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●議 長（鶴田有 司議員）

長

神

部

秀

三

行

次

和

部

田

務

猿

総

長

課

田

政

財

米

也

進

教育委員会教育長

木

部

達

鈴

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 、地 方公 務員法 第五 条第二項 の規定によ り次の議案 について人 事委員会

職員 の大学院 派遣研修費用 の償還に関 する条例及 び職

る条 例案

職員 の勤務時間 、休暇等に関 する条例の 一部を改正 す

務手当に 関する条例 の一部改 正）

（ 一般職 の職員の給与 に関する条 例及び職員 の特殊勤

秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例案

の意 見を聞いた ところ、別紙 （二月五日 付）のとお り回答があ った。
議案 第五九 号

議案 第六〇 号
議案 第六一 号

員 の自己 啓発等休業 に関する条例 の一部を改 正する条
例案

教育公安委 員長

一、二月五 日、次の委 員長から請願 取下許可報 告書が提出 された。
請願 第二二号

一、 二月 七日、 監査 委員 から例月出 納検査の結果 に関する報 告があり、 同

委

六一七

日 、各議員に 配付した 。
人
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鶴田

平成三十 一年二月五 日
秋 田県議会議長

有司

様
秋田県人 事委員会委 員長

条 例案に対 する意見に ついて（回 答）
平 成三 十一年 二月 五日 付け議事
委員会の意 見は、次の とおりです 。

柴田

一宏

－

二二〇 で求められ た条例案に対 する当

秋 田県 行政機関設 置条例の一部 を改正する 条例案（一 般
職の 職員の 給与に関す る条例及び職 員の特殊勤 務手当に
関する条例 の一部改正）

こ の条 例案 の附則にお いて行う一 般職の職員 の給与に関す る

議 案第 五九号

（ 意見 ）

条例 の一部 改正及 び職員の特 殊勤務手 当に関する条例 の一部改
正 は、 秋田 県動物管理 センターを 秋田県動物 愛護センタ ーに改
編す るこ とに 伴い、所要 の規定の整 備を行おうと するもので あ

●議 長（鶴田有司 議員）

日 程第一、一 般質問を 行います。

三十 一番 工藤嘉 範議 員、二 十九番三浦 英一議員、二 十二番佐藤 雄孝議

員 、三十番土 谷勝悦議 員、二十一 番菅原博文 議員、二十八 番石田寛議 員、

八 番佐 藤信喜 議員 、二 十七番田 口聡議員、七 番鈴木健太 議員、五番 佐々

木雄太議 員、以上の 十名から一 般質問主意 書が提出され ております 。

本 日は 、三十 一番 工藤 嘉範議員 、二十九番三 浦英一議員 の代表質問 を

許可す ることに御 異議ありま せんか。

御異議 ないものと 認めます。 まず、三十一 番工

【「異議な し」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田 有司議 員）

藤議員 の発言を許し ます。

おは ようござい ます。三期 目の最後の 質問

【 三十一番（ 工藤嘉範議 員）登壇】（ 拍手）
●三 十一 番（工 藤嘉 範議 員）

が自 民党 会派の 代表 質問と なったこと は、大変光栄 に存じます 。御配慮

い ただ きまし た関 係の 皆様に心 から感謝を 申し上げま して、通告 に従い

りますので 、適当と考 えます。
職 員の 勤務時間、 休暇等に関 する条例の 一部を改正 する

い よい よ平 成も 残すと ころ二カ 月半となり 、今上陛下 の譲位、御 代替

質問を 始めさせて いただききま す。

本条 例案は 、働き方 改革を推進 するための 関係法律の 整備に

わ りが 迫って まい りま した。昨 年の十二月二 十日、八十 五歳を迎え る誕

条例案
関する法律（平成三十年法律第七十一号）による労働基準法

生日の事 前記者会見 における天 皇として最後 のお言葉は 、陛下を信 頼し、

議 案第 六〇号
（ 意見 ）

（昭和 二十 二年法 律第四十九号 ）の一部改 正に鑑み、 正規の勤

敬 愛する一国 民として、涙 なしでは拝 見できず 、深く感動 いたしました 。

に深く 感謝 し、 そし て国民 が「象徴とし ての立場」 を受け入れ 支えてく

務 時間 以外の 時間にお ける勤務に 関する事項 を定めようと する
職員 の大学院 派遣研修費用 の償還に関 する条例及 び職員

れ たこ とにも 感謝 され 、象徴天 皇を受け入 れてくれるか どうかは、 あく

六十 年に わた り陛下 を支 えた皇后 さまの「皇 室と国民の双 方への献身 」

の 自己 啓発等休業 に関する条例 の一部を改 正する条例 案

まで 国民 にある と示 唆し てくださって います。 平成二十八 年八月八日 、

ものであ りますので 、適当と考 えます。

本条 例案 は、学 校教育法の一 部を改正す る法律（平 成二十九

象 徴と して のお務 めに ついて お気持ちを 述べられた折 には、天皇 の務め

議案第 六一 号
（意 見）

年 法律 第四 十一号）の 施行に伴い 、所要の規 定の整理を 行おう

へ の理 解を願 われ たの です。こ うした陛下 の思いを受 け、御退位 と皇太

自ら の二 度の外 科手 術と、 何より高齢 という現実に 強く言及さ れ、譲位

が常に 途切れるこ となく、安 定的に続い ていくことを ひとえに念 じられ、
登 載省略

とするも のでありま すので、適 当と考えま す。
例月出 納検査報告 書
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も経 験し ており ます 。そ こで、は じめに高齢化 対策につい て伺います 。

陛 下が 自ら感 じ述 べら れた高齢に伴 う健康等 への不安は 、多くの国 民

子殿 下の 御即位 がつ つがな く行われる ことを、 心から願ってお ります。

を 上げ るこ とで はな く、その 優れた能力 を秋田と日 本のために どう伸ば

なく 高い 評価を 受け てい ます。し かし、最終目 的は、義務 教育での成 績

け てお り、本 県の 義務 教育課程 の学習・学 力レベルは 、全国から 間違い

の実 施以 来、秋 田県 は、調 査内容にお いて常に トップクラスを 維持し続

し生 かすかに尽 きるのだろう と思います 。

高 齢化 が進 行す る我 が国におい て、秋田県 は日本の最 先端にある 地域
で あり ます。 高齢 化率 が全国一 であり、二〇 二五年には 四〇％を超 える

ても 、その 土地 なら ではの 特色ある教育 を行うこと で注目を集 める成功

政府 の教育 再生 実行 会議は、 「人づくり は、国づく り」を理念 とし、

私が 特に懸 念し てい るのは、 高齢化に伴う 認知症患者 数の増加で す。

例 があ ります 。例 えば 、山形県 では、最先 端のバイオ テクノロジー を用

と言 われ ており ます 。元号 が変わって も変わる ことのない 高齢化の進行

団 塊の 世代が 七十 五歳 以上とな る二〇二五 年には、認 知症患者数が 七百

いた 生命 科学の パイ オニ アとして世界 中から注 目されてい る、鶴岡市 の

全 ての 子供た ちの 能力 を伸ば し可能性を開 花させる教 育について 、幅広

万人 前後 に達し 、六 十五 歳以上の高齢 者の約五 人に一人を 占めるとも 言

慶 應義 塾大 学先端 生命 科学研 究所が、地 域の子供たち の育成にも 力を注

と いう 難問に 対し 、県 として 、医療・介護 ・福祉の面 でどのよう な対策

わ れて いま す。早 期発 見が大 切ではある ものの、そも そも発症の 原因も

ぎ、 実績 を上 げて いま す。また、 島根県の離 島である海 士町では、 「島

に議 論し 提言 がなさ れて おります 。全国を見 渡すと、地 方や僻地であ っ

解明 され てお らず 、根 本的な治療 薬も治療法 も認知症に ついては確 立さ

留学 」の キャッ チコ ピーで 全国から隠 岐島前高校へ の入学者を 募集した

を講じ 、県民の不 安を解消し ていくのかお 聞かせくだ さい。

れて いま せん。 間近 に迫る 難問に対し て、秋田県に おける患者 割合の見

ラン ナー 」と言 われ てお ります。 本県において も秋田なら ではの取組 が

と ころ 、離島 の高 校と しては異 例の学級増 となり、「 地方創生の トップ

次に、 秋田の魅力 を生かした取 組について 伺います。

で きな いか と考 えたと き、既 存の固定概 念にとらら われない民 間の取組

通し と影響、今 後の対策に ついて併せ てお聞か せください。
文 化功 労者 でロ ーマ在 住の作家 、塩野七生 さんは、「 世界が移民 ・難

「 教育 」、第 二に 、秋 田に来な ければ見ら れない、触れ 合えない、 感じ

ろうか と思 いま す。 私は、 秋田県の優れ た点を挙げ るとすれば 、第一に

デキ ャッ プの 多い雪 国秋 田は、ほ かにはない ものに目を向 ける必要が あ

点 があ る」と のメ ッセ ージを 発しておりま す。こうし た指摘から 、ハン

第一 に政 治の安 定、 第二に 失業率が低 いという 、他の先進 諸国にない利

域公共交通の利便性が低下傾向にある本県では、子育て世代の家庭に

よ り高 等学校 の再 編が 進んでい ます。全国 六番目の県土 面積を有し 、地

極的な 選択 肢と なる 可能性 のある手法で す。県内で は、少子化 の影響に

さん も通 う、 通称「 Ｎ高 」です。 これは、や りたいことを やるために 積

校 」が 話題と なっ てい ます。 フィギュアス ケート界期 待の星、紀 平梨花

今、 旧来の 教育 シス テム・教 育方針を変 える新しい 形の「ネッ トの高

が参 考になるの ではないかと 考えました 。

られ ない 「有形 無形 の文 化財、ユネス コの世界 遺産・無形 文化遺産、 天

と って 通学 が今後 の大 きな課 題になるも のと考えます 。また、移 住政策

民問 題で揺れる 混迷の時代に こそ、日本 の良さに着 目すべき。 日本には、

然 記念 物」 である と考 えます 。そこで、 この点につい て伺いたい と思い

もの と思 われま す。 民間事 業者が行う Ｎ高のキャン パス誘致は ハードル

を進 める 上で も、 多様な 教育機会 を確保する ことは、一 つの強みに なる

まず、秋田 ならでは の教育について 伺います 。

が 高い と思い ます が、 そのノウ ハウを取り 入れ、県主 導により類 似の取

ます。
文 部科 学省が 実施 する全 国学力・学 習状況調 査において 、二〇〇七 年
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組を 行う ことは でき ないも のでしょう か。先鋭 的なことに造詣 の深い知
事 に、秋田なら ではの教育 について御 所見を伺 います。
次に 、英 語教育 にお いて全 国に名をは せる国際教養 大学の取組 につい

県外 から流 入し てき た方々の 提言で注目 を集めた「 秋田犬」、ユ ネス

コ 認定 の来訪 神行 事の 中核「男 鹿のなまは げ」、秋田 市土崎のみ なと祭

り、 角館 の飾山 囃子 、花 輪ばやし の「山・鉾・ 屋台行事」 。そして、 次

す。 しか し、近 年、 全国の 大学で海外 留学やカ リキュラム において同じ

国 際教 養大学 につ いては 、全国的に も高い評価を 受けている ところで

の か。 当然、 民俗 文化 は住民 ファーストを 基本とし、 地元自治体 との連

では の文 化資源 をい かに継 承し、国内 外にどの ようにして 発信していく

伊 勢堂 岱遺跡 の「 縄文 遺跡群」 。これら世界 的にも価値 がある秋田 なら

回 のユ ネス コ世 界遺 産登録が 有力視され ている大湯 ストーンサ ークル、

よ うな 姿を目 指す 動き があり ます。現状を 維持するだ けでは、今 後、大

携も 含め 、文 化資源 を活 用し、交 流人口の拡 大、観光振 興を図るため の

て 伺います。

学の 特徴 や優 位性が 失わ れる可能 性がありま す。さらに 磨きをかけ、 魅

方策につ いて、知事の 御所見を伺 います。

昨年 六月、 当時 の福 田防衛 大臣政務官か ら、秋田市 の陸上自衛 隊新屋

次に 、イージス ・アショア について伺い ます。

力ある大 学に進化する 必要があろ うかと思い ますが、い かがでしょう か。
ま た、 秋田の 教育 資源で ある国際教 養大学に は、大学の 魅力アップと
とも に、 地域へ の貢 献が 求められてお ります。 具体的にど のような形 で

る こと に価 値が あると 考えま す。秋田に 来なければ 見られない 、触れ合

百を 超え る民俗 芸能 が存 在してお り、貴重な民 俗文化の数 が突出して い

て いま す。ま た、 県指 定無形民 俗文化財が 四十七件、 さらに県内 には三

秋田 県は、 国指 定の 重要無形 民俗文化財 が十七件と、 全国最多を 誇っ

次に、 文化資源の 活用につい て伺います 。

解 は十 分に深 まっ てい ないと思 われ、新屋勝 平地区振興 会からは、 住宅

つ いて 問い ただ してき たとこ ろです。し かしながら 、現状では 地元の理

いて も、 二回の 全員 協議 会や現地 調査で、配備 に伴い懸念 される点等 に

を 通じ て、疑 問や 不明 な点につ いて確認を 求めてきま した。県議 会にお

も、 防衛 大臣を はじ め防衛 省幹部から の説明や、防 衛大臣宛て の質問状

これ まで 数回 にわ たり 防衛省によ る住民説明 会等が行わ れ、県にお いて

演 習場 がイ ージス ・ア ショア の配備候補 地であること が示されま した。

え ない 、感じ られ ない 、「有形 無形の文化財 、ユネスコ の世界遺産 ・無

密集 地に 配備す るこ とは許 されるもの ではない として、計 画撤回を求め

地 元に貢献し ているの か、大学の取組 について お聞かせく ださい。

形文 化遺 産、天 然記 念物」 が魅力発信 の最強の ツールにな ると思います

目標 とな る懸 念や、 電磁 波による 影響、各種 規制による生 活への影響 等

る 要望 書が昨 年八 月に 提出さ れております 。さらに、 十二月には 、攻撃

地域 の安 全や 発展、 災いを 地域から取 り除こうと する願いが込 められ

を理由 に地 元住 民が 反対し ている現状を 踏まえて、 県議会とし ても反対

が 、いかがで しょう。
た民俗 文化 が多 数現 存して いることは、 農村社会を 基本とした 地域のき

イ ージ ス・ アショ アは 、我が国 を取り巻く 安全保障環境 に鑑み、我 が

の 意思 を示す よう 求め る請願が 秋田市民か ら提出された ところであ りま

す 。過 疎と 少子化 によ る担い 手不足から 、存続の危機 に瀕してい るもの

国を 常時 かつ 持続 的に防 護できる よう、弾道 ミサイル防 衛能力の抜 本的

ず なが 現在ま で残 って いる証で すが、こう した県民の財 産を後世に つな

が少 なく ない から です。 建造物や 美術工芸品 などの有形 文化財や自 然に

な向 上を 図る必 要が あると して、一昨 年十二月に政 府が導入を 決定した

す。

比べ ると 、お祭 りな どの文 化は私たち 秋田県人にと っては余り に日常的

も ので 、この こと につ いては様 々な考え方 があると思 いますが、 秋田へ

ぎな がら 観光振 興等 に生 かすには、相 当の工夫 と努力が必 要だと思い ま

であ ったがゆえ に、その存 在価値を見 失ってきたの ではないで しょうか 。
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適正かつ 正確に調査 を進めるこ とが必要で あります。

と して います が、 まず は、県や 秋田市等から の要望等も 踏まえなが ら、

後 、国 では 、客 観的 なデータ に基づき検 証を行った 上で適否を 判断する

現時 点で 新屋演 習場 は配 備候補地 の段階であり 、三月末ま での調査終 了

省 では 、十月 下旬 から 地質測量 調査や電波 環境調査を 進めており ます。

の配 備計 画の問 題は 、住宅 密集地に近 接してい るということで す。防衛

した 行為 は絶対 に許 される べきではな いと思い ます。こう した行為をど

お り、 質の高 い行 政運 営には質 の高い統計が 不可欠と考 えており、 こう

中 立的 かつ 客観 的な データを 基本として 執行部の皆 さんと議論 を進めて

さんな 管理を続け てきた実態が 浮き彫りに されました 。我々地方 議員も、

割 で不 備があ った こと がわかり 、政策を司 る官僚がデ ータを軽視 し、ず

の不 正問 題には 愕然 としま した。この 不祥事に 端を発し、基幹 統計の四

の よう に受け 止め てい るのか 、地方行政へ の影響はな いのか、ま た、こ

れを 機に 本県 独自の 統計 調査の信 頼性とこれ までの調査 に対する検証 な

今 後、知事と しても、調査 結果に基づ いて講ずる 安全対策等 について、
防衛 省か らの 説明を 踏ま え一定の 時期に判断 されるもの と思いますが 、

次に 、県庁にお ける障害者 雇用のあり方 について伺 います。

どを行お うとしている のか、知事 の考えを伺 います。

ま ま何 も対策 もと らず に新屋演 習場に配備 するとすれ ば反対である 」と

これ までも 議員 活動 の根幹 の一つとして 障害者との 共生社会の 実現に

これ までの 県議 会で の答弁 やマスコミの 報道によれ ば、知事は 「現状の
述べ られ ており ます 。一 方で、地域住 民の様々 な不安への 理解を示し つ

関 心を 寄せ てきま した ので、 障害者雇用 水増し問題を 機に、改め て障害

先日 行われ た、 初の 国家公務 員障害者選 考試験の倍率 十倍超には 大変

つ 、「隣接す る県有地 を取得する意向 なら検討 する余地が ある」だと か、
めの 条件 を提示 して いるか のような発 言が報道され ております 。このよ

驚 きま した。 障害 者雇 用に関し 、県は段階 的に採用を 進め、徐々 に全体

者雇用 のあり方に ついて見直 す必要があ ると感じて おります。

う な報 道を見 聞き する たびに、 県民の間に は知事の本 音に対する 不安が

人数 を増 やした いと の方 針を示し ています。し かし、ただ 雇用率をク リ

「国 の中 枢施 設の 一部 を秋田に置 くこと」と いった、あ たかも設置 のた

広が って いるよ うに 感じ られます し、反対住民 からは、早 く反対の意 思

ア する ので はな く、秋 田県の 障害者雇用 を多面的に 捉えて、中 長期的な

採 用計 画を策 定す る必 要があろ うかと思いま す。障害者 雇用促進法 にお

表 示をすべき だといっ た意見も聞 かれます。
そ こで お尋ね しま す。イ ージス・ア ショア配備は 、関心の高 い問題で

務 づけ ている にも かか わらず 、知的、精神 の障害者に ついては多 くの自

いて は、 対象障 害者 を身体 障害者、知 的障害者 、精神障害 者と規定し義

ま た、 知事は 今議 会の 開会日に おける説明で 、防衛省に 対して申入 れ

治体 で排 除し ている 状況 がありま すが、仕事 を作り出す工 夫と環境を 整

もあるこ とから、改 めて知事の お考えをお伺 いします。
を行 うと 発言 しまし たが 、どのよ うな狙いが あり、現時点 で内容はど の

えることへの 怠慢が、 こうした現 状を容認し てきたよう に思えるので す。

県 庁に おける 障害 者雇 用の状況 と今後のあ り方について 、知事の御 所見

ような もの を考 えて いるの でしょうか。 知事の御所 見をお伺い します。
次に 、中央省庁 によるデー タ改ざんに関 連して、三 点伺います 。

を伺いま す。

次 に、県内に おける障害 者雇用の拡大 について伺 います。

はじめに、 地方行政 への影響等 についてで す。
昨 年八 月、 政府が 中央 省庁で雇 用する障害 者数の水増し を発表し、 こ

てい るの ですが 、手 帳は福 祉のための もので、必ず しも働く能 力を反映

法律 等で は、 雇用 者数に算 入する際に は障害者手 帳の所持を 原則とし

させる大 きな問題と なったのは記 憶に新しい ところであ ります。そ して、

し てい るもの とは 言え ないとの 識者の指摘 もあります 。知的、精 神の障

のこ とが 地方 自治 体にま でおよび 、障害者自 立支援政策 への信頼を 失墜
こ の問 題解決 もま まな らぬうち 、新年早々 発覚した政 府の毎月勤 労統計
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け て、 雇用 義務 の範 囲の見直 し、職業能 力の判定を 委ねる客観 的な機関

は客 観的 な基準 が必 要と の判断も 理解しますが 、こうした 問題発覚を 受

れ た人 が不本 意に 除外 されてし まうことも あるようで す。雇用に おいて

害へ の理 解が進 まな い社会 では、手帳 取得を敬 遠したり、軽度 と認定さ

え ていく必要 があろう かと思いま す。

いの です から、 地方 では 中長期的 なプランで外 国人材の受 入れ環境を 整

れ た受 入れ見 込数 につ いて、短 期的には都 市部と競争 しても勝ち 目はな

国人 と共 生でき るの かなど 、不安は尽 きません 。法律運用方針 で定めら

七月 に〇 ・二八 倍と 底を 突いた秋田県 における 有効求人倍 率が、昨年 四

リ ーマ ン・シ ョッ クによ る世界的な 景気後退 の影響で、 平成二十一年

はじめに、 外国人材の活 用について 伺います 。

次に、 人手不足へ の対応につ いて、三点伺 います。

準 備を 進め る必要 があ ろうか と思います が、いかがで しょうか。 都市部

移動 手段 等の地 方特 有の 課題、日本語 教育の環 境など、緊 迫感を持っ て

ら に、 資格研 修施 設や 実習場所 となる職場 、住居等の 環境整備に加 え、

ごと にきめ 細か く情 報収集 ・分析した上 で、受入れ の見通しを 立て、さ

立て をす る必 要があ ろう かと思い ます。県内 の人材不足 と言われる職 種

と はい え、昨 年十 二月議 会の総括審 査における県 当局の答弁 を聞いて

月 には 一・ 六倍と 過去 最高を 更新し、そ れ以降も一・ 五倍を超え る高水

での 充足 が一 通り 進め ば、その後 は地方間で の人材の奪 い合いが始 まり

の 創設 など、 障害 者雇 用の拡大 に向けて、国 に積極的に 提言してい く必

準で 推移 して おり ます 。実際、県 内でも厳し い就職難と いう状況か ら、

ます から 、秋田 での 労働環 境充実や受 け入れる人々 との触れ合 いなど、

いる と、 余りに も悠 長に構 えているよ うに感じ ました。外 国人材受入れ

企業 では 深刻な 人手 不足と 言われるま でに雇用情勢 は一変しま した。労

地 域の 魅力が 大切 な要 素となり 得ると思い ます。外国 人への情報 提供や

要性 もあ ろうか と思 います が、いかが でしょう か。知事の 御所見をお伺

働 者不 足とい う状 況を 踏まえ、 政府は外国 人材受入れ へと政策転 換し、

相談 を行 う一元 的窓 口設 置の見通 しと内容、県 が主導して 行う対策の 方

の ノウ ハウ、 業界 への 情報提 供など、基本 的な部分に ついては早 急に手

わず か半 年ほど で瞬 く間 に法案が 成立し、これ まで以上に 大量かつ新 し

向 性について 、知事の 御所見をお 示しください 。

い します。

い 在留 資格 で外 国人材 を日本 社会が受け 入れる日が 間もなく訪 れようと

こと にな りま した が、世 界規模の 労働者争奪 戦の中で、 今や金の卵 と言

な され るも のでし ょう か。短 期決戦で法 案成立に持ち 込み、門戸 を開く

す。 しか し、今 回の 法改 正によって、 魔法のよ うに労働力 不足の改善 が

う な地 方にお いて 、労 働力不足 は都会より も大きな問題 であると言 えま

く離れ 、気 候的 に不 利、加 えて賃金の格 差が歴然と している秋 田県のよ

てい くこ とに なるで しょ うから、 その詳細は 避けますが、 首都圏から 遠

れ 、さ らに今 後は 、受 け入れ る側の産業界 が運用上の 課題などを 指摘し

法改 正の問 題点 につ いては、 これまでも 国会や有識 者において 議論さ

数の 若者 が県外 へ希 望する 職を求める ことは仕方あ りません。 ここは、

出生 率低 下の 中に あって 、若者の 県内定着は 最も重要な 鍵ですが、 一定

環 境で は、 外国人 にも 選ばれ るわけがな いと思います 。労働人口 減少と

喫緊 に求 められ るこ うし た努力を怠り 、日本人 、県民も評 価しない労 働

動 、居 住環境 など 様々 な労働環 境の向上に 努めなければ なりません が、

争奪の フィ ール ドで 勝ち抜 くためには、 賃金、休暇 、福利厚生 、通勤移

住・ 定住 によ る人材 の流 入に活路 を見出す方 法もあります 。全国の人 材

で はあ りませ ん。 今あ る人的 財産の活用が 最も大事で あり、さら には移

県内 労働者 不足 を改 善する手 立ては、外 国人材を受 け入れるこ とだけ

次に 、女性と高 齢者の就業促 進について 伺います。

われ る外 国人労 働者 が、難 解と言われ る日本語の壁 を越えてま で率先し

特 に深 刻な人 手不 足に 陥ってい る建設、介 護、サービ ス、農業な どの職

して います。

て 日本 を選択 して くれ るのか、 長い間閉鎖 的と言われ てきた日本 人が外
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うで す。 県の新 年度 当初 予算でも 、公共事業に ついては前 年度より増 と

い、 その 結果を 踏ま え、昨 年十二月に 「防災・ 減災、国土強靱 化のため

建設 業に 関して は、 平成二 十九年九月 に開所した「 秋田県建設 産業担

な る九 百三 十八 億円 を確保し ており、県 土強靱化、 安全・安心 の基盤づ

域で 、女 性と高 齢者 の就業 促進を図る ことに的 を絞り込むこと も重要と

い 手確 保育 成セ ンタ ー」の活 動や、県内 各地域の建 設業協会が 主導する

く りに 対する 意気 込み が伝わり ます。今、ま さに国でも 来年度の公 共事

の 三カ 年緊急 対策 」を 取りまと め、集中的 に取り組む こととして いるよ

建 設女 子部会 の女 性ネ ットワー クの五組織設 立などの効 果もあり、 今春

業費 が議 論され よう として いますが、 三十年度 の補正予算 と合わせた、

思 いますが、い かがでしょ うか。

の県 内女 子高校 生の 建設業 就職が増加 している ことは非常 に喜ばしいこ

今 後の本県へ の予算配分の 見通しにつ いてお聞 かせくださ い。

地域 社会 の担 い手で ある建 設産業を維 持・活性化 させるため 、公共事

と です 。今後 は、 結婚 ・出産 ・育児で仕事 を離れる女 性への復職 支援に
つい ての 環境 を早急 に整 えていく ことが重要 だと思いま す。また、高 齢

様 々な 入札 不調対 策を 講じて いるものの 、依然として その発生割 合が高

業は十分 な額を確保し なければな らないと感 じますが、 一方で、昨年 は、

次 に、再犯防 止のための 就労支援につ いて伺いま す。

どま りし てい る地 域が あることか ら、今後も よりきめ細 かな対策が 求め

者の 就労促 進に 向け て、介 護、農業、建 設業などに おいて産業 機械やＩ

平成 二十 八年 十二 月に成 立した「再犯 の防止等の 推進に関す る法律」

られ 、こ れまで のよ うに入 札不調が頻 発することは あってはな らないと

災 害復 旧工事 が本 格化 したこと に加えて、 ほ場整備な どの農業農村 整備

に基 づき 、県に おい ても来 年度中に再 犯防止推進計 画を策定す ることと

思 いま す。特 に、 県民 の安心・ 安全な暮ら しに欠かせ ない身近な 除雪、

Ｃ Ｔの 導入促 進を 図る 必要があ ろうかと思 いますが、 女性や高齢者 の就

し てお ります 。我 が国 では、検 挙人員に占 める再犯者 の割合であ る「再

河川 の洲 ざらい など 小規 模な工事 を中心に、地 域で頑張っ ているＢ級 ・

事業が 集中的に実施 された影響 により、繰 越明許費が 大幅に増えま した。

犯者率 」が上昇し ており、安全 で安心して 暮らせる社 会を構築す る上で、

Ｃ 級の 格付 業者 が受注 できる 環境を整備 し、適正な 利潤を出せ るよう十

業促進 に向けた取組 について、 知事の御所 見をお聞か せください。

犯 罪や非行の 繰り返し を防ぐ「再 犯防止」が大 きな課題と なっていま す。

次 に、農業政 策について、 四点伺いま す。

分 な配 慮と対 策を すべ きと考え ますが、いか がでしょう か。公共事 業の

審 査に おいて 、犯 罪や 非行を した人の自立 や社会復帰 に協力する ことを

はじめ に、農家の 意識と経営 について伺い ます。

再 犯防 止にお いて 最も 重要なポ イントが、「 就労・住居 の確保」で す。

目的 とし て雇 用する 事業 主である 協力雇用主 に対して、優 遇措置の導 入

昨年十 二月 のＴ ＰＰ に続き、 今月一日から のＥＵとの ＥＰＡの発 効に

見通しと 入札不調へ の対策につ いて、知事の 御所見を伺 います。

をお願 いし てき たと ころで すが、こうし た制度の整 備に理解が 進み、公

よ り、 巨大な 自由 貿易 圏が誕生 し、国内農 業への影響が 懸念されて おり

これ まで も、建 設工 事総合 評価落札方 式におい ての加点と 入札参加資格

共 事業 に関連 する 建設 、農業、 林業での就 労者確保につ ながれば、 双方

ます 。振 り返り ます と、 民主党政権時 代の平成 二十二年十 月、菅元首 相

今で も思 い出 され ます。 一方、国 内では、い わゆる減反 政策や米の 直接

にメ リッ トがあ ると 考え ますが、いか がでしょ うか。社会 内処遇のた め
次に、 公共事業の 見通しと入 札不調への 対策について 伺います。

支払 制度 の廃止 、人 ・農地 プランに基 づいて農地集 積を進める 農地中間

の 所信表明演 説でＴＰ Ｐへの参加検討 を突然表 明し激震が 走ったこと は、

激甚 化した 災害 が全 国で頻繁 に発生する 時代です。こ うした災害 で明

管 理事 業の創 設な ど、 競争力強 化を旗印に 政策の大転 換が行われ てきま

に 必要な環境 整備と考 えますが、知事 の御所見 を伺います 。

ら かに なった 課題 に対 応するた め、国では 重要インフ ラの緊急点 検を行
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し て大 きな 変化 を与 えてきた ものと強く 感じており ますが、知 事の御所

独自 の施 策に取 り組 んで おり、私 としても、農 家の意識や 農業経営に 対

め の百 億円基 金を 創設 し、国策 転換の影響 緩和策や構 造改革を進 める県

した 。こ うした 変革 の時代 に、知事は 、平成二 十二年、農林業 振興のた

て 、実 際に どの よう に関係事 業を調整し 業務を推進 しているの か、お聞

効率 的か つ合理 的で ある と考えま す。県では、 ほ場整備の 実施に当た っ

と は承知してい ますが、ほ 場整備地区 内の事業 を一体的に推進 した方が 、

われ ます 。それ ぞれ の予算 の確保や事 業進捗の 違いなどの課題 があるこ

次に、財政 運営の方 針について 伺います。

かせ ください。

次に、主要 農作物種 子法廃止に ついて伺い ます。

佐 竹県政三期 目も残り二年 余りとなり 、来年度は 折り返しを 迎えます。

見を お伺いしま す。
昨 年四 月、日 本の 主要 農作物で ある稲・麦・ 大豆の種子 生産を都道 府

知事 は、 今議 会にお ける 所信で、 「県勢に見 えてきた明 るい兆しを確 か

事業 や、 生産 性の 向上 を図るため のＩＣＴ、 ＡＩの導入 に関する事 業な

県に 義務 づけ た「種 子法 」が廃止 されました 。これまで 都道府県の責 任

次に、 生産数量目 標配分廃止 への対応等 について伺 います。

ど、 様々 な分野 にお いて新 たな取組が 盛り込まれて おります。 一方で、

な上 昇基調 につ なげ ていく ため、全力で 取り組む」 と強い決意 を述べて

昨年 、半世 紀近 く続 いた米の 生産数量目 標の配分が廃 止され、作 付面

知 事は 、これ まで 健全 な財政運 営にも意を 用い、プラ イマリーバ ランス

で種 子の安 定生 産を 行って きたのですか ら、種子を 守る予算な どを危惧

積 はお のおの の経 営判 断に委ね られました が、一方で 、米価の下 落が危

の黒 字確 保や財 政二 基金 の残高維 持に配慮した 予算編成を 行ってこら れ

お りま す。新 年度 当初 予算案は 、まさにこ うした知事 の熱い思いを 実現

惧さ れた 米政策 改革 元年 となりま した。知事は 早くから、 市町村への 生

ま した 。し かし 、今回 の当初 予算案を見 ますと、歳 入において 、臨時財

す る向 きもあ るよ うで す。生産 者や農業団 体の中には 、想定以上に 危機

産 量の 配分 は行 わない と明言 されており ますが、県 内では、需 要に基づ

政 対策 債を含 めた 実質 的な交付 税が前年度に 比べて約五 十六億円減 少し

する ため の予算 であ り、 前年度と比較 して予算 規模は小さ くなってい る

い て増 産する ＪＡ や、 従来の方 法で農家へ配 分する市町 村など、地 域に

た影 響等 もあり 、財 政二基 金の取り崩 し額が約 二十三億円 増加し、三十

感が 強く 、一部 の道 県で は条例化の動 きが見ら れますが、 県のスタン ス

よっ て対 応は様 々で ありま す。三十年 産は、気 候の影響で 生産量が抑え

一 年度末の二 基金残高が目 標の三百億 円を下回 る見込みと なっています 。

も のの 、秋 田の未 来を 担う若 者の大いな るチャレンジ を応援する ための

ら れた ものの 、本 県は 全国上 位の増産県と 指摘されて おります。 今後の

今後も 、財源とな る基金が減 少する一方で 、社会保障 関係経費の 増加、

を 伺います。

県の 関与 と米 生産の 見通 し、併せ て県内一Ｊ Ａに向けた知 事のお考え を

農家 経営の 改善 に大 きく寄 与するほ場整 備等の農業 基盤整備に ついて

次に 、ほ場整備 事業と関係 事業との調整 について伺 います。

展 開し てい くこと はで きませ ん。厳しい 財政状況の中 、いかに財 政の健

人口 減少 対策を はじ め、 秋田の成長と 発展に向 けた様々な 取組を力強 く

財 政状 況の悪 化が 懸念 されます 。健全な財 政運営が継続 できなけれ ば、

大量の イン フラ の更 新等が 見込まれるこ とから、収 支不足の拡 大による

は 、実 施を 求める 現場 の声も 大きく、県 では手厚く予 算を配分し 、積極

全性 を維 持し 、必 要な財 源を確保 していくの か、財政運 営の方針に つい

確認したいと 思います 。

的に 推進 して おり ます。 大規模な ほ場整備計 画の地区内 には、河川 や道

て、知事 の御所見を お伺いします 。

次に 、スポーツ 振興につい て、二点伺 います。

路など公 共施設があ り、これらの 施設の改修 計画のほか 、園芸メガ 団地、
他 部局 や地元 自治 体等 が計画す る複数の事 業が存在す る場合も多 いと思

- 41 -

はじ めに、 高校 生ア スリート の活躍によ る地域活性 化について伺 いま
す 。昨 年夏の 甲子 園大 会で旋風 を巻き起こ した県立金 足農業高校 野球部

によ り伝 えられ てお ります が、私が適 地と考え る三カ所の候補 地につい
て 述べたいと思 います。

まず 第一 は、以 前に 一般質 問で提案し た下北手松崎 の農地です 。秋田

第 二は 、やは り八 橋運 動公園へ の現地改修で す。利便性 、環境、機 能

の活 躍に 、県民 は歓 喜に 包まれま した。甲子園 が持つ大き な影響力を 改

に 対す る再評 価と とも に先人 に対するリス ペクトが根 付いている 県民性

性は 言う まで もあり ませ ん。子供 たちや高校 生からシニ アまで利用率 が

駅 から 直線 で二 ・三 キロメー トル、徒歩 二十五分、 臨時バスの 運行の利

を誇 りに 思い ます。 また 、いずれ も全国屈指 の名将と言 われる指導者 や

非常 に高く 、市 民か ら絶大 に愛されてい ます。秋田 市が難色を 示す要素

め て感 じさ せら れま したが、 今回の大活 躍で、金農 を全国レベ ルの強豪

歴史によ って伝統校と 称されるま でになった 、秋田商業 高校サッカー 部、

で ある 第二球 技場 や健 康広場の 機能は、候 補地として 議論された川 尻町

便 性は 高く、 秋田 中央 インター チェンジ最寄 りという好 条件です。 私の

雄 物川 高校男 子バ レー ボール部 、能代工業 高校バスケ ットボール部 の年

大川 反の 秋田プ ライ ウッ ド本社敷地へ 、中長期 的にスポー ツエリアと し

校 へ育 て上げ た功 労者 、中泉監 督の恩師でも ある名将、 島崎久美元 監督

末年 始に おける 活躍 に最 大級の賛辞を 贈り、今 日が最終日 となってい る

て 整備 して はどう でし ょうか 。ここには 莫大な広さの 倉庫があり 、これ

周囲では 非常に評価 の高い場所 です。

ス キー イン ターハ イの 健闘を 称え、今後 の冬季スポー ツでの高校 生選手

をリ ニュ ーア ルし 、全 国でも類い まれなる屋 内スポーツ 施設として 活用

もメ ディ ア露出 が増 え、そ の人となり に関心が 高まったこ とは、指導力

の飛躍 にもさらに 期待したい と思います 。
る こと で本県 に関 心を 持つ人々 が増え、大 きなＰＲ効 果・経済波 及効果

す。 これ はあく まで イオ ンの開発 が前提条件と なりますが 、秋田市が 設

第 三は 、イオ ンが 開発 計画を持って いる外旭 川の農地の 隣接エリア で

できるの ではないで しょうか。

を産 むほ か、県 民に 感動 や勇気を 与え、地域の 活性化にも つながると 考

置を決めた外旭川の新駅からは三キロ程度、徒歩三十分、秋田北イン

こう した高 校生 アス リートの 活躍は、様 々なメディア で取り上げ られ

え ます 。本 県で は「ス ポーツ 立県あきた 」を宣言し ております が、改め

ター チェンジ最 寄りという条 件です。

この 三カ所 は、 いず れも駐車 場の課題は クリアでき る可能性が ありま

て スポ ーツが 持つ 地域 活性化の 可能性につい て、知事の 御所見をお 伺い
しま す。 併せて 、今 後の高 校生アスリ ートたち のさらなる 飛躍に向けた

シ ーズ ンがス ター トし ます。秋 田市八橋運 動公園陸上競 技場の暫定 改修

ブラウブリッツ秋田がＪ３リーグに参入して五年、いよいよ勝負の

次に、 スタジアム 整備につい て伺います。

に検 討を 進めて いこ うと しているのか 、知事の 御所見をお 聞かせくだ さ

か 。整 備構想 策定 協議 会での議 論や報告書 を踏まえ、県 は今後どの よう

い観点 から 適地 を検 討して いただきたい と思います が、いかが でしょう

に加 える 可能 性を示 唆さ れており ましたので 、この三カ所 も含め、幅 広

す 。知 事は、 これ まで 検討さ れてきた三カ 所以外にも 適地があれ ば検討

が秋 田市 との連 携で 間も なく完成しま す。県と 秋田市の御 理解と御支 援

い。

県 の支援策に ついてお知ら せください 。

に 心より感謝 を申し上 げたいと思いま す。

現代の若者 たちが抱 える不安の正体 は、「人 口減少」、 「超高齢化 」、

次に、 県民栄誉章 について伺 います。

ム整 備構 想策定 協議 会が、 最終的に候 補地となった 三カ所の中 からは特

「社 会保障の未 来」だと言 われており ます。知事や 私の年代の 人たちは 、

その ブラ ウブ リッ ツ秋田の 本拠地とし ての活用を 想定した新 スタジア
定 しな いとい う報 告書 をまとめ ました。現 候補地の一 長一短はメ ディア
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必要 なの は、地 道な 課題 解決への 支援だと思い ます。人口 減対策は、 社

ど ない のでは ない かと 思います 。現代の若 者たちの不 安を解消す るのに

学生 時代 に将来 の日 本の人 口減や年金 を不安視 し悲観的になっ た記憶な

（ 拍手）

こと を願 い、私 の質 問を 終わりま す。御清聴あ りがとうご ざいました 。

制 の拠 点へと 成長 し、 秋田県で はこのよう な悲惨な事 象が絶対起 きない

域と 言わ れる明 徳の 地で育 まれ、児童 や女性、 障害に関する福 祉相談体

県当 局の答弁を 求めます。

会 保障 、都 市政 策、 労働政策 などあらゆ る政策の連 立方程式で す。知事

が常 日頃言うよ うに、総合的 に数十年が かりの粘い 強い取組が 必要です。 ●議長 （鶴田有司 議員）

おはよ うございます 。工藤議員 の代表質問 にお答

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐竹 敬久 君）

もし も若 者たち に秋 田には 期待できな いと思わ れたら、悲 観の渦は大き
く なる ばかり でし ょう 。私は 、秋田の活性 化は若い世 代の活躍に かかっ

えを申 し上げます 。

まず、高齢 化対策でござ います。

ていると考えます。昨年だけでも、県民栄誉章を授与されたバドミン
トンの米 元小春さん、 田中志穂さ んのヨネタ ナペアと、 永原和可那さ ん、

高 齢に なって も元 気で活 躍すること は、地域 や経済の活 性化にもつな

がる こと から、 高齢 者の 健康づくりや 介護予防 の促進を図 るとともに 、

松 本麻 佑さん のナ ガマ ツペア、 金足農業高 校野球部な ど、秋田の若 い世
代の活 躍が秋田に勇 気や活力を 与えており ます。

家 、阿 部雅龍 さん に県 民栄誉章 を授与して はいかがで しょうか。 彼の目

めて 南極 点に到 達す る快挙 を成し遂げ た、秋田市出 身の三十六 歳の冒険

一般 ルー トに 比べ て難 しいといわ れるメスナ ールートで 日本人とし て初

医療 や介 護サー ビス の基 盤整備を 進めながら、 医療・介護 ・福祉のネ ッ

て も住 み慣れ た地 域で 最期まで 安心して暮 らすことが できるよう 、在宅

に伴 う県 民の不 安を 解消し ていくため 、療養や介護 が必要な状 態になっ

る仕 組み づく りに 取り 組んでまい ります。ま た、さらな る高齢化の 進行

交 流の 場の 創出や 、高 齢者自 らが地域福 祉活動の支え 手として活 躍でき

指す 最終 到達点 は、 誰し もが幼少 時代に教科書 で習った、 秋田の誇り で

ト ワー クの 構築 を推進 し、高 齢者一人一 人の状況に 応じた切れ 目のない

そ こで、最後 に知事に提 案したいこと があります 。今年の一 月十七日 、

あ る白 瀬矗 中尉 が果た せなか った足跡を たどり、世 界初となる 白瀬ルー

サー ビスの提供 を図ってまい ります。

次に 、本県 の認 知症 高齢者は 、国の研究 に基づき推 計しますと 、二〇

ト での 極点を 目指 すと いうもの です。夢を追 う男、阿部 雅龍のチャ レン
ジを とも に応援 した いと考 えますが、 いかがで しょうか。 知事の御所見

れて いま すが 、教 育立県 、子育て 充実立県を 標榜する我 が県では、 決し

小 学四 年生 女児の 両親 による 虐待死事件 、児童相談所 の対応が問 題視さ

いか らね 」と記 して いた 記憶も消えぬ うち、年 が明け、千 葉県野田市 で

か 五歳 の女児 がノ ート に「もう おねがいゆ るして

もう ぜったいや らな

ディア で取 り上 げら れてい る児童虐待の ニュース、 昨年、目黒 区でわず

ここ まで が通 告をさ せてい ただいた私 の質問です が、最後に、 連日メ

やそ の家 族の生 活を 支える ため、認知 症対応型通所 介護事業所 等の整備

高齢 者の 約四 分の 三が在 宅で生活 していると 推計される ことから、 本人

切 な診 療を 行える よう 、連携 強化を推進 してまいりま す。また、 認知症

等へ つな ぎ、鑑 別診 断に より治療方針 を定め、 地域のかか りつけ医が 適

な 活用 により 、認 知症 が疑われ る人を速や かに認知症疾 患医療セン ター

ら、認 知症 の早 期発 見・早 期受診のため 、初期集中 支援チーム の効果的

一七 ％か ら約 二〇％ に上 昇すると 見込まれて おります。こ うしたこと か

二 五年 には約 七万 一千 五百人 となり、高齢 者に占める 割合も、現 在の約

てあ って はなら ない ことで す。県が中 央児童相談所 などを包括 し秋田市

や サー ビスの 質の 向上 を図ると ともに、判 断能力の低 下により日 常生活

を お伺いしま す。

の 明徳 地区に 計画 して いる新複 合相談施設 が、県内で 最も高質な 文教地
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ます 。ま た、キ ャン パス が、二十 四時間いつで も留学生と 切磋琢磨し な

にグ ロー バルな 視点 で適応 する人材を 育成する ため、自然科学 系の科目

県で は、 秋田大 学の 高齢者 医療先端研 究センターの 運営を支援 してお

が ら自 己研 さん に励 む舞台と なるよう、 学びから日 常生活に至 るまでの

の支 援を 要する 人が 、成年 後見制度等 を円滑に 利用できる環境 の整備な

り 、健 康寿 命の 延伸 や認知症 などの高齢 者医療に関 する研究成 果を医療

環 境づ くりを 進め 、地 方都市秋 田だからこそ できる、徹 底した国際 教養

を 組み 込むな ど、 新た なカリキ ュラムの導 入に関する 検討を進め ており

機 関・ 関係団 体と 共有 しながら 、高齢化対策 の強化を図 ることにし てお

教育の実 践に取り組 んでまいり ます。

ど に努めてまい ります。

ります。

中、 秋田 明徳館 高等 学校 通信制課程の 生徒が柔 道個人で全 国優勝を果 た

習 ニー ズに応 えな がら 自立を目 指す教育活 動を推進し ており、こう した

本県 では、 定時 制・ 通信制の 高校において 、生徒一人 一人の多様 な学

まず、 秋田ならで はの教育で ございます。

組 を推 進し ており ます 。県と しましては 、こうした魅 力的かつ先 進的な

ロー バル な視野 を有 する 企業人材を育 成するな ど、教養大 ならではの 取

に 派遣 し、異 文化 交流 を積極的 に進めると ともに、県 内産業が求め るグ

える 」研修 を実 施し ている ほか、世界各 国からの留 学生を県内 の各地域

学ぶ 研修 」や 、小・ 中・ 高等学校 の教員を対 象とした「 英語で英語を 教

地 域貢 献につ いて は、 中・高生 や社会人を対 象とした「 英語で英語 を

す など、学業 と両立さ せた活躍を見せ ておりま す。一方、 Ｎ高等学校 は、

教養 大の 取組 を、 ここ 秋田から国 内はもとよ り、世界へ 発信できる よう

次 に、秋田の 魅力を生かし た取組につ いて。

約八 千人 の生 徒が 全国 で学ぶ通信 制高校であ り、動画サ ービスで知 られ

次に 、文化資源 の活用でご ざいます。

支援して まいります 。

業 や、 多彩な アプ リケ ーション を活用した 学習支援を 行っている ほか、

本県 は、 文化資 源の 宝庫と して知られ ており、四季 折々に県内 各地で

るＩ Ｔ企 業ドワ ンゴ を含む カドカワグ ループの企業 等と提携し た課外授
オッ クス フォー ドや スタ ンフォー ドといった海 外の著名な 大学とも連 携

開 催さ れる 伝統 行事な どへの 観光誘客を 進めてきた ほか、文化 の継承を

県内 を代 表する 伝統 芸能を 集めた「新 ・秋田の 行事」など を開催してま

す るな ど、 多様 な分野 でのユ ニークなエ リートの育 成を目指し た、全国
御提 案のあ りま した 、秋田な らではの特 色を生かし ながら、イ ンター

い りま した。 こう した 事業を 進める中で、 観光客から は、伝統芸 能やお

図 ると ともに 、多 くの 来場者に 秋田の文化を 楽しんでい ただけるよ う、

ネ ット を活用 し学 習で きる通 信制高校のあ り方につい ては、様々 な視点

祭り を鑑 賞す るだけ では なく、自 ら参加した いとの声も多 く寄せられ て

的に 注目を集め るグローバル な学校であ ります。

に立 った 研究 が必要 であ り、当面 は、Ｎ高等 学校及び各地 の類似校の 現

で きる 「お祭 り体 験ツ アー」を 実施するな ど、体験メニ ューづくり にも

おり、 来年 度は 新た に、県 外客が行事の 由来を学び 、担い手と して参加

次に 、国際教養 大学の取組 でございます 。

取り組む ことにいた しておりま す。

状を情報収集 してまい ります。
近年 、国際 社会 で活 躍でき るコミュニケ ーション能 力の修得を 特色と
き方針 の一つに教 育カリキュ ラムの改革 を掲げており ます。具体 的には、

と継 承し ながら も、 お祭り 等の運営に 工夫を加える ほか、洗練 された披

観光 資源 とし ても 際立つ 文化資源 を数多く有 しており、 伝統をしっ かり

本 県は、世界 的に高い認 知度を誇る秋 田犬や「男 鹿のナマハ ゲ」など 、

小規 模な 単科大 学の 強みを 生かし、過 半数を占める 外国人教員 による少

露 とな るよう 趣向 を凝 らし、各 行事のネッ トワーク化 を図ること により

す る大 学が 全国的 に増 加する 傾向にあっ て、教養大で は、今後目 指すべ

人 数教 育を推 進す ると ともに、 県立大と連 携しながら 、第四次産 業革命
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周遊 型・ 滞在型 観光 の振興 につながる よう、今 後、さらに取組 を強化し

毎月 勤労統 計を はじ めとする 国の基幹統 計は、国民 生活に直結す る各

次に、 イージス・ アショアにつ いてであり ます。

ま た、 こう した 国に よる不適 切な処理が 県の統計デ ータに大き な影響を

よう な不 適切な 統計 処理 が行われ ていたことは 極めて遺憾 であります 。

種 政策 立案や 学術 研究 等の礎と して常に正 確性が求め られており 、この

新 屋演 習場 を配 備候 補地とする ことについ て、防衛大 臣をはじめ 防衛

及 ぼす 可能性 は低 いと 思料され るものの、今 後、総務省 統計委員会 に新

て まいります。

省 幹 部 か ら の 県 や 県 議 会 、 地 域 住 民 等 に 対 す る こ れ ま で の 説 明 で は、

議員 御指 摘の とおり 、質の 高い行政運 営には質の 高い統計が 必要不可

たに 設置 された 「点 検検証 部会」での 審議等を 注視しなが ら、本県への

は、 防衛 省の より詳 細か つ地元の 心情を踏ま えた説明が 必要であると の

欠で あるこ とか ら、 本県の 統計調査にお いては、調 査員に対す る適切な

デー タに 基づく 具体 的な内 容に乏しく 、現段階 では十分な 説明がなされ

思い から、 国際 情勢 に対す る認識と見通 しや、弾道 ミサイル防 衛戦略の

指 導や 、調査 結果 への 厳正なチ ェックなど を行ってお り、適正に統 計処

影 響を見極め てまいりたい と考えてお ります。

合 理性 、配備 候補 地選 定の考え 方、時には 防衛省自ら は考えが及ば ない

理が行 われているも のと認識し ております 。

た とは 受け止 めて おり ません 。県としてこ の問題を検 討するに当 たって

地元 の安 全対策 等に つい て様々な質問 や指摘を してきたほ か、昨年十 二

るこ とが できる 社会 を実現 するために は、障害者そ れぞれの希 望や特性

次 に、県庁に おける障害 者雇用のあり 方でござい ます。

イー ジス・ アシ ョア の配備は 、我が国の 防衛政策上、 極めて重要 な問

を 踏ま え、安 心し て就 労できる 環境を整備 することが 重要である と考え

月 に原 田防 衛副大 臣と 面談し た際には、 これまでの歴 史を踏まえ 、国の

題 であ り、自 治体 の長 としての 立場から、 国内への配 備そのもの を頭か

てお りま す。県 では 、昨 年、障害 者の法定雇用 率を達成し ていなかっ た

障害 者が 、そ の能 力と適 性に応じて就 労し、地域 で自立した 生活を送

ら否 定す るもの では あり ません。 一方で、仮に 新屋演習場 へ配備され た

こ とを 踏ま え、 障害者 の非常 勤職員とし ての採用数 を増やすな どの対応

秋田に 対する基本 的な姿勢に ついて意見 を述べたと ころでありま す。

場 合、 県民 の健 康や安 全が確 保されるか どうか、地 域経済や地 域社会が

今後 、障害 者雇 用を 率先して 進める立場 から、法定 雇用率の達 成はも

をし ております 。

して の当 然の責 務で ありま す。こうし たことか ら、適地調 査終了後に予

と より 、来年 度の 職員 採用試 験においては 、知的障害 者や精神障 害者に

脅 かさ れるこ とは ない かといっ た点について 確認するこ とは、自治 体と
定 され ている 国の 説明 に対し て、秋田市と 連携しなが ら分析・検 討し、

も受 験資 格を 広げ、 その 特性に応 じた就業の 機会を拡大す ることにし て

ら、 障害者雇用 の拡大に着 実に取り組ん でまいりま す。

地域 住民 が不 安に感 じて いる様々 なリスクに どのように対 応するかな ど
防 衛省 に対す る申 入れに ついては、 本年度中 に実施すること にしてお

次に、県内 における 障害者雇用 の拡大でご ざいます。

おり、 障害 者が 安心 して勤 務できるよう 、職員の意 識の醸成を 図りなが

りま すが 、安全 ・安 心に 関する事項や 地元理解 の観点等を 中心とした 内

障 害者 雇用 の推進 に当 たっては 、障害の特 性についての 理解が重要 で

について、慎 重に見極 める必要が あると考え ております 。

容 にし たい と考え てお り、県 議会や通常 国会での議論 も踏まえ、 秋田市

容を 企業 側に説 明す るとと もに、採用 面接に同行す るなどきめ 細かな支

あり 、ハ ロー ワー クにお いては、 障害者それ ぞれの配慮 を必要とす る内

次に、中央 省庁によ るデータの改ざ んについ てでありま す。

援 を行 い、就 職後 も電 話連絡や 訪問を通じ て継続的に 定着支援を 実施し

とも協 議しながら 対応してま いります。
まず 、地方行政 への影響等 でございま す。
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要な 事項につい ては、国に対 して提案・ 要望してま いります。

あ り、 今後 、現 場の 声を踏ま え、まずは 全国知事会 での議論を 促し、必

組ん でき たとこ ろで あり ますが、 様々な課題が 生じている ことも事実 で

者雇用支援プロジェクトチームなどを通じて障害者雇用の推進に取り

てお りま す。県 では 、これ まで、県や 労働局な どで構成する秋 田県障害

職 面接 会等を 行う とと もに、県 においては、 シルバー人 材センター の一

ク にお いて 、企 業訪 問による 求人の掘り 起こしや、 高齢者に特 化した就

施す るこ とにし てお りま す。高齢 者の就業支援 については 、ハローワ ー

も に、 企業面 接会 や職 場実習な どのマッチ ング支援を 、来年度新 たに実

進す るた め、セ ミナ ーやＳ ＮＳを通じ た求職者 の掘り起こしを 行うとと

定の 業種 ・職種 につ いて就 業時間を延 長するこ とにより、 高齢者の就業

今後 、こ れま での介 護や建 設に新たに 農業を加え 、個別分野 ごとに人

次に、人手 不足への 対応でござ います。
能に 係る 制度 につい て、 国では、 この一月に 都道府県担 当者向けの説 明

材確 保のた めの 組織 体制を 整えるととも に、人手不 足が深刻な 分野にお

の 機会の確保 を図ってまい ります。

会を 開催し たほ か、 二月か ら三月にかけ て、全都道 府県におい て事業者

い て、 最新の テク ノロ ジーの活 用による機 器やシステ ムを導入する こと

外 国人 材の活 用に つい てであり ますが、新た な在留資格 である特定 技

等 を対 象に説 明会 を開 催するこ とにしてお り、県とし ては、内容の 把握

推 進員 が企 業に対 し、 多様な 働き方の事 例を紹介しな がら、柔軟 な勤務

によ り負 担軽減 を図 り、 高齢者の就労 拡大につ なげるほか 、働き方改 革

新 制度 の全 容はま だ明 らかにな っておりま せんが、施行 後は、受入 れ

形態 の導 入を 働き かけ るなど、女 性や高齢者 の就業を促 進し、企業 の人

に努め ているところ であります 。
を認 めら れた 分野 内で の転職が可 能になるこ とから、地 域間での外 国人

次に 、再犯防止 のための就 労支援でご ざいます。

手不足の 解消に取り 組んでまいり ます。

環 境や 生活環 境の 提供 が重要に なると考え ております 。このため 、各業

再犯 の防 止を図 るた めには 、就労や住 居の確保等を 通じて、社 会の中

材獲 得競 争が予 想さ れてお り、人材を 確保するため には、魅力 ある就業
界団 体と 庁内各 課か らな る連絡協 議会を今年度 中に開催し 、新制度の 情

建 設工 事の入 札参 加資 格審査の 優遇措置の導 入について は、社会的 要

に 「居 場所 」と 「出番 」をつ くることが 重要であり 、来年度、 法務関係

に 際し ての留 意点 や入 国審査 に係る手続等 についての 相談体制を 整備す

請へ の対 応と して、 障害 者雇用に 取り組んで いる企業に加 点評価を行 っ

報 共有 を図 ると ともに 、各業 界の具体的 な取組につ いて協議す ることに

ると とも に、 外国人 労働 者等への 生活全般に かかわる総合 相談窓口と し

ている もの の、 障害 者雇用 と保護観察対 象者の就労 を同一の観 点で捉え

機 関や 民間団 体等 と具 体的な施 策の検討を進 めながら、 県計画を取 りま

て、公 益財 団法 人秋 田県国 際交流協会に 設置されて おります秋 田県外国

る こと は難し いこ とか ら、保護 観察対象者 の就労支援に ついても、 建設

して おります。 また、外国人 材の受入れ を検討する 企業を支援 するため、

人 相談 センタ ーに 専門 相談員を 配置し、機 能拡充を図る ことにして おり

業だ けで はなく 社会 全体 で取り組むべ き課題と 認識してお ります。こ の

とめるこ とにいたし ております 。

ます 。さ らに、 外国 人材 の受入れにつ いて、市 町村との協 働会議を開 催

よ うな 中で 、まず は、 公共工 事の入札契 約制度等にお ける就労機 会確保

秋田 県行 政書士 会に 外国人 雇用サポー トデスク を設置し、 外国人の雇用

し 、各 種相 談・苦 情等 への対 応の充実や 住宅への入居 支援など受 入環境

の方 策に つい て、 再犯防 止推進法 の趣旨や他 の都道府県 の状況等を 踏ま

次に 、公共事業 の見通しと 入札不調へ の対策でござ います。

えながら 、具体的に 検討してまい ります。

の整備 を進め、共 生社会の実 現を目指し てまいります 。
次に、女性 と高齢者 の就業促進でご ざいます 。
女 性の 就業支 援に ついて は、結婚や 出産等で 離職した女 性の就業を 促
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にお いて も、防 災・ 減災 、国土強 靭化対策とし て約一兆円 が計上され 、

と 大幅 に増加 して いる ほか、先 般成立した 平成三十年 度第二次補 正予算

国の 平成三 十一 年度 の公共事 業費は、前 年度の約六 兆円から約七 兆円
実感し ております 。

ら ない 経営体 が増 加し ており、 農家の意識 も大きく変 わってきて いると

に取 り組 む農業 法人 、園芸 主体の営農 を目指す 新規就農者など 、米に頼

る一 千百 億円規 模と 見込ま れており、 今後、早 期発注に努 めながら、中

り 、新 年度予 算を 合わ せた公共 事業費全体の 予算規模は 、前年度を 上回

つ つも 、複合 型生 産構 造への 転換が確かな ものとなる よう、今後 とも、

いで はな かった と確 信して おり、米産 県として の確固たる 地位を維持し

「 米依 存から の脱 却」 を掲げて 推進してきた 構造改革の 方向性は、 間違

こ うした意欲 的な農家の 増加や、近 年の農業 産出額の動向を 見ますと 、

小 河川 の減災 対策 やほ 場整備 事業などを推 進するとと もに、道路 や港湾

農家の 生産意欲を 喚起しなが ら積極的な取 組をサポー トしてまい ります。

県 事業 へは 、国 費ベ ースで約 百十億円が 内示されて おります。 これによ

など の社 会資 本の整 備、 今後増大 する老朽化 対策につい て計画的に進 め

Ｃ 級業 者に対 して は、 一定規模 の発注量の確 保や工事の 平準化を図 るほ

の 見直 しな ど、 新たな 対策に ついても進 めてまいり ます。特に 、Ｂ級、

設部 と農 林水産 部が 連携 しながら 、発注計画の 早期公表や さらなる制 度

て 、建 設業協 会等 との 意見交換 などを通じ 情報共有を 図るととも に、建

る状 況で ありま す。 このた め、今後の 公共事業の円 滑な施工確 保に向け

級に 限ら ず、 Ｂ級 、Ｃ 級を対象と した工事に も入札不調 が散見され てい

三 十年 度の 不調発 生率 は、一 月末現在で 約一五％とな っており、 格付Ａ

越明 許費 の早期 設定 など の取組を進め てきたと ころであり ますが、平 成

ま た、 入札不 調対 策につ いては、こ れまで入 札契約制度 の見直しや繰

子生 産農 家と連 携し ながら 、県の責務 として種 子の安定供 給に努めてま

充 実し たとこ ろで あり ます。県 としましては 、今後とも 、関係団体 や種

に 加え 、新 たに 民間品 種を奨 励品種にす る手続を盛 り込むなど 、内容を

定し た要 綱によ り進 める ことにし 、種子法に定 められてい た全ての事 項

ま すが 、本県 では 、法 の廃止の 趣旨を踏ま え、条例に よらず、独 自に制

と考 えて おりま す。 また、 米産県の中 には条例を制 定したとこ ろもあり

開発 や種 子の 生産 ・供 給に向けた 取組を後退 させること は、あり得 ない

と 、種 子法 の有無 にか かわら ず実施して きたものであ り、今後も 、品種

供給 につ いて、 県で は、 産業政策とし て必要不 可欠である との認識の も

米 や大 豆は本 県農 業の基 幹作物であ り、その 生産を支え る種子の安定

次に、主要 農作物種子法 廃止でござ います。

か、 発注 時期や 工事 予定額 など発注計 画を早期 に提示し、 企業経営者が

い ります。

てまいり ます。

先 を見通すこ とができる環 境づくりに 努めてま いります。

た農 業構 造のま まで は、 いずれ立ち行 かなくな るとの思い から、県独 自

私 は、 グロー バル 化の進 展や米消費 量の減少 が続く中で、米 に依存し

行 って まい りまし た。 こうし た中、本県 の三十年産米 の作付面積 は、全

生協議会に対し、主体的に目安を設定できるよう、必要なサポートを

と を踏 まえ、 県で は、 県全体の 生産の目安 の提示にとど め、地域農 業再

次に、 生産数量目 標配分廃止 への対応等で ございます 。

の 農林基金を 創設し、 時には刺激的な 表現で農 家に危機感 を訴えなが ら、

国で 最も 増加 しま したが 、その一 方で、あら かじめ売り 先を決める 事前

次に、 農業政策で ございます 。

収益 性の 高い 複合 型生産 構造への 転換を推進 してまいり ました。そ の結

契約 数量 が拡大 し、 前年の 二倍の十八 万トンと全国 一位となっ たことか

米政策 の転 換に より 、経済原 理のもとでの 需給調整に 舵が切られ たこ

果、 メガ 団地等 の生 産拠点 の整備や、 日本一を目指 した産地づ くりが進

ら、 この増産は 一定の需要 が積み上げ られた結果と 受け止めて おります 。

まず、農家の 意識と経営 でございま す。

み 、米 以外の 生産 額が 拡大して いるほか、 大規模な野 菜生産や一 次加工
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もの が多 いなど 、様 々な 課題が見 えております 。国全体の 生産量が管 理

よ り、 締結時 期が 収穫 直前にな った集荷業 者や、価格 の取り決め がない

しか しなが ら、 契約 状況を見 ますと、長 年の生産調 整下での商慣 習に

克服 に向 けた施 策・ 事業 の強化を 図っており、 特に公共事 業をはじめ と

迎 える 「第三 期ふ るさ と秋田元 気創造プラ ン」の取組 や人口減少 社会の

に減 少し ている ため 、予算 規模が縮小 しており ます。一方で、 二年目を

財 政運 営に当 たっ ては、 ここ数年、 プライマリー バランスの 黒字を確

す る投資的経 費は、今 年度を上回 る予算を確 保しておりま す。

り 先を 確保し た上 での 生産が不 可欠であるこ とから、県 では、播種 前を

保し 県債 残高を 低減 させる とともに、 財政二基 金について も、豪雨災害

さ れて いな い中 で、 県産米の 需要と価格 を安定させ ていくため には、売
基本 に、 数量や 価格 を書面 で定める事 前契約を 推進すると ともに、売り

が あっ た平成 二十 九年 度を除 き、決算段階 では三百億 円台の残高 を維持

地方 交付税 の大 幅な 減少や 地域活性化対 策基金の枯 渇等により 、財政二

先 が定 まらな い米 は非 主食用 に誘導するな ど、確実な 需要に基づ いた米
なお 、県内 のＪ Ａを 一つに統 合する構想に ついては、 安定した経 営基

基金の取り崩しが増え、年度末の残高が三百億円を割り込む見込みと

して まい りま した。 しか しながら 、新年度は 、人口減少 等の影響によ る

盤 のも とで、 米を はじ めスケー ルメリット を生かした 戦略的な農産 物の

なっ てお ります 。今 後も 交付税などの 一般財源 確保が一段 と厳しさを 増

生産の 実現を目指 してまいり ます。

生産 ・販 売が可 能と なる ことから、農 業経営に とってメリ ットが大き い

種施 策・ 事業の 積極 的な推 進による税 源かん養に努 めるととも に、さら

す こと が予 想され 、こ れまで 以上に収支 均衡を保つこ とが困難に なるも

次に、ほ場 整備事業 と関係事業との 調整でご ざいます。

に 踏み 込んだ 歳出 の見 直しを行 うべく、行 政改革はも とより、徹 底した

も のと 認識 してお り、 農家の 理解を得る など丁寧に手 順を踏みな がら、

本 県農 業の競 争力 を高 め、成長産業 にしてい くためには 、生産性の 向

効果 検証 を踏ま えた 事業 の絞り込 みや重点化、 民間企業や 各種団体、 県

のと 考え てお りま す。 このため、 将来を見据 えて三期プ ランに掲げ た各

上が 不可 欠であ るこ とか ら、県で は、ほ場整備 と農地の集 積・集約化 、

民 との協働等 を進めて まいります 。

是非と も成し遂げ ていただき たいと考え ております 。

園 芸メ ガ団 地の 育成を 三位一 体で進める 「あきた型 ほ場整備」 の推進に

最も 重要 な基盤 であ るとの 認識のもと 、次の世 代に負担を 先送りするこ

今 後も 厳しい 財政 状況が 見込まれる ことから、健 全財政が県 政推進の

この ような 中、 ほ場 整備実施 地区におい て、道路や 河川改修等 の事業

と なく 一定の 財政 規律 を維持 し、限られた 財源の中で 最大の政策 効果を

力を 入れている ところであり ます。
計 画が ある場 合に は、 それぞ れの効果が適 切に発現で きるよう、 関係機

発揮で きるよう、 全庁を挙げ て取り組んで まいります 。

県で は、県 教育 委員 会及び 県体育協会と の緊密な連 携のもと、 高校生

性化 についてで あります。

次に、 スポ ーツ 振興 について 、高校生アス リートの活 躍による地 域活

関と 綿密 に協 議しな がら 進めると ともに、進 捗状況の違い から同時期 に
事業が 実施 でき ない ときに は、事前に必 要な用地を 確保するな ど、お互
い の事 業に支 障を 来さ ないよう 努めており ます。県とし ましては、 今後
とも 関係 事業と の調 整を 十分に図りな がら、で きる限り現 場の要望に 応
次に、 財政運営の 方針でござ います。

金足 農業 高等学 校の 準優勝 をはじめと した高校生ア スリートの 活躍は、

これ まで 取組 を進 めてき たところ であります 。昨年夏の 甲子園にお ける

も 含めたジュ ニア層の 強化を本県にお ける競技 力向上の大 きな柱とし て、

当初 予算案 にお いて は、中小 企業向けの 制度融資事業 が、いわゆ る危

県 民の 元気に つな がる ことはも とより、国 内外に「秋 田」を強く 印象づ

え られるよう 、ほ場整 備を積極的に推 進してま いります。

機 対応 から平 時モ ード に移行し たことによ り金融機関 への預託額 が大幅
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け、 本県 のイメ ージ アップ や認知度の 向上に寄 与するなど、地 域の活性
化 に大 きく貢 献で きる 可能性を 持っている と考えてお ります。昨 年から
の流 れを しっか りと 持続 し、今後 とも高校生ア スリートが 全国や世界 の
舞台で活躍できるよう、これまでの取組に加え、運動部活動アドバイ
ザ ーを 拡充す るな どに より、ジ ュニア層から の一貫指導 体制の充実 ・強
化を図っ てまいりま す。

●議長（鶴 田有司議員 ）
暫 時休憩いたし ます。
午前十一 時十八分休 憩

三十一番 工藤議員の 質問は終わ りました。

二

番

番

石

川

加賀屋

俊比古

徹

千 鶴子

午後一 時再開

司

四

本

四 十名

彦

杉

員
井
清

番

議
薄

方

六

信

席
番

吉

太

藤

出
一

番

雄

佐

次 に、スタジ アム整備でご ざいます。

三

佐 々木

番

先般 、「 新ス タジア ム整備 構想策定協 議会」にお ける議論が 終了し、

番

八

正一郎

五

太

藤

基本 的な方 向性 や詳 細な調 査結果が示さ れた報告書 が提出され たところ

健

佐

一

敏

悦

寛

喜

木

番

鈴

十

番

里

晃

七

麻

正

で あり ます。 報告 書に は、議論 の過程で指 摘された様 々な課題につ いて

藤

原

加

小

番

十 二 番

九

人

も明 記さ れてお り、 来年 度は、スタジ アム整備 に向けて、 秋田市とと も

茂

浦

策

三

雄

十 一 番

川

に 、より掘り 下げた検 討を進めていき たいと考 えておりま す。

今

谷

十 四 番

沼

純

十 三 番

浩

また 、建 設場 所に ついて 、八橋運動公 園が適地で あるという 意見が多

武

雄

橋

木

彦

髙

鈴

晴

二十 一番

北

十 六 番

十 五 番

山

洋

二十三番

原

田

勝

大

数を 占め たもの の、 それぞ れに課題が あると指摘し ており、ま ずはそう

平

孝

二 十五番

石

谷

健一郎

ひ とみ
東海林
雄

英

二十八番

土

藤

賢一郎

川

十 七 番

藤

博

聡

三 十 番

近

藤

正

石

し た課 題につ いて 解決 の道筋が 見通せるか どうかを、 しっかりと 見極め

十 九 番

佐

下

一

三十 二番

佐

田

司

十 八 番

てま いり たいと 考え てお ります。 こうした検討 の上で、そ の他の候補 地

二 十二 番

竹

口
英

範

三十四番

柴

口

有

司

文

の 要否 につ いて 、秋田 市とと もに十分に 協議し、方 針を決めた いと考え

二 十四番

田

浦

嘉

一

三 十七番

川

田

康

博

てお ります。

二十 七番

三

藤

鉱

明

三十九番

鶴

林

原

最後に、県 民栄誉章 でございま す。

二 十九 番

工

藤

隆

衛

四十一番

北

菅

こ のた びの日 本人 未踏 のメスナ ールートによ る南極点到 達を果たし た

三十 一番

加

松

美恵 子

四十 三番

正

阿部 雅龍 さん とは、 先日 お会いし 、南極点到 達の報告やそ こに至るま で

三十三 番

小

関

一

丈

の御苦 労な どに つい てお話 を伺ったとこ ろであり、 夢の実現に 向かった

三 十五番

大

田

洋

林

努力する姿に、秋田の明るい希望を感じたところでございます。阿部

三十 八番

小

木

子

さん から は、今 回の ルー トでの南極点 到達は一 つの成果で あるものの 、

四 十 番

鈴

幸

よ り難 しい 白瀬ル ート での南 極点到達を 次の目標とし てさらに頑 張って

四十 二番

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

まい りた いと の決 意を伺 ったとこ ろであり、 まずは、県 民とともに 阿部
さんのこ れからの挑 戦を見守り、 応援してま いりたいと 考えており ます。
以上 でございま す。
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休憩前に 同じ
●議長 （鶴田有司 議員）

休 憩前に引き続 き会議を開 きます。

日程 第一、 一般 質問 を継続 いたします。 二十九番三 浦議員の発 言を許
し ます。
会派みら いの三浦英一 です。今回 、会派を

【二十九 番（三浦英 一議員）登 壇】（拍 手）
●二十 九番 （三浦 英一 議員）
代 表し て質問 の機 会を 与えてい ただいたみ らい会派議 員はもとよ り、先
輩、同 僚議員の皆 様に心より感 謝を申し上 げ、質問さ せていただ きます。
は じめ に、 新た な時代 に向けた 展望につい て、知事に お伺いします 。
今 年は、 四月 三十 日に天 皇陛下が御 退位なされ、 五月一日に は皇太子
殿下 が新 天皇に なら れます 。それに伴 いまして 、新元号となり ます。こ
の 重要 な節目 の年 とな る二〇 一九年以降を 見据えた展 望について であり
ます が、 知事 は、平 成二 十一年四 月の就任以 降、これまで 、元気な秋 田
づくり や健 康寿 命日 本一への 挑戦、人口 減少問題の 克服など、 県政の重
要 課題 の解決 に向 けて 、「ふる さと秋田元 気創造プラン 」に掲げる 施策
を一 つ一 つ具体 的な 取組と して事業化 し、必要 な予算を我 々議会に提 案
してまいりました。プランがスタートした平成二十二年は、リーマン
ショ ック に端 を発 した世 界的規模 の金融危機 に対し、国 の財政・金融 政
策に 歩調を 合わ せ、 本県も 経済・雇用 環境の改善に 向けた緊急 経済対策
に 、知 事が先 頭に 立っ て全力を 挙げて取り 組んだ時期 であります。 一方
で、 人口 減少・ 少子 高齢 化の急速 な進展という 、まさに本 県固有の課 題
に 対し ては 、航 空機や 自動車 など、成長 分野と言わ れる産業の生 産拠点
を 形成す る取 組を 行う など、経済 ・雇用を牽 引する産業 戦略に取り 組ん
でき まし た。ま た、 農業の 面では、地 域農業を 牽引する競争力 のある経
営 体の 育成を はじ めと して、県 内の園芸振 興をリード する園芸メ ガ団地
の整 備、 県産 牛の新 たな ブランド づくり、枝 豆日本一など 、オール秋 田

体制 で生 産・販 売対 策に取 り組んでき ました。 本格的に到来す る超高齢

化 社会 に対し ては 、高 齢者や障 害者はもと より、県民 全てが安心 して医

療・ 介護 サービ スを 受け られる環 境の整備に取 り組むなど 、安全・安 心

な セーフティ ネットの 構築に力を 注いできま した。

一 方で 、人口 減少 という 本県の最重 要課題に対し ては、真正 面から向

き合 い、 それを 克服 するた めの施策を 次々と打 ち出してお ります。若者

の 出会 いや結 婚支 援に 対し行 政が積極的に かかわりを 持つほか、 子育て

世帯 の経 済的 な負担 を軽 減し、全 国トップレ ベルの子育 て支援策を打 ち

出す など、 県民 一体 となっ た少子化対策 を進めてき ました。こ うした本

県 の人 口減少 ・少 子化 に歯止め をかける施 策は、一朝 一夕には成果 が出

るも ので はあり ませ んが 、何もせず現 状に甘ん じることで は一歩も前 に

は 進み ませ ん。交 流人 口を増 やすための 取組、本県の イメージア ップの

ため の観 光地 づく り、 官民が一体 となった誘 致宣伝活動 や受入態勢 の整

備、 さら には、 外国 人宿泊 客を増やす ためのインバ ウンド対策 にも力を

入 れて きまし た。 これ まで進め てきた、こ れら経済、 農業、福祉 、観光

で掲 げる それぞ れの 取組 は、プラ ンで描かれた 「十年後の 秋田の姿」 の
実 現に向けた ものであ ります。

平 成三 十年は 、国 立社会 保障・人口 問題研究所の 推計で、こ れまでの

想定 を上 回るペ ース で人口 減少が進行 するとさ れたことに 衝撃を覚え、

全 国一 の人口 減少 県と なる本 県が、ふるさ と秋田を守 るため、こ れから

何を すべ きか を改め て考 えさせら れた年でも あります。現 行三期プラ ン

は、本 県の 理想 的な 将来像 とする「高質 な田舎」を 思い描き、 十年後の

秋 田を 、未来 に向 かっ て果敢に 挑戦を続け る「時代の変 化を捉え力 強く

未来 を切 り拓く 秋田 」と して、その実 現を目指 し取り組む としており ま

す 。ま さに 、そこ で具 体像と している、 「人口減少が 抑制され、 地域で

安心 して 暮ら せる 秋田」 、「産業 競争力が強 化され魅力 ある雇用が 創出

さ れ る 秋 田 」 、 「 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク が 確 立 し 交 流 が 拡 大 す る 秋 田 」、

「県民が健康に生き生きと暮らし、多様な人材が育つ秋田」、そして
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高齢 者の 労働参 加を 高める 取組、第四 次産業革 命の技術革新に よる生産

集中 する ことで 生じ る様 々な弊害 を解消するた め、地方に 移住したい と

「安 全・ 安心で 暮ら しやす い秋田」は 、いずれ も県民誰もが望 む「元気
私は 、新 たな年 度か ら、こ の秋田をさ らに元気にす る改革の年 として

希 望し てい る方 の経 済的負担 を少しでも 解消しなが ら、地方へ の人の流

性 の向 上の取 組を 来年 度行うと しておりま す。加えて 、東京圏に 人口が

い ただ きた いの であ ります。 知事には、 新たな時代 の幕開けに 当たり、

れ をつ くる仕 組み をつ くり、地 方の人手不足 の解消と人 づくりを推 進す

な 秋田」であり ます。

経 済、 農業、 福祉 、観 光のいず れにおいても パワーアッ プできるよ うな

る取 組を 、地方 創生 ・地域 活性化の一 つとして 政府予算案 に盛り込んで

人口 減少対 策、 地域 経済の 活性化に取り 組むことが 、今まさに 求められ

応し 、知 恵と 工夫と マン パワーを 最大限生か しながら、 より踏み込ん だ

お りま す。本 県に おい ても、 こうした国の 地方創生の 取組にしっ かり呼

展望をお 聞かせ願え れば幸いで あります。
次 に、 新年度 当初 予算 案につい ての知事の考 え方につい てお伺いし ま
す。
現在 の「第 三期 ふる さと秋田 元気創造プラ ン」は、平 成三十一年 度が

そこで 、新年度の当 初予算案に 関して、知 事にお伺い します。

てい るのではな いでしょう か。

果や 見え てきた 課題 を踏 まえながら、 知事のリ ーダーシッ プのもとで 、

は じめ に、 本県が 置か れている 現状に対す る認識と重点 的に取り組 む

二 年目 の年と なり ます が、来年 度は、これ まで取り組 んできた事業 の成
さ らに アク セルを 踏み 込んで いく時期で あります。本 県の抱える 最重要

少 など により 、財 政状 況は依然 厳しく、社会 保障経費も 右肩上がり で増

し 、近 年は 県税 収入の 伸びが 見られるも のの、実質 的な地方交 付税の減

に起 きた リーマ ンシ ョッ クを端緒 とした急激な 景気の落ち 込みから回 復

け た踏 み込ん だ対 応が 求められ ます。一方 で、県財政 は、平成二 十年秋

果が 出て くるの を待 っては くれません 。これまで以 上に、課題 解決に向

少を どう 克服す るか 、その ための施策 をどのよ うに打って いくかといっ

政 運営 を舵取 りす るた めの羅針 盤であり、県 の最重要課 題である人 口減

し て取 組の 実効 性を確 保する ために何が 必要かを盛 り込んだ、 いわば県

えて 、こ れを四 年間 でど のような 戦略を持って 取り組んで いくのか、 そ

新 や産 業動向 など 、「 時代の潮 流」を見据 え、現状と 課題をしっ かり捉

第三 期プラ ンは 、プ ラン策定 当時の国内 外の社会経済 の情勢、技 術革

施策の 方針につい てでありま す。

えて いく 中にあ って 、ここ 数年は政策 経費で三 〇％もの歳 出削減を行い

た 内容で取り まとめた、県 政運営の指 針であり ます。

課題 であ る人 口減 少・ 少子高齢化 は、決して 立ち止まっ て県の施策 の効

な がら 、いわ ゆる 県の 貯金で ある財政二基 金を取り崩 して予算を 立てて

人 口減 少・少 子高 齢化 をはじめ として、「 稼ぐ力」を高 める産業振 興、

分理解してお りますが 、一方で、 行政は、本 県が抱えて いる様々な課 題、

進ん でい る本県 にお いて は、こうした 現実を冷 静に受け止 めつつも、 社

状況にあります。全国の趨勢を上回るスピードで人口減少・高齢化が

月には 九十 八万 人を 割り込 むなど、その 後も減少に 歯止めがか からない

本県 人口 は、 平成二 十九年 四月に戦後 初めて百万 人を割り、昨 年十一

働く 場の 確保や 人づ くり 、地域防災力 の強化を はじめとし た安全で安 心

会 情勢 や環 境変化 、住 民ニー ズなどをし っかり捉え、 人口減少社 会の克

いる のが 現状 であり ます 。県財政 がこうした 厳しい状況に あることは 十

な 環境 づく りなど 、一 つ一つ 政策課題を 着実に解決し ていくため の知恵

服に 向け た取 組を 重点的 に、かつ 時機を逸す ることなく 行っていく 必要

そ こで 、平成 三十 一年度 の当初予算 編成に当 たり、知事 は現状をど の

があると 考えます。

と工夫 、そして強 い意思が求 められるの ではないでし ょうか。
国は 、進行 する 少子 高齢化と 全国的な人 手不足の中に あって、日 本経
済 が潜 在的に 持っ てい る成長力 を引き上げ ることを狙 いとして、 女性や
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い った 施策に 軸足 を置 いたので しょうか。 知事の考え をお伺いし ます。

ように認識し、また、本県における様々な課題の解決に向けて、どう

を 活用 した省 力低 コス ト技術に よる「スマ ート農業」 の実証を行 うもの

は、 生産 性の向 上を 図り、 労働力不足 に対応す るため、最新の ＩＣＴ等

込み がな い状況 では 、人口 減少社会の 克服という本 県の最重要 課題への

齢化 が進 み、 経済 の先 行きが不透 明な中で、 県の歳入が 大幅に増え る見

な ると 考え られま す。 景気は 緩やかに回 復するとは言 うものの、 少子高

基金 の取 り崩し をし 、今 後の財政運営 は、これ まで以上に 厳しいもの に

で 実質 的な地 方交 付税 も大きく 減少するこ ともあり、 百億円近い財 政二

ら 耕運 機やト ラク ター といった 農業機械に よる作業へ と移行して おりま

どう かと いいま すと 、例え ば、土づく りは、くわや すきによる 手作業か

歩に よっ て形 態も 機能 もガラリと 変化してき ております 。農業分野 では

機 はパ ソコ ンに、 さら にはパ ソコンから タブレット端 末にと、技 術の進

を劇 的に 変えて きま した 。例えば、固 定電話は 無線の携帯 電話に、計 算

こ れま で、産 業機 械やＩ Ｔ技術の発 達は、私 たちの暮ら しや生活様式

であ りま す。「 スマ ート 農業」と は、ＩＣＴ、 いわゆる情 報通信技術 を

対 応を 着実に 進め 、多 岐にわた る行政課題 にきめ細か く対応して いくた

すし 、作 物の収 穫は 、そ の種類に 応じた専用の 機械が用い られており ま

次に、 財政運営の 基本的な方針 について伺 います。

めに も、 的確な 財政 見通 しをもっ て、財政規律 の維持を前 提とした適 切

す 。ま た、 収穫 作物の 運搬も 、車やコン ベアーの導 入が当たり 前となっ

農 業分野に活 用するな どした、い わば次世代 型の農業のこ とであり、 今、

な 財政 運営 を行 ってい くこと が重要であ ると考えま す。知事は 、今回の

て おり ます。 「ス マー ト何々」 という先進技 術を利用し た取組は、 様々

本 県の 財政 状況 は、 先ほども述 べたとおり 、毎年度、 政策経費を はじ

予 算編 成にお いて 、ど のように 財源を確保し 、また、今 後、どのよ うな

な分 野で 進めら れて おり、 製品やソリ ューショ ンも多々存 在しておりま

大き な注目を集 めております 。農林水産 省は、この 「スマート 農業」を、

方針をも って財政運 営を行って いくのか、お 伺いします 。

す 。ス マート フォ ン、 スマー トウオッチ、 スマートス ピーカー、 スマー

め とし た事業 経費 の縮 減を行い ながら、財政 調整基金と 減債基金の 二つ

次 に、「スマ ート農業」に ついてお伺 いいたしま す。

トホームに加え、さらには、こうしたデバイスを活用したスマートコ

「ロ ボッ ト技術 やＩ ＣＴ等 の先端技術 を活用し 、超省力化 や高品質生産

県は 、こ のた びの新 年度当 初予算案に おいて、「 新時代を勝ち 抜く攻

ミュニ ティ とい う言 葉さえ も生まれてき ております 。そうした 中、「ス

の基 金を 、平成 三十 年度は 七十六億円 、骨格予 算であった 平成二十九年

めの農 林水 産戦 略」 として 、「秋田の農 林水産業を 牽引する多 様な人材

マ ート 農業」 は、 特に これまで ＩＴやＩＣ Ｔといった技 術と余り縁 がな

等 を可 能にす る新 たな 農業」 としており、 海外では、 「スマート アグリ

の 育成 」や、 「農 林水 産物の高 付加価値化 と国内外への 展開強化な どに

いと 思わ れがち だっ た分 野であるだけ に、その 可能性に大 きな期待を 抱

度 は、 六月補 正後 で九 十六億 円もの基金取 り崩しを行 って予算を 立てて

向け た数 々の目 玉事 業を 打ち出してお り、県内 の農家や農 業法人も、 今

い てし まう のは私 だけ ではな いはずです 。私が考える 「スマート 農業」

カル チャ ー」 、「ス マー トアグリ 」、「アグ テック」な どとも呼ばれ 、

後 の県 の施 策の展 開に 大きな 期待を寄せ ているものと 推察いたし ます。

の目 的は 、そ の一 つには 、農作業 における省 力・軽労化 であると思 いま

いる のが 実態 であり ます 。来年度 は、これま で大型の事 業などの財源 と

この うち 、本 県農 業の成 長に向け 収益性の高 い複合型生 産構造への 転換

す。 本県 の農業 の現 状は、 個々の農家 の高齢化が進 み、深刻な 労働力不

我が国よ りも一足先に 導入してい る国が多く あります。

を加 速す る取組 とし て、来 年度、新た に「スマート 農業加速化 実証プロ

足 に陥 ってお りま す。 そうした 課題を、Ｉ ＣＴを活用 して解決し ていく

して きた地 域活 性化 対策基 金もいよいよ 底をつき、 人口減少な どの影響

ジ ェク ト事業 」を 実施 すること としており ます。この プロジェク ト事業
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ます 。従 来は大 規模 農場 や食品工場な どでしか 使われてこ なかったこ れ

の 選別 や箱詰 めを する ロボット など、目的 用途により 様々な種類が あり

を担 うドロ ーン もあ ります し、また、作 物の自動収 穫や、収穫 した作物

メラ やセ ンサ ーを搭 載し て分析に 活用するロ ボットもあ れば、農薬散 布

に より 自動化 する こと が挙げ られます。ロ ボットと一 言で言って も、カ

自動 操縦 技術に よる 省力化 を図ること や、収穫 作業などを ロボット技術

実 際の 「スマ ート 農業」 の取組の例 として、例え ば、農機ロ ボットの

で きる よう にもな って いくで しょう。何 より、農業の ノウハウや 技術を

穫や 積み 下ろし など の作 業も、アシス トスーツ などを使っ て負担を軽 減

作 業や 危険な 作業 から 人間を解 放してくれ ます。人力 でしか賄えな い収

に導 入され れば 払拭 されて いくことでし ょう。作業 の自動化は 、きつい

農業 イコ ール 「きつ い」 というイ メージも、 「スマート 農業」が本格 的

従 来よ りもき め細 やか な栽培 が実現できる ことであり ます。これ までの

も行 える ように なる ため、 生産量も増 加します し、人件費 もかからず、

で 人員 的に広 げら れな かったほ 場の規模を拡 大でき、ま た、複数の 作業

上を 図る ことが 可能 になる など、本県 の基幹産 業である農業の あり方や

ら のロ ボッ トが、 将来 的には 、より安価 に、一般の農 家レベルで も使え

デー タ化 する こと で、 経験のない 人でも農作 業が可能に なります。 初心

こと がで きるか もし れない のです。も う一つに は、新規就農者 への栽培

るよ うな 、導 入コ スト の低減も進 んでいくこ とになるこ とでしょう 。こ

者で あっ ても、 農業 に取り 組みやすく なるのです。 コンピュー ターによ

働 き方 は、大 きく 変わ っていく でしょう。 農家が「ス マート農業 」を導

のよ うな ロボッ ト技 術の開 発が進めば 、二十四時間 三百六十五 日稼働す

る 調整 や計算 を行 うた め、経験 によるノウ ハウは必要 なくなり、 誰でも

技 術の 継承で あり ます 。跡継ぎ や農業を継 承する人材 が不足する 中、こ

る こと も夢で はな くな り、生産 性の向上は もちろんの こと、市場 規模の

品質 や収 益性の 高い 農作 物を栽培 できるように なります。 野菜を売る こ

入す るメ リット とし ては 、先ほど 申し上げたよ うに、人が 操作しなく て

拡大 も見 込める ので あり ます。そ して、究極的 には、人間 が行う作業 を

とがもうかる仕事だという認識の転換や、「きつい・汚い・危険」と

れま で家 族内で 行わ れて きた農業 技術の承継が 、「スマー ト農業」に よ

全 てロ ボッ トが 肩代わ りする という世界 も実現でき るのです。 さらに、

い った マイナ スイ メー ジを持た れがちな農業 からの脱却 も、「スマ ート

も 自動 で作 業可 能な ロボット により長時 間の作業が 可能になり 、これま

実 作業 だけで はな く、 人間しか できなかった ような判断 や選別とい った

農業」の 普及が鍵を 握っている のであります 。

り システム化 され、よ り効率的に 行うことが できるように なります。

部分 も、 ＡＩ、 すな わち人 工知能と組 み合わせ ることで、 ロボットに任
高齢 化の 進展 が著し い秋田 県の農業に とって、こ うした「スマ ート農

の時間 がか かる とは 思いま すが、既に世 界中で「ス マート農業 」の導入

た夢 物語 では 決して あり ません。 一般の農家 にまで普及す るのには多 く

こ こま で語っ てき たよ うな「ス マート農業」 は、理想だ けを追い求 め

業」に よる ロボ ット 技術の 活用と導入、 そして普及 は、是非と も必要な

事 例が あるの です 。ス マートア グリ先進国 と言われるオ ランダは、 「ス

せ る取組も進 んでいくこと でしょう。

も ので あると 思い ます 。知事は 、本県にお ける「スマー ト農業」の 今後

マー ト農 業」を 語る とき に必ず一例と して挙げ られる先駆 的な国であ り

と、 日本 の七 分の 一以下 の規模な がら、農産 物の輸出額 はアメリカ に次

の姿 をど のよう に思 い描 いているでし ょうか。 また、その 導入や普及 に
この よう な技 術を 利用する ことで、ほ 場の環境や 作物の生育 状態など

ぐ世 界第 二位の 農業 大国で あります。 そのオランダ の農場では 、スマー

ま す。 オラ ンダは 、耕 地面積 は日本の四 分の一、農業 人口は四十 三万人

をデ ータ 等で見 える 化し、 担い手の確 保・育成が課 題となって いる現状

ト フォ ンやタ ブレ ット を使うた めのインフ ラが整備さ れ、作物の 生育状

当 たっての課 題をどの ようにお考えで しょうか 、お伺いし ます。

に おい ても、 農家 の肉 体的な負 担を解消し ながら作業 効率や生産 性の向
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の 方が 負傷 され まし た。また 、今年度も 、用水路へ の転落や除 雪機械に

毎年 、除雪 作業 中の 事故で亡 くなられる 方や大けが を負われる方 が後

我 が国 では 、北 海道 のような広 大な農地を 持つ地域で は、ＧＰＳ を搭

巻 き込 まれた こと によ る痛まし い死亡事故が 相次いで発 生しており 、県

況を 二十 四時間 把握 できる ようになっ ているの です。また、Ｉ ｏＴによ

載 した トラク ター を導 入し、自 動走行や夜間 作業、オペ レーター一 人で

も市 町村 も頻繁 に注 意喚起 を行うなど 、事故防 止対策に奔 走しているの

を 絶た ないの であ りま す。平成 二十九年度 には、落雪 や除雪中の 屋根か

複数 台同 時走行 させ るとい った形で、 大規模化 と低コスト 化が実現され

で あり ます。 人命 にか かわる 重大な事故防 止のために は、まずは 、県民

る ネッ トワー ク技 術に 加え、再 生可能エネ ルギーの活 用など、最 先端技

て いま す。自 動走 行の トラク ターには、安 全面などで 様々な法整 備も必

一人 一人 が雪 の事故 の危 険性を認 識し、必要 な対策を講 じることが何 よ

らの 転落 などに より 、七 名もの方 々が亡くなら れたほか、 百六十六名 も

要に なり ます が、国 は、 二〇二〇 年までの現 場実装を目 標としており ま

りも 大切で す。 ちょ っとし た油断から事 故は発生し ます。県民 の皆様に

術を駆 使した農業 が展開されて いるのであ ります。

す。
プロ ジェ クト事 業」 は、 これからの秋 田県農業 が転換して いくための 重

の ため 、そ して人 命に かかわ る重大な事 故がゼロにな るよう、新 たな対

ここ にお 願いす るも ので あります。県 としても 、除雪作業 中の事故防 止

は、 御自身の身 を守るため 、さらなる事 故防止対策 をしていた だくよう 、

要 な契 機と なり得 るも のだと 思います。 この事業をス テップとし て、今

策や 取組 が必 要で はな いでしょう か。除雪作 業中の事故 防止に向け た、

そ こで 、知事 にお 伺いい たします。 今回の「 スマート農 業加速化実証

後、い つごろまで に、そして どのように して「スマ ート農業」を 推進し、

県当局の 今後の取組 と方針をお伺 いします。

次に 、交通事故 防止に向け た取組につ いて伺いま す。

実現 させ ていく のか 。今後 の見通しと 、この事業が 目指す目標 をお聞か
せく ださい。

であ りま す。 特に 、冬に なると必 ずやってく る雪との戦 いは避けて 通れ

舞 われ たと きには 、我 々県民 にとっては 、なすすべも ないのが現 状なの

えて の準 備はで きる ので はありますが 、想定外 の大規模な 自然災害に 見

や 豪雨 、豪雪 は気 象情 報や予報 で事前に把 握でき、ある 程度は災害 に備

の取組 が急 ピッ チで 進めら れてきており ます。同じ 自然災害で も、台風

民の 防災 に対 する意 識が 高まって おり、また 、国や地方自 治体の防災 へ

す 。あ の大き な被 害と 多くの 痛ましい命を 奪った東日 本大震災以 降、国

た。 特に 、地震 や津 波被害 は、前触れ もなく私 たちに襲い かかってきま

自 然災 害は、 いつ の世も 我々の生活 に多くの災い をもたらし てきまし

は じめに、除 雪作業中の 事故防止に ついてであり ます。

ラン ドラ イバー でさ え十分 に運転に気 をつけていて も、事故を 起こして

スリ ップ 事故 は未 然に防 ぐことは 困難であり ます。冬道 の運転は、 ベテ

回 り活 動を 行って いた だいて おります。 しかしながら 、見回りだ けでは

況や 歩行 者の安 全確 認の パトロールな ど、冬期 間、頻繁に パトカーで 見

あ ると のこと です 。警 察本部に おかれまし ては、日ごろ 、道路の雪 の状

かにも 、人 身事 故に 至らず 単なる物損事 故にとどま ったものは 、相当数

リッ プ事 故は 百七十 七件 で、死亡 者数は五名 に上っており ます。この ほ

間 で、 人身事 故の 発生 件数は 七百三十二件 で死亡者数 九名、この うちス

によ りま すと、 平成 二十八 年十二月か ら平成二 十九年三月 までの四カ月

も 言え る事故 なの であ ります。 県警察本部が 公表してい る「交通統 計」

ま せん 。積 雪や 路面凍 結によ る自動車の スリップ事 故も、いわ ば雪害と

雪に よる 人命に かか わる事 故は、何も 除雪作業中の 事故だけで はあり

ない 宿命 であり 、雪 害対策 は、県民生 活の安全・安 心を守る上 での最重

し まう 場合が あり ます 。まして 、運転免許 を取得した ばかりの若 者は、

次に、 雪害対策に ついてお伺い します。

要課 題であると 思います。
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路面 状況 を把握 する ための 経験が乏し く、その 危険性が大きい と思いま

ます。

者 ドラ イバ ーに 対す る雪道運 転教育は行 っているで しょうか。 その他、

そこ で、 警察本 部長 にお伺 いします。 県警察本部で は、例えば 、初心

高 校、 男鹿工 業高 校、 秋田工業 高校、由利工 業高校、大 曲工業高校 の五

専 門高 校と して は、 農業高校 は金農、大 農の二校、 工業高校は 能代工業

統廃 合が 進み、 その 数が 減少の一 途をたどって おります。 現在、県立 の

近 年、 県内の 高等 学校 は、少子化に よる生徒 数の減少の 影響を受け 、

雪 道に よる事 故を 減少 させるた めの取組の実 施状況と併 せてお聞か せ願

校、 水産 系の高 校と しては 男鹿海洋高 校の一校 があります 。どの高校も

す。

います。

しょ うか。 募集 人員 に対し て志願倍率が 高い高校と 低い高校の 差が大き

専 門高 校らし く、 特色 を生か した学習に日 々取り組ん でおり、受 験者か

平成 二十二 年度 の豪 雪では 、倒木や枝折 れなど県内 果樹産地に おいて甚

く 、地 域格差 が顕 著に あらわれ ております 。今年の前 期選抜試験の 全日

次 に、果樹の 雪害対策につ いて、知事 にお伺いし ます。

大 な被 害が生 じ、 果樹 農家の経 営は大きな ダメージを 受けました。 ここ

制の 出願 状況だ けを 見て も、志願者数 がゼロの 高校がある ほか、倍率 が

らも 比較 的人 気があ るの ではない でしょうか 。一方、普 通高校はどう で

数年 では 、横手 地域 で最 深積雪百七十 七センチ メートルを 記録した平 成

〇 ・五以下の 高校が六 校あります。

雪は、 時として深 刻な農業被 害をもたらし ます。過去 にさかのぼ ると、

二 十九年度に おいて、 豪雪等により大 きな農業 被害が発生 しておりま す。

高等 学校 の再 編整 備につ いて、県は、 平成二十八 年三月に「 第七次秋

田県 高等 学校総 合整 備計画 」を策定し 、平成三十七 年度までの 十年間の

リン ゴ、 ブド ウ、 桃等 の果樹の樹 体への被害 額は、二億 七千三百三 十六
万円にも 上ったほか 、野菜や果樹 等の農作物 の被害額は 七百八十六 万円、

組む とし ており ます 。社会 環境の変化 が激しい 時代にあっ てもなお、生

本 県高 等学校 教育 の方 向性と教 育環境をど のように充 実させてい くのか

果樹 につい ては 、雪 害により 樹体が損傷 してしまう と、収穫で きるま

徒 一人 一人が たく まし く社会 で自立できる 能力と地域 の課題に積 極的に

栽 培施 設等の 被害 額は 三億一千 七百八十四 万円と、雪 の影響によ り、総

で 回復 するの に何 年も かかっ てしまうこと から、被害 状況によっ ては営

取り 組む こと ができ る人 材の育成 を進めるた めにも、私は 、生徒数が 減

を打 ち出 してお りま す。 そこでは 、中学校卒業 者の減少が 見込まれる こ

農を続 ける意欲を 失ってしま う農家の方も 少なくない と聞いてお ります。

少すれ ば統 廃合 のこ とを考 えるという、 いわばマイ ナス思考で はなく、

額で 約六 億円も の被 害が 生じてお ります。今年 度は、今の ところ平成 二

後継者 がい ない 、特 に高齢 の果樹農家は 、残念なが らそこで営 農を諦め

ま ずは その高 校の 特色 を見詰め 直し、存続 させることを 第一に考え るべ

と を踏 まえ 、実 践的な 力を身 につけ、高 い志を持っ た人材の育 成を進め

てしまい、結果として雪害が果樹農家の数を減少させる一つの要因と

きだ と思 うので あり ます 。たとえ地域 の小規模 校であって も、その高 校

十 九年 度に 比べ て積雪 量は少 ないのであ りますが、 自然災害は 予断を許

なっ てい るので す。 そこ で、果樹農家 が高い意 欲を持ち続 け、持続的 な

を つく った 当初は 地域 の皆さ んの熱い期 待を背に創立 されたので ありま

る ため に、学 校の 統合 等再編整 備を推進し、 魅力ある学 校づくりに 取り

営 農を する ことが でき るよう 、果樹に関 する雪害対策 を講じるこ とは非

す。 以来 、多 くの 卒業生 が巣立ち 、それぞれ の分野で活 躍されてい るの

さな いのが常で あります。

常に 重要 であ ると 思いま すが、県 は今後、果 樹の雪害対 策にどのよ うに

であ りま す。学 校は 、一旦 廃校されれ ば、以後復活 することは ないので

あ りま す。ま ずは 、特 色ある高 校づくりに 取り組むべ きであると 思いま

取り組ん でいくつも りでしょうか 、知事の御 所見をお伺 いします。
最 後に 、高校 再編 と特色 ある高校づ くりにつ いて、教育 長にお伺い し

- 55 -

す。
普 通高 校の場 合、 それ は学業を中心 とした取 組でありま す。以前、 テ

●議長（鶴 田有司議員 ）

県当局の 答弁を求め ます。

【 知事（佐竹敬 久君）登壇 】

には でき ませ んが、 他県 の進学校 を調査視察 したり、ま た、大手進学 予

学 力の レベル を向 上さ せ、大 学への進学率 ・合格率上 げるにはそ う簡単

が、 越境 入学も 含め 、毎年 の志願者数 が多いと いう高校で ありました。

て いる という 高校 で、 このため 、特に伝統校 というわけ ではないの です

豊 かな 環境 のも とで 、近年、 有名大学へ の合格率が 飛躍的に向 上してき

く変 化して おり 、現 在では 、ＩｏＴやＡ Ｉなどに代 表される第 四次産業

康・ 医療 分野 や公共 サー ビス、さ らには働き 方やライフ スタイルが大 き

押 し寄 せ、ま た、 ＩＣ Ｔが急 速に進化を遂 げ、経済活 動はもとよ り、健

始ま ろう として おり ます。 この三十年 間でグロ ーバル化の 波が地方にも

バ ブル 景気の 中で 迎えた 「平成」が 間もなく幕を 閉じ、新た な時代が

ま ず、新たな 時代に向け た展望でご ざいます 。

三浦英一 議員の代表 質問にお答 えを申し上 げます。

備校 と提携 する なり して、 保護者や生徒 の関心や注 目を集める ことが大

革 命の 技術革 新を 活用 して、自 動車の無人 運転やキャ ッシュレス化 の実

●知事（ 佐竹敬久君 ）

事であります。また、学科の設置も特徴があるものにしないといけま

証が 進め られる など 、我 が国の経済・ 社会は大 きな転換期 を迎えてお り

レビ で取 り上げ られ た他 県の高校 でありますが 、そこは、 のどかで自 然

せん 。た だ、特 別進 学コ ースとか、国 公立大学 進学コース とかありき た

ま す。 また 、物質 的な 豊かさ が幅広く享 受される社会 の中で、環 境保全

本 県と しま して も、こ うした時 代の潮流を 的確に捉え ていく必要 があ

り の学 科で はなく 、例 えば、 医学部や歯 学部などの医 療系への進 学に特

形 づく られ ると 思いま す。地 域の誇りと なる高校を 廃校すると なれば、

り 、と りわけ 人口 減少 が進む中 にあっては、 進化し続け る先進技術 を社

や自 然と の共 生に 対す る意識の高 まりに加え 、シェアリ ングの文化 、す

地 元の 反発は 避け られ ません。 しかし、存続 へ向けての 取組には、 地域

会や 暮ら しの中 に大 胆に取 り込みなが ら、課題 解決につな げていくこと

化し たク ラス や、 法科 系や政治経 済系への進 学クラスな ど、クラス 編成

住民 の皆 さんや 卒業 生の皆 さんによる 積極的な 協力をいた だけるものと

が 重要 であり ます 。こ うした ことから、来 年度、産業 分野におい ては、

なわ ち所 有から 共有 ・利用 へのシフト が見られるな ど、個人の 価値観は

思 いま す。私 の地 元の 矢島高 校は、地域住 民やＯＢ・ ＯＧの皆さ んの熱

急激 に進 む技 術革新 を背 景として 、特に産業 構造の転換に 力点を置く こ

をさ らに 細分化 し、 目標を しっかり見 定めた教育が 大切であり ます。こ

い思 いに 支え られ、 現在 、全国で は初めての 中高連携校と して新たな 校

ととし 、例 えば 、航 空機・ 自動車産業に おける世界 的な電動化 の潮流を

社 会の 持続的 発展 を意 識した方 向へと変化 している傾 向も見られ るよう

風をつ くり 出し てお り、地 元の誇りの高 校として生 徒・教師共 々頑張っ

踏 まえ 、県内 企業 が有 する高い 技術力を生 かした電気モ ーターコイ ルの

の ほか 、大手 予備 校の 全国的に も人気が高 い講師を招 いての特別 指導や

て おり ます。 教育 長は 、学校現 場をよく知 り尽くしてお られる方で す。

製造 拠点 化を進 める ほか 、自動車部品 製造にお けるサプラ イチェーン の

になっ ております 。

統廃 合の ような 一歩 後退 した考えより も、特色 ある高校づ くりを目指 す

拡 充を 図る ととも に、 電子・ デバイス産 業の集積を生 かしたＩＣ Ｔ等の

講演 会な どを企 画で きれ ば、比較 的早い年数で 目標とする 高校の校風 が

一 歩前 進し た取組 に方 向転換 すべきと考 えるのですが 、教育長の 見解を

先進 技術 を中 心に 、若者 の雇用や Ａターン人 材の県内回 帰につなが る未

ら営 々と受け継 がれてきた 豊かな農業 生産基盤を維 持・発展さ せるため 、

来志 向型 への産 業振 興に取 り組んでま いります。農 業分野では 、先人か

お聞か せ願います 。
これ で私の 代表 質問 を終わり ます。御清 聴ありがとう ございまし た。
（拍 手）

- 56 -

くことにして おります 。

通体 系の 充実 につい ても 、重点的 な施策とし てしっかりと 取り組んで い

き ない 県土の 保全 や産 業分野 をはじめ、あ らゆる面で 基盤となる 高速交

別の 取組 を通し て本 県の未 来を希望あ るものに するため欠 かすことがで

立 った 受入環 境の 整備 ・充実に 努めてまいり ます。加え て、これら の個

キ ャッ シュ レス 決済の 導入に 向けた取組 を進めるな ど、観光客 の視点に

るほか 、スマート フォンへの周 辺観光情報 の自動配信 システムの 構築や、

内 に広 く波及 させ るた め、ＱＲ コードを活 用して案内 板の多言語 化を図

み、 田沢 湖・角 館、 男鹿、 鳥海などの 県内有数の観 光地はもと より、県

りを 見せ 始め てお り、 本県におい てもこうし た流れをし っかりと取 り込

ウ ンド が急 激に増 加を 続ける 中、その訪 問先が都市部 から地方へ と広が

支援 して まいり ます 。地 域振興に直結 する観光 分野におい ては、イン バ

テ ィブ ブック 」の 普及 拡大、事 業所におけ る介護ロボ ットの導入な どを

従事 者と患 者等 の情 報共有 を図るＩＣＴ を活用した 連携システ ム「ナラ

救急 告示 病院 におけ る遠 隔画像連 携システム の導入や、 在宅医療・介 護

ど こに住んで いても安心し て医療や介 護を受け られること が大切であり 、

祉分 野に おいて は、 急速に 高齢化が進 みつつあ る本県にお いて、県民が

の 高い 複合型 生産 構造 への転換 を目指すこと にしており ます。医療 ・福

ト 化な どを 実現 する 次世代型 農業生産の 実証に取り 組むなど、 付加価値

普及 ・定 着に向 けて 、Ｉ ＣＴ等の 先進技術を駆 使し、超省 力化・低コ ス

生 産性 の向上 や労 働力 不足への 対応を図る 上で効果的 なスマート 農業の

ねぎ・し いたけなど の園芸メガ団 地や畜産メ ガ団地の整 備を進める ほか、

を進め るこ とに いた してお ります。さら に、人口減 少や高齢化 が急速に

心な 生活 を支 える県 土の 保全を図 るため、中 小河川等にお ける減災対 策

取 組や 、ＬＣ Ｃ誘 致に 向けた 調査を実施す るとともに 、県民の安 全・安

さら なる 短縮を 図る ため、 秋田新幹線 トンネル 整備構想の 実現に向けた

か 、全 国的に 高速 交通 網の整備 が進む中で、 首都圏等と の時間的距 離の

基 金を 活用 して 、本県 農林水 産業の成長 産業化に必 要な施策を 進めるほ

した とこ ろであ りま す。 併せて、 積み増しを行 う農林漁業 振興臨時対 策

ベ ーシ ョン等 の活 用に よる生産 性の向上に 向けた施策 に取り組む ことに

将来にわたって地域の経済力を維持するため、第四次産業革命のイノ

策を進 めるととも に、一定程 度の人口減 少や高齢化 を前提としな がらも、

生 ・大 学生 等の県 内定 着・回 帰の促進な ど、社会減を 抑制するた めの施

県内企業の競争力の強化等を通じた魅力ある雇用の場の創出や、高校

具体 的には、人 口減少の最 大の要因は若 年層の県外 流出である ことから 、

秋田元気 創造プラン」 の推進の加 速化を図る ことにした ものでありま す。

関連 施策 を重 点的に 進め るととも に、二年目 を迎える「 第三期ふるさ と

会 の克 服には 一刻 の猶 予も許 されないとい う強い危機 感を持ちな がら、

初予 算編 成に向 けて 策定し た重点施策 推進方針 においては 、人口減少社

減 少の 深刻化 が改 めて 浮き彫り となっており ます。この ため、来年 度当

計 によ れば 、本 県の 将来人口 は五年前の 推計より下 振れしてお り、人口

昨年 三月 に国立 社会 保障・ 人口問題研 究所から示さ れた新たな 人口推

ま ず、現状認識 と重点施策 の方針でご ざいます。

次に、新年 度当初予 算案についての 考え方に ついて。

若者 の斬 新な発 想や 大胆 な行動力を幅 広い分野 に取り込ん でいくこと が

進む 本県におい て、今後、 活力にあふれ る社会を構 築していく ためには 、

社会 経済 情勢が 大き く変 化する中、秋 田の新時 代を切り拓 いていくた め

不 可欠 であ ること から 、若者 の夢の実現 に向けた挑戦 を支援する 制度を

人 口減 少の進 行や グロー バル化の進 展、科学 技術の急速な進 歩など、
に は、 一人 一人が 、改 革をた めらうこと なく、果敢に 挑戦を続け ること

創設す ることにい たしました 。

本 的な 課題に 真正 面か ら向き合 いつつ、平 成の次の新 たな時代の 幕開け

こう した考 え方 に基 づいて編 成した当初 予算案は、人 口減少とい う基

が大 切で あり ます 。とり わけ、リ スクを恐れ ず勇気を持 ってチャレ ンジ
して いく 若い世 代の 存在が 大きなパワ ーをもたらす ことから、 そうした
視点 を持って、 改革を着実 に進めてま いりたいと考 えておりま す。
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にふ さわ しく、 これ からの 時代の主役 を担う若 い世代が生き生 きと活躍

Ｉ ＣＴ 等の先 端技 術を 駆使しな がら省力化 と精密化を 徹底的に追 求し、

広大な農 地をフルに 活用し、本県 農業が持続 的に発展し ていくため には、

制 御す るシス テム によ り、高 品質な農産物 が生産され 、収益性の 高い農

で きる 社会を 構築 して いくため の第一歩と なる予算で あり、「若 者チャ

次 に、財政運 営の基本的な 方針でござ います。

業が 展開 され ている 姿を 思い描い ております 。また、安 定した農業経 営

生産 性の 高い農 業を 展開 していく ことが重要で あります。 私は、こう し

当初 予算 案は 、景気 回復等 により県税 収入が増加 する一方、 人口減少

は、 先端技 術の みで 実現で きるものでは なく、気象 や生育状況 に応じた

レン ジ予 算」と も言 える ものであ ります。今後 、最重要課 題である人 口

の影 響など によ り、 実質的 な交付税が今 年度を大き く下回るな ど厳しい

適 切な 栽培管 理な ど熟 練した技 術も不可欠 であること から、その「 見え

た スマ ート 農業 の普 及により 、県内各地 において、 稲作では、 耕起から

財 政状 況とな って おり ます。予 算編成に当 たっては、 政策経費をは じめ

る化 」に より、 経験 の浅 い若手農業者 にスムー ズに継承さ れる時代が 来

減 少社 会の 克服 をは じめ、山 積する課題 の解決に向 けて、実効 性の高い

とし た歳 出予算 の徹 底し た見直しを行 ったほか 、地方創生 推進交付金 な

る もの と考 えてお りま す。し かしながら 、スマート技 術は緒につ いたば

収 穫ま で作業 ごと にス マート農 機の導入が進 み、大規模 で効率的な 経営

ど 国の 支援 制度等 も最 大限活 用した結果 、収支不足は 今年度から 大きく

かり であ り、 農家 の理 解が十分に 進んでいな いことや、 機械が高額 で誰

施 策を 強力に 推進 しな がら、県 民が実感でき る確かな成 果を目指し 、力

改善 した もの の、 地域 活性化対策 基金が枯渇 すること等 により、財 政二

もが 取り 組める もの ではな いことなど 、様々な課題 を抱えてい ることも

が実 践さ れ、施 設園 芸では 、ハウスの 温度や湿 度等を最適 な環境に自動

基金から 九十九億円 の取り崩しを 余儀なくさ れておりま す。これに より、

事実 であります 。

を尽くし てまいりま す。

財 政二 基金の 決算 時点 での実質 残高見込み は二百八十 八億円と、 第三期

等の多 様な 主体 との 協働な どにより、財 政二基金の 残高とプラ イマリー

の歳 出の 不断 の見直 しや 、国の補 助金や民間 資金の活用、 市町村や民 間

厳 しい 財政状 況が 続く ものと 考えておりま す。今後と も、ゼロベ ースで

度確 保で きる見 込み である ものの、交 付税の減 少は避けら れず、当面は

正 措置 として 新設 され る特別法 人事業譲与税 による新た な財源を一 定程

今 後の 財政 運営 につい ては、消 費税率の引 き上げや地 方税源の偏 在是

欠 であ ります 。ま た、 スマート 農業の普及 により、均質 な農産物の 大量

かつ効 率的 に稼 働で きるよ う、農地の基 盤整備を進 めていくこ とも不可

スケ ール メリ ットに より 回収する 必要がある ことから、各 種農機が正 確

マ ート 農業を 突き 詰め れば、 いわば農業の 工業化であ り、多額の 投資を

しっかりと効果を検証する必要があると考えております。加えて、ス

実際の営農現場で実証し、省力化や軽労化のみならず、経営面からも

ス ーツ など の個 別技術 に加え 、それらを 組み合わせ て体系化し た技術を

この ため 、普及 に当 たって は、自動走 行トラクター やパワーア シスト

バ ラン スの黒 字の 確保 という財 政規律を維 持しつつ、人 口減少社会 への

生産 が進 むこと に伴 い、 その対極にあ る希少性 の高い伝統 野菜や、手 づ

行財政 改革大綱で 目標とする三 百億円を下 回る見込み となってお ります。

対応 や「 ふるさ と秋 田」 の元気創造に 向けて、 全力で取り 組んでまい り

く りの こだ わり農 産物 などの 評価が高ま ってくること から、中山 間地域

や小 規模 農家 にお いても 、これら 特色を持ち 収益牲の高 い農業をし っか

ま す。
次に、 「スマート 農業」につ いてであり ます。

りと展開 していくこ とが重要と考 えておりま す。

次に 、今後の見 通しとプロ ジェクト事 業の目標でご ざいます。

今後の姿と 導入や普 及に当たっての 課題でご ざいます。
人 口減 少を背 景に 、農業 分野におい ても労働 力不足が深 刻化する中 、
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が スマート農 業を実践 することを 目標に掲げ 、平成三十四 年度までに は、

図ろ うと するも ので 、国 では、平 成三十七年ま でに、ほぼ 全ての担い 手

連 の作 業に先 端技 術を 導入し、 全国の生産 現場での実 証を通じて 普及を

「ス マート 農業 加速 化実証プ ロジェクト 」は、生産 から出荷まで の一

も 進め ながら 、人 命に かかわる 重大な事故が ゼロになる よう、対策 を強

雪 作業 中の 住民 に対 して直接 注意喚起を 行うなど、 民間との協 働の取組

理店 によ る「雪 の事 故か らあなた を守り隊」を 結成し、営 業時等に除 排

険 会社 とタイ アッ プし 、地域に 根差した活 動を行って いるスタッ フや代

来年 度は、 こう した 取組に加 え、包括連 携協定を締 結している損 害保

化してま いります。

全国 の五百産地 で先進的な技 術体系を構 築すること にしており ます。
県で は、こ うし た施 策を積極 的に活用し 、スマート 農業を推進 したい

証 を通 してモ デル の構 築に取り 組みたいと 考えており ます。また、 農業

労働 時間の 短縮 や品 質・収 量の向上に関 する数値目 標を設定し 、現地実

構造 への 転換を 進め る上 で重要な作目 でありま す。このた め、県では 、

る ほか 、後継 者が 確保 されてい る専業農家 も多いこと から、複合型 生産

関さ くらん ぼ」 など 、市場 から味や品質 で高い評価 を得ている 産地もあ

次 に、果樹の 雪害対策でご ざいます。

者が スマ ート農 業技 術に 直接触れ、理 解を深め てもらえる よう、実証 段

リ ンゴ の「 秋田紅 あか り」や 日本梨の「 秋泉」などの オリジナル 品種に

と 考え ており 、来 年度 から、 本県の基幹作 物である水 稲と大豆の 大規模

階 から 実演 会や研 修会 を開催 するととも に、費用対効 果などの実 証結果

加え 、近 年需 要が 伸び ているシャ インマスカ ットを中心 とした「種 なし

本県 の果 樹は 、園芸 品目の 産出額の二 割を占め、 「北限の桃 」や「三

を踏 まえ 、技 術ご とに 導入対象と なる経営体 を明らかに しながら普 及拡

大粒ぶどう」の生産拡大などにより、収益性の高い産地づくりに取り

生産を 行っている 農業法人と 、若手生産者 による菊の メガ団地に おいて、

大に努め てまいりま す。

さら に、 今年 度は 、各種 会合など の機会を利 用し積極的 に事故防止 を呼

お いて は、 コンビ ニ事 業者と 連携し、安 全用具を貸し 出しており ます。

連携 して 雪下ろ し等 安全 講習会を開催 している ほか、積雪 の多い地域 に

命 綱な どの安 全用 具を 装着して いない事例 が多いことか ら、市町村 等と

ており ます 。ま た、 屋根か らの転落によ る重大な事 故は、ヘル メットや

落や 最近 普及 してき た自 家用除雪 機の誤操作 等について注 意喚起を行 っ

る 広報 や、ス ーパ ー、 公共施 設でのチラシ 配布などに より、水路 への転

う状 況に ありま す。 事故防 止に関する 啓発とし て、テレビ ・新聞等によ

落 雪に よる人 的被 害は 、二月八 日現在、死者 五名、負傷 者七十四名 とい

と する 各地 にお いて平 年を上 回る積雪量 となってお り、除排雪 作業中や

除雪 作業 中の事 故防 止でご ざいますが 、この冬は、 特に県南部 を中心

発し てい ること から 、関係 機関や産地 のリーダー等 からなる協 議会の中

おり ます 。ま た、 近年、 雪害以外 にも、台風 や降ひょう による被害 も頻

い 化栽 培や ブドウ のシ ャイン マスカット などでこうし た技術が普 及して

体の 管理 方法等 につ いて 実証してきた ところで あり、現在 、リンゴの わ

も 枝が 折れに くい 仕立 て方法の 開発や、支 柱等の補強資 材を活用し た樹

ありま す。 この ため 、県で は、果樹試験 場を中心に 、積雪が多 いときで

とか ら、 未然 防止対 策を 強化し、 雪害に強い 産地に転換し ていく必要 が

場 合、 ひとた び被 害を 受ける と生産量が回 復するまで に数年を要 するこ

十三 年豪 雪前の 九割 程度に まで回復し ておりま す。このよ うに、果樹の

の 購入 や施設 の復 旧に 支援して きており、反 収について は、ようや く二

と なく 枝折 れや 棚の倒 壊など の被害が発 生し、県で は、その都 度、苗木

こう した 中、未 曽有 の大災 害となった 平成二十三年 の豪雪以降 、幾度

組ん でいるとこ ろでありま す。

びか ける ととも に、 民生委 員の協力に より高齢者宅 訪問時の声 かけ運動

で 、災 害発生 時の 対応 方法を改 めて確認す るとともに 、農家の工 夫によ

次に 、雪害対策 でございま す。

を行 っていると ころであり ます。
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り被 害軽 減につ なが った技 術を取りま とめた事 例集を作成し、 広く果樹
農 家に周知する など、雪害 対策を強化 してまい ります。
私から は以上でご ざいます。
三浦議員か 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）
校再編と 特色ある高 校づくりに ついてお答 えいたします 。
本 県で は、生 徒数 の減 少により 一学年二学級 から三学級 規模の高校 が

交通事故 防止対策に ついてお答え いたします 。

県 内で の平成 二十 九年 十二月から平 成三十年 三月までの 冬期間にお い

て、 スリ ップを 原因 とす る人身交 通事故は百九 十二件発生 しており、 前

年 同期 と比 較し て十 五件増加 しておりま す。また、 死者数は三 人で、前

年同 期と比較し て二人減少し ております 。物件交通 事故に関し ましては、

詳し い事 故原因 別の 統計を 取っていな いため、 スリップ事 故に限定する

こ とは できま せん が、 期間中 に全事故で一 万一千百七 十九件発生 してお

色あ る学 校づく りを 進め ているところ です。矢 島高校にお いても、地 域

を 最大 限に生 かし 、き め細かな 指導を行う とともに、 地域に根差し た特

が、 こうし た学 校に おいて は、生徒と教 師の距離が 近いという メリット

比 較し て死 者数で 三人 の減少 となってお ります。物件 交通事故に つきま

三十 九件 減少し てお りま す。また、死 亡事故の 発生はなく 、前年同期 と

原 因と する人 身交 通事 故は五十 九件発生し ており、前 年同期と比較 して

本年 度につ きま して は、昨年 十二月から今 年一月末ま でのスリッ プを

り、前 年同期と比 較して一千 八百十件増加 しておりま す。

貢 献活 動や 地域活 性化 に向け た提言を積 極的に行うな どの活動を 展開し

して は、 期間 中に 全事 故で五千二 十六件発生 しており、 前年同期と 比較

増え てお り、 今後さ らに 学校規模 の縮小が進 むものと予 想しておりま す

てお り、 小さ くて もき らりと光る 学校として 大きな存在 感を示して おり

して四百 九十四件減 少しておりま す。

県 警で は、冬 道の 交通 事故防止対策 として、 運転経験の 浅い、企業 の

ます 。ま た、今 年度 から本 県の高校で は初めてのコ ミュニティ ・スクー
ルとなり、教職員と地域住民、保護者が目標やビジョンを共有し、連

の進 路選 択への 影響 など、 実情を十分 に踏まえ ながら今後 の方向性につ

推 進す る一方 で、 小規 模な学校 については、 地域におけ る役割や中 学生

県 教育 委員 会と いたし ましては 、活力に満 ちた魅力あ る学校づく りを

と して 、道路 管理 者と 除雪や 凍結防止のた めの情報共 有を行い、 連携し

提供 や、 早めの タイ ヤ交換 を促す注意 喚起のほ か、冬道の 交通環境対策

ペ ーン などを 行っ てお ります。 また、道路交 通情報板を 活用しての 情報

習における安全指導、交通関係機関・団体等と連携した街頭キャン

若手 従業 員など を対 象と した雪上 での走行訓練 のほか、各 種交通安全 講

い て検 討する 必要 があ ると考 えております 。現在、平 成三十三年 度から

て滑走 事故防止の 対策を推進 しております 。

携・協 働しながら 教育課題の解 決に取り組 んでおりま す。

始ま る第 七次 計画の 後期 計画の策 定を進めて おりますが、 小規模校を 含

教育長に、 特色ある高 校づくりに ついて再

質 問さ せても らい ます 。私、先 立って由利 本荘市の教育 委員会関係 者と

●二十 九番 （三浦 英一 議員）

に つい ても、 これ から の時代の 動向を見極 めるとともに 、関係者を はじ

ちょ っと お話を する 機会 がございまし て、そこ で特色ある 高校づくり の

めた本 県の 高等 学校 教育の 将来像や各地 区ごとの統 合等再編整 備構想案
め様 々な 方々か ら広 く御 意見をいただ きながら 慎重に検討 してまいり ま

お 話を させ てもら った ところ 、その方が 、私の地域の 矢島高校に 、「シ

の は、 旧矢島 町に は映 画監督で 、主に喜劇 を得意とし 、美空ひば りさん

外な 答え が返っ てき ました 。その方が 言うには、シ ナリオコー スという

ナリ オコ ース とい うのを つくった らいいので はないか」 と、ちょっ と意

す。
以上で ございます 。
三 浦議員から 御質問のあ りました、 冬道の

【警察本部 長（鈴木達 也君）登壇】
●警 察本 部長 （鈴 木達也 君）
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も出演したりするなど、生涯二百本以上の映画をつくった斎藤寅次郎
●議 長（鶴田有司 議員）

と考えて おります。

二 十九番三浦 議員の質 問は終わりまし た。

以上で 本日の日程 は全部終了し ました。

さ んと いう有 名な 方が いるじゃ ないかと。 そして、隣 の旧由利町 には、
東北 新社 を興し たす ばら しい方、 植村伴次郎さ んもいると 。そして、 さ

本 日は、これ をもって散 会いたしま す。
午後二 時十五分散 会

ら に旧鳥海町 をゆかり とする国際 的な映画俳 優の三船敏郎 さんもいる と。
そ うい うとこ ろか ら考 えて、矢 島高校を、そ ういう地域 性を生かし た特
色あ る高 校とし たら いいの ではないか というお 話をいただ いて、なるほ
ど なと 思った わけ です 。矢島 高校には、現 在、地域学 科というの があっ
て、 由利 本荘 市の旧 鳥海 町に番楽 の伝承館と いうものを つくったので す
が、 そうい うも のを 含めて 、地域学科で 伝承を継承 する、そう いうよう
な 指導 、教育 を行 って いるのが 矢島高校で あります。 そういうもの も含
めな がら 、芸能 に秀 でた 人材を輩出す るのもい いのではな いかという お
話 でし た。 それで 、で きれば 日大の芸術 学部とか、多 くの映画人 を輩出
して いる すば らし い大 学もありま すので、そ ういうとこ ろと連携し なが
らい ろい ろやっ てい ったら 、校風も変 わって、生徒 も保護者も 関心を集
め るの ではな いか とい う話でし た。そうい うことも含 め、具体的 な話を
してい る方もいま すが、教育長 は、その辺 どのように 思われます か。
まず、基本的に少子化がこの後どん

【 教育委員会 教育長（米 田進君）】
●教育委員会教育長（米田進君）

どん 進ん でいく わけ ですが 、その中で 、高等学 校において は、それぞれ
の 学校 がやは り独 自の カラー を出していく ようにしな ければいけ ないと
思っ てお りま す。と りわ け普通科 では、いわ ゆる普通の普 通科でなく 、
普通科 であ ろう とそ れぞれ 特色のある内 容を多様な 生徒に提供 できるよ
う な、 そうい う場 を設 定してい くようにし なければ、こ れから学校 とし
ても力を出せないと考えております。そういう意味で、今、答弁でも
ち ょっ とお 話しま した が、第 七次総合整 備計画の後期 の方をどう するか
という ことの検討 に入ってい ます。その 中で、今議員 お話のあり ました、
特に 旧由 利町、 旧鳥 海町、 そして旧矢 島町、それぞ れ映像関係 ですごい
人 が出 ており ます ので 、その内 容を含め、 いろいろ検 討してまい りたい
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