基 準

議案第百八 十二号は 、地方独立 行政法人秋 田県立病院 機構が業務を 実

を行 おうとする ものであり ます。

たところ である。し かしながら 、御指摘の とおり、評 価の方法につ いて

施 するために 必要な財 産的基礎として 土地を出 資しようと するもので あ

の明 確化に力点 を置いた、 ＡＢＣＤ方式 による評価 として客観 性を高め
は 改善の余地 があるも のと考えており 、今後と も県民の意 識と政策等 の

ります 。

き、 議会の議決 を求めるも のでありま す。

議案第百八 十三号は 、地方独立行政 法人法第 八条第二項 の規定に基 づ

評価結 果が近づき 、県民の期 待が施策に 反映されるよ う、政策評 価委員
会の中で しっかりと 議論してまい りたいとの 答弁があり ました。
以上 、報告申し 上げます。
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審査に当た っては、 当局からそれぞ れ説明を 聞き、質疑 を行い、討 論
な く、採決の結 果、議案第 百七十四号 外六件は 、全会一致をも って原案
のとお り可決すべ きものと決定 した次第で あります。
次 に、所管事 項審査にお ける主なる 質疑につ いて申し上げま す。
はじ めに、健康 福祉部関係の 「秋田県障 害者差別解 消条例（仮 称）の

層、障害 者団体や同 業組合等を通 じた、相互 の理解を深 めるための 働き

か けが必要と考 えるとの答 弁がありま した。

次に、 生活環境部 関係の「動物 愛護センタ ー（仮称） 『ワンニャ ピア

あ きた』につ いて」で あります。

動物 愛護センタ ー開設後の、 犬や猫の収 容や、新た な飼い主へ の譲渡

務づけ に伴い、罰則 規定は設け られるのか とただした のに対し、法 律の

とで ある。法律 を上回る義 務づけとなる が、問題は ないのか。 また、義

らのこと を県民の義務 ないし努力 義務とする 方向で検討 しているとの こ

や合理 的配慮の提 供を個人に 義務づけてい ないが、こ の条例では 、これ

障 害者差別解 消法では、障 害者に対す る不当な差 別的取り扱 いの禁止

る 。今後、譲 渡数をさ らに増やすとと もに、飼 い主の適正 飼養や終生 飼

は動物 愛護センター で飼養し、 譲渡のため のマッチン グを行う予定 であ

て感 染症や譲渡 適性の検査 を行い、譲渡 に適してい ると判断さ れた動物

務を分担 することとし ており、動 物管理セン ターでは、 収容段階にお い

容態勢 が整うこと になる。ま た、収容及び 譲渡に当た っては両施 設で業

設 により、既 存の動物管理 センターと 合わせて 、犬四十頭 、猫百頭の収

の態勢な どはどうな るのかとた だしたのに 対し、動物愛 護センター の開

基 本理念を逸 脱するこ となく、その理 念の実現 のために、 地方の実情 に

養の意 識を高め収 容数を減ら していくこ とで、将来 的な殺処分ゼ ロの達

検討状況 について」 であります 。

応じて 規定を充実 させ、より 内容に深み を持たせる ような条例の 制定は

成を目指 してまいり たいとの答弁 がありまし た。

産業観 光委員長の 報告を求め ます。

●産業 観光委員長 （佐藤賢一郎 議員）

た だいま議題 となりまし た、認定

【 三十四番（ 産業観光委 員長佐藤賢 一郎議員）登 壇】

●議長（ 鶴田有司議 員）

以上 、報告申し 上げます。

可能であ る。現段階 では罰則規定 は設けない 方針である が、条例制 定に
よる 義務づけに 際しては、 その趣旨を 県民によ り深く理解して もらうた
め、一 層の普及啓 発に取り組ま なければな らないと考 えるとの答 弁があ
り ました。
これ に対し、さ らに、障害者 差別解消法 では事業者 の努力義務 とされ

第一号、 議案第百八 十四号及び 議案第百八十 五号、以上 三件につい て、

本委員 会に付託さ れました認 定第一号は、 平成二十九 年度におけ る電

ている合 理的配慮の 提供につい て、この条例 では義務と することが 検討
の要望 があった場 合、事業者 がそれに対応 するための 費用面での 支援な

気事業会計及 び工業用 水道事業会 計の決算の 認定につい て、議会の議 決

産 業観光委員 会における審 査の経過と 結果を報 告申し上げ ます。

ども考えてい かなけれ ばならない のではない か。また、 事業者と障害 者

を求 めようとす るものであ ります。

さ れているが 、例えば、店 舗の段差解 消など、 物理的措置 を要する配慮

との 間で、合理 的な配慮の 範囲を巡る意 識のずれが 生じる場合 があり得

議案第百八 十四号は 、産業技術 センターの 企業支援の 充実を図るた め、

超 高分解能電 界放出形 走査電子顕微鏡 一式を買 い入れしよ うとするも の

ると思う が、どう考 えるかとた だしたのに 対し、条例 が求める合理 的配
慮 とは、多く の経費や 時間を要する大 がかりな ものではな く、場面や 状

議案第百八 十五号は 、地方公営企業 法第三十 二条第二項 の規定に基 づ

であり ます。

援のため の予算措置 等は考えてい ない。事業 者と障害者 との意識の 隙間

き、 平成二十九 年度に生じ た電気事業 会計及び工業 用水道事業 会計の未

況に応 じ、過度な 負担になら ない範囲で できることで あり、現時 点で支
を埋 めるため、 これまでも 普及啓発に 努めてきたと ころだが、 今後は一
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処分利益 剰余金の処 分について、 議会の議決 を求めよう とするもの であ

全 会一致をもっ て原案のと おり可決す べきもの と決定した次第 でありま

もって認 定すべきも のと、議案第 百八十四号 及び議案第 百八十五号 は、

て」であ ります。

「新 スタジアム 整備構想策定 協議会にお ける検討状 況中間報告 につい

次 に、所管事 項審査にお ける主なる 質疑につ いて申し上げま す。

す。

り ます。
審査に 当たっては 、当局から説 明を聞き、 質疑を行い ましたが、 その
主 な内容につ いて申し 上げます。
はじ めに、認定 第一号平成二 十九年度秋 田県公営企 業会計決算 の認定
について であります 。

電所の補 修工事等の 経費を見込ん でいるが、 早口発電所 が電力の固 定価

収支の 見通しにつ いては、平 成三十年度 以降も八幡 平発電所や小 和瀬発

水 車の撤去や 、素波里 発電所の水車の 修繕等に よるもので ある。今後 の

平成二 十九年度に増 加した費用 は、主に早 口発電所の 大規模改良に 伴う

後の 事業収支の 推移をどの ように見込ん でいるのか とただした のに対し 、

のである か。また、平 成二十七年 度をピーク に利益が落 ちているが、 今

費用が 四億円以上 かかり増し になっている が、どのよ うな理由に よるも

る。 協議会では 、建設場所 や規模、付 加機能な どとあわせ、建 設費用や

建設は行 政主導によ り進めること が望ましい との方針に 至ったもの であ

まえ、 今年度の新 スタジアム 整備構想策 定協議会に おいて協議し た結果、

と ただしたの に対し、 昨年度のあり方 検討委員 会から示さ れた提言を 踏

建設場 所や規模、付 加機能など 、より具体 的な検討が 行われている のか

協議 内容が余り 進展してい ないように思 われるが、 今年度の協 議会では 、

あったの か。また、昨 年度のスタ ジアム整備 のあり方検 討委員会から 、

より進 めることを 確認したと のことである が、確認の 前提となる 議論は

第 一回新スタ ジアム整備構 想策定協議 会において 、建設は行 政主導に

格買 取制度の適 用のもと、 年間を通し て稼働す ることになり、 高い単価

ランニ ングコスト などの具体的 な調査項目 を洗い出し 、コンサル タント

電 気事業会計 についてであ りますが、 平成二十八 年度決算と 比較して、

での売 電収入が見 込まれるため 、純利益を 押し上げる 要因になる と考え

会 社へ委託す るものと 、協議会で 行うものとに 分けて、現 在それぞれ 調

査を 進めている ところであり 、今後、そ の調査結果 などをもと に、より

て いるとの答 弁があり ました。
次に 、議案第百 八十四号につ いてであり ます。

詳細な協 議を行って いくことに しているとの 答弁があり ました。

建設 委員長の報告 を求めます 。

【二十五番（ 建設委員長 原幸子議員 ）登壇】

●議長（ 鶴田有司議 員）

以 上、報告申 し上げます。

この装置は 、どのよ うな企業が 利用している のか。また 、この装置 を
利 用した成果 として、どの ような製品 が製造さ れているの かとただした
のに対 し、現行の 電子顕微鏡 は産業技術セ ンターの中 でも特に利 用され
ており、利用 者はほと んどが半導 体や電子部 品等の県内 企業である。 こ

ただいま議 題となりま した、議案 第百七十

九号、議 案第百八十 号、議案第 百八十六号 及び議案第 百八十七号、 以上

●建設 委員長（原 幸子議員）

直接的な 成果品等を 示すことは 難しいが、 異物の混入 やふぐあいの 原因

四 件について 、建設委 員会における審 査の経過 と結果を報 告申し上げ ま

の装 置は、製品 を製造する 過程で間接的 に利用され ているもの であり、
を 突き止める といった 目的のために役 立てられ ている。今 後も、自動 車、

す。

改正 に伴い、所 要の規定の 整理を行う ものでありま す。

本委員会に 付託され ました議案第百 七十九号 は、建築基 準法等の一 部

半導体 、電子機器 、航空宇宙 といった分 野への活用を 想定してい るとの
答弁があ りました。
質疑 を終了し、 討論なく、 採決の結果 、認定第一号 は、全会一 致を
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築 の許可を受け ようとする 者等から手 数料を徴 収しようとする ものであ

議案第百八 十号は、 建築基準法の一 部改正に より、仮設 興行場等の 建

本 豪雨では、洪 水により水 位計自体が 被災した 事例もあること から、今

現在、国な どにおい て、簡易水位計 の設置が 進められて いるが、西 日

討 する必要が あると考 えるがどう かとただし たのに対し、 今年度から 、

後の県 管理河川に おける水位計 については 、被災しに くい設置方 法を検

議 案第百八十 六号は、都 市計画道路 千秋広面 線秋田市千秋城 下町地内

県管 理河川にお いて簡易水位 計の設置工 事を重点的 に進めてい るが、中

ります 。
にお ける地方街 路交付金工事 について、 工事委託契 約を変更し ようとす

でも、非 接触型の簡 易水位計の 設置を優先 的に進めてい るところで ある。

教育公安委員 長の報告 を求めます 。

ただいま 議題となり ました議案 第百

八十 九号につい て、教育公 安委員会に おける審 査の経過と結果 を報告申

●教育公安 委員長（菅 原博文議員）

【二十一 番（教育公 安委員長菅 原博文議 員）登壇】

●議 長（鶴田有 司議員）

以上、 報告申し上げ ます。

組ん でまいりた いとの答弁 がありました 。

るもので ある。今後も 、このよう な水位計の 速やかな設 置に向けて取 り

水時に おいても被 災しにくい ため、国でも 積極的に設 置が進めら れてい

こ れは、河川 の流れに接触 することな く水位が 計測できる ことから、洪

るもので あります。
議 案第百八十 七号は、特定 多目的ダム 法第四条第 四項の規定 に基づき、
国土交 通大臣へ意 見を提出し ようとするも のでありま す。
審査に当た っては、当局 から説明を 聞き、質 疑を行い、 討論なく、採
決の 結果、議案 第百七十九 号外三件は、 全会一致を もって原案 のとおり 、
可決す べきものと決 定した次第 であります 。
次 に、所管事 項審査にお ける主なる質 疑について 申し上げま す。
まず、 「建設職人 基本法に基 づく秋田県 計画の策定 について」で あり
ます。
今年 度末に策定 予定の県計 画の構成案 では、人材 不足に陥って いる建

ら、 下請業者な どに適正な法 定福利費等 が支払われ るような取 り組みが

賃 金・休暇等 の待遇改 善や社会保 険等への加入 促進が重要 であること か

審査に当た っては、 当局から説 明を聞き、質 疑、討論な く、採決の 結

につ いて、相手 方と和解する ため、議会 の議決を求 めるもので あります。

本 委員会に付 託されまし た議案第百 八十九号は、 公用車に対 する事故

し上げ ます。

必要と考 えるがどう か。また、 建設業現場に おける待遇 等の実態を 十分

果 、議案第百 八十九号は、 全会一致を もって原 案のとおり 可決すべきも

設工事 従事者の確 保や育成等が 大きな柱に なっている が、そのた めには、

に 把握した上 で県計画を策 定する必要 があると 考えるがど うかとただし

次に、所管事 項審査にお ける主なる 質疑につ いて申し上 げます。

のと決 定した次第 であります 。

明示や、建設 工事にお ける適正な 工期設定等 のためのガ イドラインの 策

はじ めに、警察 本部及び教 育委員会にお ける「障害 者の雇用状 況に関

たのに 対し、国で は、公共事 業における下 請契約時の 法定福利費 の内訳
定な どの取り組 みを行って いる。建設工 事従事者の 高齢化が進 んでいる

障 害者の雇用 状況に関す る算定方法に ついて、本 会議及び当 委員会に

する再調 査結果につ いて」であ ります。

者 等の待遇改 善などが 必要であること から、今 後の県計画 の策定にお い

おいて 、それぞれ から、ガイ ドラインの 理解不足等に より不適切 な算定

中で、建 設業を維持 し、発展さ せるために は、建設業 を支えている 技能
ては、 こうした実 態を踏まえ ながら策定 を進めてまい りたいとの 答弁が

が行われ ていたこと などが報告さ れ、反省の 弁が述べら れたところ であ

る。 そして、再 調査の結果 、警察本部 及び教育委員 会ともに法 定雇用率

ありまし た。
次に 、「簡易水 位計の設置 状況につい て」でありま す。
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を下回る 結果になっ たことから、 今後は、適 正な集計を することは もと

の 資質向上に努 めてまいり たいとの答 弁があり ました。

独自の役 職段階別指 定研修等の仕 組みをつく るなどして 、学校事務 職員

討論を 行います。

●議 長（鶴田有 司議員）

以上で関 係委員長の 報告は終わり ました。

質 疑はないも のと認め ます。

【「なし」 と呼ぶ者あ り】

関係 委員長に対 する質疑を行 います。

●議 長（鶴田有 司議員）

以上、 報告申し上 げます。

よ り、障害者雇 用に積極的 に取り組む 必要があ ると考えるが、 どのよう
に進め ていくのか とただしたの に対し、県 警察におい ては、これ まで障
害 者を対象と した職員 募集を行っ ていなかっ たが、本年度 から募集を 行
うこ ととした。 今後も障害者 の雇用が推 進されるよ う積極的に 募集活動
を行って 、障害者の 社会参加、 雇用機会の 確保に努めて まいりたい との
答 弁がありま した。
教育委 員会におい ては、以前 から障害者雇 用を推進す るべく努め てき

二番加賀屋 千鶴子議員、 十三番沼谷 純議員、 以上の二名 からそれぞれ

討論 の通告があ りますので 、順次発言を 許します。

たところ であるが、法 定雇用率を 下回ること が多かった ことを反省し 、
今後 は、特別支 援学校を所 管しているこ とを考慮し た上で、様 々な障害

まず、 二番加賀屋千 鶴子議員の 発言を許し ます。

日本共産党 の加賀屋千 鶴子です。た だいま

に対 する意見書 について、 反対の立場 から意見 を申し上げます 。

議題とな りました、 議案第百八十 七号鳥海ダ ムの建設に 関する基本 計画

●二番（ 加賀屋千鶴 子議員）

【 二番（加賀 屋千鶴子議 員）登壇】

を持っ た方が働ける 職種を研究 しながら雇 用に努めて まいりたいと の答
弁 がありまし た。
次に、 教育委員会 における「 学校事務の 在り方に関 する検討結果 につ
いて」で あります。
二〇 一九年度の 県職員採用 試験から、 これまでの 知事部局職員 との一

え るがどうか とただしたの に対し、学 校事務職 員と知事部 局職員の一括

えた場 合に、降水 量が多けれ ば多いほど放 水しなけれ ばなりませ ん。昨

ダ ム建設の目 的に洪水調節 が挙げられ ていますが 、一定の貯 水量を超

特定多 目的ダム法 の規定により 意見を求め られ、知事 は同意しよ うと

採用を 始めた当時 は、県全体 で職員の削減 を急激に進 めていた時 期であ

年、今年と、 県内各地 で豪雨災害 が発生して います。そ の一例である 北

括採用 から学校事 務の職種区分 を復活させ るとのこと だが、一括 採用を

り、採用人数 も極端に 少なく、職 種を分けて 採用試験を 行うことが困 難

秋田 市合川杉山 田地区を中 心にした幾つ かの集落で は、小阿仁 川の上流

す るものです 。しかし 、私は、昨 年の二月議会 で成瀬ダム の基本計画 変

であ った。しか し近年は、 県全体で採用 する人数も 増加し、学 校に配置

に萩形ダ ムがありま すが、川が 氾濫し、昨 年三回、今 年は五月、八 月に

始 めたときと 考え方が どのように 変わったのか 。また、求 められる学 校

した職員 の中には早 期に知事部 局への異動 を希望する 方もいるなど 、事

も 、稲の作付 ができな くなるなど、農 地への甚 大な被害に 見舞われて い

更の 際にも述べ ましたが、巨 額の税金を 投入しなが ら治水効果 が薄く、

務 職員の学校 への定着 が困難になって きたため 、採用区分 を分けて試 験

ます。 地域の住民 の方々は、 河川改修を 進め、堤防を 早期につく ってほ

事務 職員像を具 体化するため に、県で検 討している 内容に加え て、議会

を実施 することに するもので ある。また 、求められる 学校事務職 員像を

しいと強 く要望して います。芋川 なども大雨 災害が繰り 返されてい ます

自然環境 破壊につな がるダム建 設には反対で す。

具体化す るためには 、議会や現場 の意見を聞 き、引き続 き、知事部 局と

が、 治水対策を 言うなら、 ダムに依存 することなく 、河川改修 にこそ予

や現場の 声を反映さ せるなど、 さらに内容を 充実させる 必要がある と考

の人 事交流は行 いながら、 知事部局で 一括して行う 研修のほか 、教育庁
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算を投入 すべきです 。鳥海ダム総 事業費約一 千百億円を 既存の河川 の改

ま れております 。また、本 年六月の大 阪北部地 震でのブロック 塀倒壊事

活を守り 、安全・安 心な県土を構 築する上で 必要不可欠 な事業が盛 り込

べ き事業など も盛り込 まれており 、確実な予 算の成立と速 やかな事業 着

修 に充てれば、 住民の要望 に沿って改 修を大き く進めることが できます 。
う か。県南の ある建設 業者さんは 、「ダム工 事の場合、私 たちにはほ

手が 必要不可欠 であると私は 考えます。 さらに、産 業振興の面 でも、こ

故を踏 まえた緊急 点検の結果を 受けた安全 対策予算な ど、早急に 着手す

とん ど仕事が来 ない」と言っ ていました 。河川改修 の場合には 、県内の

れからの 冬期間に向 けたインバ ウンド対策 や、全国的に 競争が激化 して

また、 建設工事の 場合、地元の 建設業者に どれだけ仕 事が回るで しょ

建設業者 に発注でき ます。県内 経済にとっ ても、ダムか らの脱却を すべ

い る畜産にお ける経営強化 に向けた事 業など、 本県の産業 経済を押し上

げるた めの施策が 盛り込まれ ており、しっ かりとした 成果に結び つける

き です。
鳥海山 ・飛島ジオ パークは、 二〇一六年に 「日本海と 大地がつく る水

定区の一 部は鳥海国 定公園の第一 種特別地域 と重複して おり、風致 景観

はでき ないのです 。環境影響 評価に対す る環境大臣 意見には、「 貯水予

始 まり、でき ています 。この自然は、 一旦壊し てしまえば 取り戻すこ と

自然豊 かな公園、自 然遺産です 。鳥海山は 、約六十万 年前の火山活 動に

クは 、私が言う までもなく 、地層、岩石 、地形、火 山、断層な どを含む

事業 」について は、これを 単なる調査 ・分析に 終わらせること なく、佐

今回の補 正予算に盛 り込まれた「 社会的要因 等による少 子化調査・ 分析

とんど がその目標 値に到達し ていないな ど、極めて 深刻な状況に あり、

略 に掲げた移 住・定住 、少子化対策、 産業振興 といった各 種指標のほ

政策評 価や県民意識 調査の結果 を見ても、 あるいは、 あきた未来総 合戦

一方 で、本県の 根幹的な課 題とも言える 人口減少に ついては、 例年の

ことが期 待されます。

への 影響を回避 または極力 低減するこ と」が指 摘されています 。また、

竹県政 十年の少子 化対策そのも のの検証や 見直しにつ なげるよう 求める

と命の循 環」をテーマ に、日本ジ オパークに 認定されま した。ジオパ ー

クマタ カなどの希 少猛禽類も生 息している この自然環 境を、破壊 するこ

も のでありま すし、他 県との少子 化対策関連施 策の比較や 政策評価の 制

経済 状況を打破 していくた めのこれら事 業は、全て 県民の皆様 からの県

県民の生命と 財産を守る ための様々 な事業や 、秋田の少 子化や厳しい

留意を いただきた いことを申 し上げたいと 思います。

あ わせて、最 後に、佐竹知 事にもこれ らの予算執 行において 、一つ御

クルの見 直しにもつ ながるよう な事業にして いただくこ とを求めま す。

度の 見直しなど も含め、政策 、予算、評 価といった 一連のＰＤ ＣＡサイ

と があっては なりませ ん。
県民 全体の利益 のために鳥海 ダム建設に ついては反 対で、知事 が同意
すること については 賛成できる ものではあり ません。
十三 番沼谷純議員 の発言を許 します。

以 上で私の討 論を終わりま す。御清聴 ありがとう ございまし た。
●議長（ 鶴田有司議 員）

次 の世代につな ぐ会の沼谷 純です。議 案第百六

【十三番（沼 谷純議員） 登壇】
●十三 番（沼谷純 議員）

政への信 頼と協力、 そして知事 自身の強い 気概と責任 感があってこ そ、

づくり のせい、歴 史的経緯に よるものと 言ってしまえ ば、あらゆ る政策

十七号平 成三十年度 秋田県一般 会計補正予 算案（第三 号）について 、賛
このた びの補正予 算は、本年 五月十八日 からの豪雨に よる浸水被 害を

や予算が 無意味なも のとなり、行 政自体の存 在意義が問 われかねな いも

初 めて成果に 結びつく ものであります 。人口減 少が、県民 性のせい、 米

踏まえた 馬踏川の改 修事業六億八 千万円や、 被災住宅の 復旧支援と して

のと なってしま います。日 々、現場で 奮闘し、頭を 悩ませ、汗 をかき、

成 の立場から 討論を行 います。

の住 宅リフォー ム推進事業 の増額補正 など、相次ぐ 自然災害か ら県民生
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県民の皆 様のための 奉仕者として 頑張ってい る県庁職員 の皆様の努 力を

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

知事と いう職責の 重さ、県民の 生命と財産 を背負うこ との重さは 、私

十 四号、議案 第百八十 二号、議案 第百八十三 号、議案第百 八十四号、 議

議案第 百六十九号 、議案第百七 十三号、議 案第百八十 一号、議案 第百七

御 異議ないも のと認め ます。議案第百 六十八号 、

な どには計り 知れない ものではあ りますが、 しかし、その 重い重いも の

案第 百八十五号 、議案第百七 十九号、議 案第百八十 号、議案第 百八十六

●議 長（鶴田有司 議員）

を背 負って、折 れずに、投げ 出さずに、 忍耐強く歩 みを進める ことこそ、

号及び議 案第百八十 九号は、原 案のとおり 可決、認定第 一号は、認 定さ

も 否定すること にもなって しまいます 。

知事の使 命でありま す。どうか 県民の生命 ・財産を守る その職責を 、

れ ました。

次に、 日程第二十 五、請願審 査の件を議題 といたしま す。

「 この程度」 などとはおっ しゃらずに 、まさに 日々粉骨砕 身、政治生命
をかけ て各種施策 事業の推進 に当たってい ただくこと を強く要請 いたし

お諮りしま す。請願第五 十号は、委 員長の報 告及び質疑 を省略するこ

●議 長（鶴田有 司議員）

御異議ないも のと認め 、そのよう に決定いた し

御異議な いものと認め ます。請願 第五十号は 、

日程第二十六 、意見書 案第八号水 道事業の基 盤

【上程 意見書案 は巻末に登 載】

ので、 直ちに本会 議において 審議いたしま す。

十 号までの意 見書案三件は 、いずれも 委員会提 出に係るも のであります

次に、日程 第二十六 、意見書案 第八号から日 程第二十八 、意見書案 第

採択 と決定され ました。

●議 長（鶴田有 司議員）

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

員会 の決定のと おり採択と 決定するこ とに御異 議ありませんか 。

討論の通告 がありま せんので、直ち に採決い たします。 本請願は、 委

ます。

●議 長（鶴田有 司議員）

【「異議 なし」と呼ぶ 者あり】

とに 御異議あり ませんか。

ます。
知事 が忘れたと しても、秋 田県民は、昨 年七月の豪 雨災害、あ の夏を

以上 をもちまし て、通告者 の発言は終了 いたし

忘れて はおりません 。そのこと を最後に申 し添えて、 私の賛成討論 とい
た します。
●議長（ 鶴田有司議 員）
ました。
討論 は終局した ものと認め ます。
採決い たします。 まず、議案第 百六十七号 、議案第百 七十号、議 案第
百 七十五号、 議案第百 七十六号、 議案第百七十 七号、議案 第百七十八 号
及び 議案第百八 十七号、以上 七件を一括 し、起立に より採決い たします。

起立者過 半数であり ます。よっ て、議案第百 六

以上の議 案七件は、 いずれも原 案のとおり可 決すること に賛成の方 、御
起 立願います 。
【賛成者 起立】
●議長（鶴田有 司議員）

十七 号、議案第 百七十号、 議案第百七十 五号、議案 第百七十六 号、議案
第百七十 七号、議案 第百七十八 号及び議案 第百八十七 号は、原案の とお
り 可決されま した。

案第九号 真に必要な 公共事業の予 算確保を求 める意見書 、日程第二 十八、

強化に 対する支援 の充実・強 化を求める 意見書、日程 第二十七、 意見書

以上の議 案十三件、 認定一件は、 いずれも原 案のとおり 可決及び認 定す

意見 書案第十号 学校施設へ の冷房等空 調設備の設置 促進に関す る意見書 、

次に、 残る議案十 三件、認定 一件につい て一括し、採 決いたしま す。
るこ とに御異議 ありません か。
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以上三件 を一括議題 といたします 。
お 諮りしますが 、各意見書 案は、いず れも趣旨説 明、質疑を省 略する
ことに 御異議あり ませんか。
御異 議ないもの と認めます 。

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議長 （鶴田有司 議員）
討論の通告 がありま せんので、 直ちに採決 いたします。 各意見書案 は、
い ずれも原案 のとおり可決 することに 御異議あ りませんか 。
御異議な いものと認 めます。意 見書案第八号 、

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長（鶴 田有司議員）
意見 書案第九号 及び意見書 案第十号は、 原案のとお り可決され ました。
次に、 日程第二十九 、議員派遣 の件を議題 といたしま す。
お 手元に配付 してありま す議長報告の とおり、議 員派遣に関 する申し
出及び 依頼があり ます。
まず、議員 派遣一覧 （第一号）につ いて、起 立により採 決いたしま す。
議員 派遣一覧（ 第一号）の 議員派遣は 、申し出 のとおり派遣す ることに

起立 者過半数で あります。 よって、議 員派遣一

賛成の 方、御起立 願います。
【 賛成者起立 】
●議長 （鶴田有司 議員）

覧（第一 号）の議員 派遣は、申 し出のとおり 派遣するこ とに決定さ れま
し た。
次に、 議員派遣一 覧（第二号 ）について採 決いたしま す。議員派 遣一
覧（第二号） の議員派 遣は、依頼 及び申し出 のとおり派 遣することに 御
異議 ありません か。
御異議ないも のと認め ます。議員 派遣一覧（ 第

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（鶴田有 司議員）

二号） の議員派遣 は、依頼及 び申し出の とおり派遣す ることに決 定され
ました。
以上 をもちまし て、九月議 会の案件全 部を議了いた しました。

本日は、こ れをもっ て散会いたしま す。
午後 二時九分散会
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