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これより本日 の会議を 開きます。

日程 第一、一般質 問を行いま す。

本日 は、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 の一般質問 を許可する ことに御異 議あり
ません か。

御異議 ないものと認 めます。ま ず、二十二 番佐

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 鶴田有 司議 員）

藤議員の 発言を許し ます。

おは ようござい ます。自由 民主党の佐藤 雄

【 二十二番（ 佐藤雄孝議員 ）登壇】（ 拍手）
●二 十二 番（佐 藤雄 孝議 員）

孝で す。佐 竹知 事に おかれ ては、四月か ら任期残り 二年となり ます。こ

れ まで 、県政 の課 題克 服のため 、ふるさと 秋田元気創 造プランに基 づく

施策 を三 期にわ たっ て行 ってきました が、まだ 道半ばのよ うな気がし て

な りま せん 。この 二年 で、知 事のリーダ ーシップのも と、思い切 った実

効性 のあ る施 策が 展開 されること を期待して 、質問に入 らせていた だき
ます。

はじ めに、秋田 新幹線のト ンネル整備 構想につい て伺います。

私は 、平 成二十 二年 十二月 定例会の一 般質問で、岩 手県境付近 におい

て 一定 の降 水量 があっ た場合 、秋田新幹 線が運休せ ざるを得な い状況が

あ るこ とを指 摘し 、「 大胆な提 案」と前置き した上で、 「秋田・岩 手両

県を 横断 する新 たな トンネ ルを建設す る構想」 について、 知事の考えを
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ま した 。あ れか ら八 年が経過 し、「大胆 な提案」は 、ＪＲ東日 本の参加

長期 的な 構想と して 位置 づけてま いりたい」と の答弁をい ただいてお り

で あり 、「早 期の 実現 は困難で あるが、本 県の持続的 な発展につ ながる

お尋 ねい たしま した 。知事 からは、「 防災と交 流の両面からも 魅力的」

費 用負担の問 題も含め 、構想を実 現する上で どのような課 題があるの か、

する こと なく、 スピ ード 感を持っ て対応してい ただきたい と思います 。

要 です 。調整 には 時間 がかかる かもしれま せんが、い つまでも先 延ばし

負担 とす るなら ば、 県民あ るいは県民 代表であ る県議会の理解 が当然必

次に、 インバウン ド誘客の促 進について伺 います。

そ れら の課題 にど のよ うに取り 組んでいくの か、そして 、事業化ま でに

感じ てお りま す。私 も感 慨ひとし おでありま す。報道に よれば、トン ネ

政府 は、観 光を 成長 戦略の柱 、地方創生の 切り札と捉 え、「世界 が訪

も あり 、昨年 七月 には 「秋田新 幹線防災対策 トンネル整 備促進期成 同盟

ル整 備の事 業費 は約 七百億 円で、七分の 時間短縮効 果があると されてお

れ たく なる日 本」 を目 指して、 旺盛な海外 の観光需要 の取り込みに 力を

はど の程 度の期 間を 要する と見込まれ るのか、 構想のスケ ジュールなど

り ます 。この 部分 だけ で費用と 効果を単純 に比較する と、全ての県 民が

入れ てお ります 。本 県の 外国人延べ宿 泊者数は 、一昨年に 初めて十万 人

会」 が設 立され るな ど、よ うやく形に なりまし た。県も顧 問として参画

もろ 手を 挙げて 賛成 とい うわけにはい かないか もしれませ ん。しかし 、

を 超え 、昨 年も上 半期 の速報 値では前年 同期を上回っ ております 。二〇

に ついて、現 時点の想定で 結構ですの でお知ら せください 。

高 速化 のほ かにも 、新 幹線全 体の運行の 安定化、乗客 の安全性の 向上、

二一 年に 二十 万人 を目 指すという 三期プラン の目標に対 しては、お おむ

し 、国 に対す る支 援要 請を行 うなど、実現 に向けて確 かに動き出 したと

観光 客や ビジ ネス マン といった交 流人口の拡 大など、ト ンネル整備 には

ね順 調と 言える のか もしれ ませんが、 国では、二〇 二〇年まで に地方に

お ける 外国人 延べ 宿泊 者数を七 千万人泊と する目標を 掲げており 、本県

様々な効 果がありま す。
今 定例 会に提 案さ れて おります新年 度予算案 には、「秋 田新幹線機 能
め の経 費が 計上 されて おりま す。整備に 向けた機運 を高める上 でも、国

す。宿泊施設の収容能力に限界がある本県にとって、定期通年運航に

来 月末 から は、 台湾と のチャー ター便が週 二往復、通 年で運航さ れま

でも一 層の取り込 み拡大を目指 すべきであ ります。

に 対し て支援 を要 請す る上でも 、また、岩手 県との連携 を強固なも のに

よって外 国人旅行者 が分散する 効果もあると 思われ、期 待は膨らみ ます。

向上 調査 等事業 」と して 、トンネ ル整備の経済 波及効果等 を分析する た

する 上で も、ト ンネ ル整備 による効果 をわかり やすく示し ていくことは

海 外と の航空 路線 の有 無がイ ンバウンド誘 客に大きく 影響してい ること

期チャ ータ ー便 の運 航期間 の延長、ある いは定期便 化に向け、 運航実績

大 変重 要なこ とだ と思 います が、整備効果 に対する認 識と県民等 に向け
構想の 実現 には 、約 十五キロ メートルのト ンネル工事 だけで十年 以上

を 積み 上げて いか なけ ればなり ません。そ の際に重要と なるのが、 本県

は、 他県 の例 を見て も明 らかであ り、来年三 月までとされ ている台湾 定

の 年月 がかか ると され ています 。早期実現 を望む者とし ては、少し でも

からのアウトバウンドの拡大であります。ソウル便の運休もアウトバ

た情報 発信の取組 について、 知事のお考え をお聞かせ ください。

早く 事業 化が図 られ るよ う、構想の具 体化に向 けて関係者 の奮起を期 待

ウ ンド が少 ないこ とが その要 因とされて おり、そうし た反省を踏 まえた

外 国人 旅行者 に関 しては 、訪日回数 が多いほ ど地方を訪 れる傾向が あ

大の取組 について、 知事の考えを お聞かせく ださい。

対応 が必 要と 思い ますが 、台湾便 の定期便化 に向けたア ウトバウン ド拡

し ております 。
構想 実現 の大 きな 課題とし て、七百億 円とされる 事業費を、 誰が、ど
の程 度負 担しな けれ ばなら ないのかと いう費用負担 の問題があ り、それ
に つい ては、 ＪＲ 東日 本や国、 岩手県など との協議が 必要ですし 、県も
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ミ」 が重視 され 、旅 行先の 選択でも大き な影響力を 持っており ます。そ

の鍵であるように感じております。最近は、ＳＮＳなどによる「口コ

「 おも てなし 」と いう 受入態 勢の充実が、 外国人旅行 者の取り込 み拡大

ションを展開することはもちろん必要なことですが、私は、いわゆる

訪問先として選んでもらうためには、秋田の魅力を発信するプロモー

中 で、 秋田 を選 んで もらう取 組が大事に なってきま す。外国人 旅行者に

層厳 しさ を増す とい うこ とであり 、国内に無数 にある魅力 的な観光地 の

国 人旅 行者は さら に増 加すると 思われます 。それは、 地方間の競 争が一

六 億円 の配分 をい ただ きました 。三カ年の 予算規模は 、事業費ベー スで

て一 兆七百 二十 三億 円が二 月七日に成立 し、本県は 公共事業費 で百三十

会に 提出 され た平成 三十 年度第二 次補正予算 に、初年度 分の対策費と し

減 災、 国土強 靱化 のた めの緊 急対策を三カ 年で実施す ることとし 、今国

た。 政府 では、 こう した自 然災害が相 次いでい ることを踏 まえ、防災・

川 の氾 濫など によ って 、家屋や 農地、道路な どに甚大な 被害が及び まし

お り、 本県 でも 、一 昨年、昨 年と続けて 記録的な大 雨に見舞わ れ、雄物

近年 、異 常気象 によ り全国 各地で大規 模な水害や土 砂災害が発 生して

次 に、社会資本 の防災・減 災対策につ いてお伺い します。

いて、改 めて警察本 部長に伺いま す。

れ は、 良い評 価も 悪い 評価も同 時に拡散し 、新たな観 光客を呼び込 むこ

七兆 円と も言わ れ、 本県 においても、 この動き に乗り遅れ ることなく 、

ると 言わ れてお り、 今後、 リピーター の割合が 増加すれば、地 方への外

とにも 遠ざけること にもつなが ります。

道 路や 河川 をはじ めと する社 会資本の防 災・減災対策 を前倒しで 進める

事 業の 実施に 当た って は、これまで の点検結 果や被災の 状況を踏ま え

私 は、 「お もてな し」 の基本と して「言葉 の壁」を取り 除くことが 重

施 設や お土産 物店 など 、最前線 の現場のス タッフ、さ らに、観光 地にお

て、 想定 される 災害 の頻 度や被害 の程度に基づ く効率的な 対策方法や 、

べき と考 えま すが 、県 事業の見通 しについて 、知事の考 えをお聞か せく

ける トラ ブル等 で外 国人 が頼りに する警察官の 外国語対応 力向上が必 要

対 象と なる 箇所 の優先 順位を 見極めなが ら、早期に 効果が出る ように進

要で ある と思 って おり 、以前の一 般質問でも 取り上げさ せてもらい まし

で はな いか と質 問し、 その手 段として、 各学校に配 置されてい るＡＬＴ

め るべ きと考 えま す。 私の地元 にある国道三 四一号は、 沿線に田沢 湖、

ださい。

の 活用 を提案 いた しま した。知 事からは、観 光連盟や国 際交流協会 など

八幡 平、 玉川温 泉な ど県内 有数の観光 地を有し ており、行 楽シーズンに

た。 ガイ ドブッ クや 案内板 、ホームペ ージの多言語 化はもちろ ん、宿泊

と連 携し て取組 を行 ってい ること、警 察本部長 からは、絵 で外国人とコ

の 確認 のため 、秋 の観 光シーズ ンにもかか わらず、一週 間もの間、 通行

は 県内 外から 多く の観 光客が 訪れる重要な ルートとな っておりま す。し

外 国人 旅行者 が増 加して いる中にあ って、秋 田を満喫しても らうため

止め の措 置をと らざ るを 得ない事態と なりまし た。また、 雄物川に合 流

ミ ュニ ケーシ ョン が図 れる工 夫をしている ことなどが 紹介され、 ＡＬＴ

には 、ホ テルや お土 産物 店のスタッフ のほか、 観光案内所 の窓口や観 光

す る玉 川や その支 川で 、国道 四六号の冠 水被害等がた びたび発生 してい

かし なが ら、 玉川温 泉付 近は特に 急峻な地形 となっており 、平成二十 八

ガ イド 等の 外国語 対応 力向上 に一層取り 組む必要があ ると思いま す。三

る入 見内 川で は、 河川内 に堆積し た土砂や樹 木の繁茂が 目立ってい るこ

の活 用に つい ても、 それ ぞれから 実施に向け て検討する旨 の答弁をい た

年前 の質 問の 検証 の上で も、ＡＬ Ｔの活用を 含めた、外 国語対応力 向上

とも あり 、次に 大雨 が降っ た際には、 いよいよ水害 に見舞われ るのでは

年には 、道 路脇 の斜 面から 巨大な落石が 発生し、そ の応急対策 と安全性

に向 けた 取組の 実績 と現状 認識、今後 の取組につい て、知事の お考えを

ない かと、流域 の住民から 不安の声も 挙がっており ます。

だきました。

お 聞か せくだ さい 。ま た、警察 官の外国語 対応力向上 の取組と実 態につ
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パト ロー ルによ る危 険の 除去や州 ざらい、伐木 など、きめ 細かな対策 を

に 食い 止める ため には 、大規模 な道路改築 や河川改修 だけでなく 、道路

住民 や観光 客な どの 安全・安 心を確保し 、災害発生 時の被害を最 小限

だ さい。

のよ うな 対策を とっ てい くのか、 その方針につ いても併せ てお聞かせ く

配 慮者 」のた めの 施設 があった 場合、県で は、これら の施設に対 してど

警戒 区域 の中に 、病 院や老 人福祉施設 など迅速 な避難行動が困 難な「要

次に 、建設業の 担い手確保に ついてお伺 いします。

継 続的 に進 める 必要 があると 考えます。 今後の防災 ・減災対策 の推進に
つい て、知事の 考えをお聞か せください 。

うで す。 また、 土砂 災害 防止法に 基づく警戒区 域等の指定 を加速し、 平

の 説明 会の開 催や 危険 箇所にお ける看板設 置などの取 組を進めて おるよ

適切 な避 難行動 につ なげる ソフト対策 が重要であり 、県でも、 住民向け

れま した 。土 砂災 害か ら身を守る ためには、 住民自ら危 険性を認識 し、

超 える 猛烈 な雨に よっ て大規 模な土石流 が発生し、六 名の尊い命 が失わ

の地 元で ある仙 北市 田沢 湖の供養佛地 区におい て、時間雨 量八十ミリ を

も どこ にでも 起こ り得 るもので あり、県内 でも、平成 二十五年八月 、私

発生 しまし た。 この ような 土砂災害は、 決して他人 事ではなく 、いつで

り、 がけ 崩れ や土石 流、 地すべり など、大規 模な土砂災 害が全国各地 で

昨 年は 、西日 本豪 雨や 台風第二 十一号、北海 道胆振東部 地震などに よ

い 」と いう 思い だけで は、採 用も育成も ままなりま せん。県が 旗振り役

だと思います。こうした中で、会社側の「是非とも我が社に来てほし

で きる のか。 若い がゆ えに、生 活への不安 が付きまと っているの が現状

定し た仕 事はあ るも のか、 家は建てら れるか、家族 を養ってい くことは

かし 、県 内企 業に 就職 しても、給 料はこの先 どうなるも のか、将来 も安

こ とが 、本 県の人 口減 少の歯 止めにつな がるのではな いでしょう か。し

して 子供 を産み 育て る。 このような流 れを将来 にわたり継 続させてい く

就 職し 、社会 人と して の経験を 積み、良縁 に恵まれて 結婚をして、 安心

限っ たこと では あり ません が、県内就職 を希望する 若者が、県 内企業に

約九倍と、他の業種に比べて突出して高くなっております。建設業に

題 とな ってお り、 建設 関係技 術者の有効求 人倍率は、 昨年十二月 時点で

技術 者の高 齢化 や若 年層の減 少による建 設業の担い 手不足が深 刻な問

成 三十 一年 度ま でに、 八千カ 所近くある 県内の土砂 災害危険箇 所の全て

と なり 、建設 業協 会な どと連携 をして、若者 が希望を持 って働ける 環境

次に、土砂 災害対策 についてお 伺いします 。

で 指定 を完了 させ るこ ととして おります。し かしながら 、昨年七月 、広

づく りの 必要性 につ いて、 企業の経営 者と議論 を深め、と もに目指して

県で は、 一昨 年の九 月、庁 内に「建設 産業担い手 確保育成セン ター」

島県 を襲 った西 日本 豪雨で は、警戒区 域等の指 定を進めて きたにもかか
たと の報 道も なされ てお ります。 したがって 、区域指定を もって完了 と

を開設 し、 セン ター がワン ストップ機能 を発揮する ことにより 、業界全

い くことが重 要ではないで しょうか。

するの では なく 、地 域防災 力の向上を図 るためには 、地域住民 の防災意

体 が一 体とな って 、建 設業を取 り巻く課題 に対応した様 々な活動を 行っ

わ らず 、住民 の避 難が 徹底さ れず、「逃げ 遅れ」によ って被害が 拡大し

識 を高 め、県 と市 町村 がより緊 密に連携し 、きめ細かな 対応をとる こと

てい ると 聞いて おり ます 。直接高校な どに出向 き、建設業 や県内企業 の

生き と働 き、 能力 を発揮 できる職 場環境の整 備に向けて 、各ブロッ クに

によ って 、災害 時の 迅速 で適切な避難 行動につ なげていく ことが重要 で
そこ で伺 いま す。 土砂災害 防止法に基 づく区域指 定の進捗状 況と、住

おけ る女 性部会 の設 立を後 押しするな ど、業界全体 のイメージ アップも

魅 力を 伝え るほか 、男 性社会 と言われる 建設業界にお いて、女性 が生き

民に 対し 早めの 避難 行動を 促し、安全 ・安心を確保 していくた めの県の

図 って いると のこ とで あります 。こうした 取組が県内 企業への就 職者数

あ ります。

取 組方 針につ いて お聞 かせくだ さい。また 、基礎調査 の結果、土 砂災害
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の考 えをお聞か せください。

今 後の 建設 業に おけ る担い手 確保へ向け た県の取組 方針につい て、知事

実効 性の ある取 組を 一層 推進して いくことが重 要ではない でしょうか 。

甚 だ酷 ではあ りま すが 、県内企 業の人材確 保、若者の 県内定着に 向け、

の増 加に どれだ けつ ながっ ているもの かと、す ぐに成果を求め ることは

うに 改善してい こうとするの か、お考え をお聞かせ ください。

卒 者の 県内 企業 への 就職が増 えない要因 はどこにあ るのか、今 後どのよ

しょ うか 。県内 の建 設業 において 人手不足が顕 著な状況が 続く中で、 高

し て、 これま でど のよ うなスタ ンスで指導 ・助言を行 ってきてい るので

そこ で教育 長に お聞 きします が、高校で は、就職を 希望する生徒 に対

と 県外 就職 を希望 する 生徒の 背中を、「 生徒の希望」 ということ で単純

待遇 、会 社の規 模、 資本 金など、求人 情報にあ る項目だけ 見比べ、漠 然

性 を十 分認識 し、 就職 相談に当 たっていた だきたいと 思います。給 与や

内の 高校、 特に 専門 学科を 担当されてい る先生方に は、地元定 着の重要

あり 、学 校の 先生か らの 指導・助 言でありま す。こうし たことから、 県

高 校生 が就職 先を 決め る際、 影響とされる のは、やは り保護者の 考えで

平成 二十 七年 に、 国道 一〇七号が 、岩手県側 で発生した 大規模な土 砂崩

機 」と いう 、一年 の始 まりに ふさわしい 明るい話題が 掲載されま した。

そうした中、今年の元日の地元新聞一面には、「秋田道四車線化・好

向 けて 、県民 はも とよ り、各業 界からも期 待の声が高 まっておりま す。

業化 された こと によ って未 着手区間が解 消され、悲 願である全 線開通に

県内 高速 道路 の整備 率は九 〇％を超え 、東北中央 道の山形県 境部が事

ま ず、秋田自 動車道の四車 線化につい てでありま す。

最後に、幹 線道路ネ ットワーク の整備につ いてお伺いし ます。

に後 押し して しま って いるような 実情はない でしょうか 。いざ県外 企業

落のため 、約八カ月 間にわたり全 面通行止め が続いたこ とがありま した。

一方、学校 における 生徒への進 路指導も非 常に重要な要 素でありま す。

に就職してみたら、「想像と違っていた」、「こんなはずじゃなかっ

そ のと きは、 秋田 道を 代替道路 として部分 的に無料開 放すること で、横

国 土交 通省で は、 全国 的に土砂 災害による暫 定二車線区 間の通行止 め

た 」と 後悔す る卒 業生 も多いの ではないか と思います 。県内の建 設企業

を 持つ 責任感 、役 所、 下請、 地権者、多く の人とかか わりながら 現場が

が相 次い で発 生して いる ことから 、土砂災害 の危険性があ る有料区間 の

手・ 北上 間の一 般通 行の 遮断を免 れました。当 時、私は建 設委員長を し

でき 上が って いく喜 び、 そして、 それが形と なって残り、 将来にわた っ

うち、 約百 キロ を四 車線化 の優先整備区 間として今 年度内に選 定するこ

に就 職す る最大 の魅 力は 何か、県 外大手企業と の違いは何 なのか。私 も

て県民 に利 用さ れる ことへ の誇り。また 、災害や大 雪発生時の 対応とな

と とし ておる よう です 。この百 キロ区間の 中に秋田道が 含まれるか どう

ておりましたが、このことを機に、秋田自動車道、特に大曲インター

れ ば、 自分た ちの 力で 道路など のライフラ インを復旧し 、ふだんの 安全

かが 最大 のポイ ント にな ります。「速 度低下率 の著しい区 間」、「代 替

こ れま で、 県内 建設企 業の経 営者との意 見交換を行 う機会が何 度もあり

な生活を 取り戻す。 こうした、 ふるさと故 郷を支えて いるという使 命感、

道 路と して の強化 が必 要な区 間」という 観点から、今 回の優先整 備区間

チ ェン ジから 北上 ジャ ンクショ ンまでの四車 線化を、建 設委員会で 毎年

地 元の 方々 から感 謝さ れるこ とへの充実 感、これもま た県内建設 業に従

の絞 り込 みが 行わ れると のことで ありますが 、東北地方 では、秋田 道の

ま した が、県 内建 設企 業に就職 する魅力を一 言で言うな らば、「早 い段

事す る魅 力で あり ます。 県外企業 の中には、 給与等の面 で県内企業 より

ほか 、福 島と新 潟を 結ぶ磐 越道の一部 区間のみが該 当となり、 全国でも

行ってい る国に対す る要望に盛 り込んだとこ ろでありま す。

も魅 力的 なとこ ろが 多くあ ると思いま すが、大きな 組織の中で やりがい

対 象区 間は十 カ所 程度 にとどま ると聞いて おります。 こうしたこ とを踏

階で 現場 を任せ られ る」と いうことに 尽きると 思います。 若くして現場

を見 出すことの 難しさを高 校生は想像 しているので しょうか。
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長 の長 いト ンネ ルが 続いてお り、四車線 化を進める としても相 当の時間

うか 。ま た、岩 手と の県 境部には 、山内トンネ ルや湯田ト ンネルなど 延

て きた とのこ とで あり ますが、 その手応え のほどはい かがだった でしょ

まえ 、先 日、佐 竹知 事が先 頭となり、 関係閣僚 に対して要望活 動を行っ

以 上で 私の質 問を 終わら せていただ きます。御清 聴ありがと うござい

技 術的な検討 状況と併 せて、今後 の見通しに ついてもお知 らせくださ い。

関係 機関 による 取組 状況 はいかが でしょうか。 道路整備の 実現に向け た

不 可欠 であり ます 。こ れら将来 的な道路利 用の促進に 向けた、地 元及び

トッ ク効 果を高 める ための 利用促進策 について も具体化してい くことが

ました。 （拍手）
●議 長（鶴田有 司議員）

お答 え申し上げ ます。

●知事 （佐 竹敬久 君）

おは ようございま す。佐藤雄 孝議員の一 般質問に

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

県 当局の答弁 を求めま す。

と 費用 が必要 なこ とは 容易に想 像できます。 今後、整備 の実現に向 け、
どの よう に取組 を進 めてい くのか、知 事のお考 えをお聞か せください。
次 に、国道一 〇五号「大曲 鷹巣道路」 について伺 います。
県内 の幹 線道 路網を 俯瞰し てみますと 、新潟・山 形側からの アクセス
とな る日沿 道、 東北 中央道 、また、宮城 ・岩手側か らのアクセ スとなる
秋 田道 、国道 四六 号の 、いずれ も秋田市を 経由して県 北部及び青森 側へ

与す る重 要な役 割を 担う 国道一〇 五号ですが、 「大覚野峠 」は山間部 の

た と言 われて おり ます 。県内陸 部の物流・ 交流を支え 、観光振興 にも寄

角館 と阿 仁合の 距離 が、秋 田市を経由 した場合と比 べ百キロも 短縮され

野峠」 を越える現 在の国道が 整備された ことで、車 の往来が可能 となり、

車 両の開発に より時速 三百六十キ ロメートルで の営業運転 を目指すな ど、

りま す。 また、 ＪＲ 東日 本では、 北海道新幹線 の札幌開業 に向け、新 型

光 客の 増加や 県民 の利 便性向上 などの効果 が期待でき るものと考 えてお

化が 抜本 的に回 避さ れるほ か、高速化 に伴う所要時 間の短縮等 による観

幅に 減少 する こと をは じめ、地滑 りなど大規 模な災害に 伴う運休の 長期

まず、 秋田新幹線の トンネル整 備構想でご ざいます。

た め勾 配が きつ く、カ ーブが 連続し、冬 期間には大 型車両のス タック、

東 北新 幹線の 高速 化を 計画して いることから 、トンネル の整備効果 と相

至る ルー トとな って おり ます。かつて 「阿仁街 道」と呼ば れた仙北地 域

い わゆ るスリ ップ によ る通行止 めが発生して おり、迂回 するルート もな

まっ て、 秋田・ 東京 間の一 層の時間短 縮につな がるものと 大いに期待い

本 構想 の実 現によ り、 自然災害 による遅延 ・運休などの 輸送障害が 大

い状 況で ありま す。 また、 法面崩落や 雪崩の危 険箇所が点 在しているこ

た しておりま す。

と 北秋 田地 域を結 ぶル ートは 、昭和四十 年代後半に、 難所である 「大覚

と など から、 交通 の安 全を確 保するために トンネルな どによる抜 本的な

路」 の整 備を 推進 してい くために は、沿線自 治体との連 携によって 地元

ト の検 討な どを行 って いくと の答弁がな されておりま す。「大曲 鷹巣道

査や 有識 者会議 によ る整 備方針の検討 、国に対 する支援要 請、概略ル ー

線 とし て位置 づけ られ ており、 その整備に 向けては、こ れまで、現 況調

地域高 規格 道路 の整 備構想に おいて、「大 曲鷹巣道路 」は優先整 備路

一方 で、 ＪＲ東 日本 からは 、整備費用 に見合う増収 が見込めな いことも

シン ポジ ウム を開 催し、 機運の醸 成を図って いくことに しておりま す。

等による秋田新幹線防災対策トンネル整備促進期成同盟会と連携して

損失 の試 算など を行 い、 整備効果を具 体的に示 すとともに 、沿線自治 体

客 の増 加など 地域 経済 への効果 分析、災害 時の遅延・運 休による社 会的

だくた め、 事業 実施 に伴う 経済波及効果 の算出に加 え、県民生 活や観光

来年 度は 、こ の構想 の必要 性・緊急性 を県民や県 議会に理解し ていた

の機 運を 高めな がら 、観光 や交通事業 者と一体とな って、地域 間交流を

あ り、 公的支 援が 事業 化の前提 となるとの 認識が示さ れており、 その支

道路改 築が必要と なっており ます。

活 発化 させる 方策 を議 論し、整 備に係る投 資効果、い わゆる整備 後のス
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も 具体 的な整 備効 果を 示しなが ら、国が進 める「国土 強靭化」や 「地方

援ス キー ムの構 築が 大きな 課題となっ ています 。このため、国 に対して

のテ レビ 情報番 組や 新聞 広告等に よりＰＲする とともに、 魅力的な旅 行

を 有し ており 、こ うし た台湾の 主な観光ス ポット等の 見どころを 、県内

める など 、アウ トバ ウンド 需要を喚起 する上で 多彩なセールス ポイント

チ ャー ター便 の就 航に より、秋 田と台湾がダ イレクトに 結ばれ、利 便性

創生回 廊構想」の 実現に欠くこ とのできな い事業であ ることを強 く訴え、
Ｊ Ｒ東 日本か らは 、現時 点で具体的 なスケジュー ルは示され ておりま

が飛 躍的 に向上 する ことか ら、これま で観光や ビジネスな どで羽田空港

商品の造成・販売を支援することにいたしております。また、定期

せん が、 事業化 決定 後、着 工に至るま でには、 環境アセス メントや実施

等 を経 由して いた 利用 者にも 、定期チャー ター便の積 極的な活用 を促し

財 政支援を粘 り強く要 望していく ことにして おります。

設 計な どに約 三年 程度 の期間 が必要と伺っ ております 。今後の鉄 道によ

てま いり ます 。さら に、 安定した 需要が見込 まれます修 学旅行につい て

こ れま でも 、仙北 市や 横手市、 三種町など 多くの市町村 で、様々な 分

るア クセ スを 展望し ます と、現在 、奥羽・羽 越両新幹線 の実現に向け た

都 圏か らの 時間距 離で 見ると 、本州で最 も遠い、いわ ば交通不便 な遅れ

野に わた り台 湾と の交 流が行われ てきている ほか、県で も、平成二 十八

は、 昨年、 羽田 空港 を経由 して台湾を訪 れている高 校はもとよ り、広く

た地 域と 位置 づけ られ ることにな り、それが 県勢の発展 と活性化の 大き

年八 月に 、高雄 市と 観光・ 経済交流に 係る覚書を締 結するなど 、私自身

取り 組みを 強化 して おりま すが、順調に 進んだとし てもその完 成には数

な阻 害要 因にな るこ とを強 く危惧して おります。こ のため、当 面は、東

の十 年に及ぶト ップセール スもあり、 交流の裾 野が拡大しつつ あります 。

学 校関 係者や 教育 旅行 を企画す る旅行会社 等に対し、 定期チャータ ー便

北新 幹線の超高 速化の動き に合わせた トンネル 整備構想の実現 を目指し 、

観光 やビ ジネス 面で の利 用促進と 合わせ、こう した双方向 の交流を広 げ

十 年の 年月を 要す るも のと見込 まれており 、それまで の間に進めら れる

本県 の交 通アク セス の向 上を図っ ていくことが 重要であり 、さらに、 将

て いく こと によ り、ア ウトバ ウンドを確 保しながら 定期チャー ター便の

の利用 を働きかけて まいります 。

来の理想的な姿としては、踏切の立体交差や線路の高架化に加え、ス

利用 拡大を図り 、将来の定期 便化につな げてまいり ます。

東北 新幹 線の超 高速 化や リニア中央新 幹線の開 業などによ り、本県は 首

イ ッチ バック 状態 にあ る大曲駅 付近の線形改 良などによ る秋田新幹 線の

次に、 インバウン ド誘客の促 進でございま す。

問い合 わせ に対 応す る英語 コンシェルジ ュを配置し たほか、平 成二十九

県観 光連 盟が 「あき た旅 のサポー トセンター 」を設置し、 外国人から の

次に、観光 地におけ る外国語対 応力の向上で ございます 。

台湾便 の定 期便 化に 向けたア ウトバウンド の拡大でご ざいますが 、定

年 三月 には、 県と して も、スマ ートフォン アプリ「アキ タノナビ」 をリ

高速 化に ついて も、 視野に 入れていく ことが必 要であると 考えておりま

期 チャ ーター 便の 安定 的な運航 を確保する ためには、イ ンバウンド に加

リー スし 、多言 語で の観 光情報の提供 など、Ｉ ＣＴを活用 した案内機 能

語 学を 含む外 国人 への 対応力を 強化するため 、平成二十 八年四月に 、

え、 一定 のアウ トバ ウン ド需要を確保 する必要 があること から、県民 の

の 充実 に取 り組ん でき たとこ ろでありま す。また、こ うした取組 に合わ

す。

利 用促 進に 向けて 、ま ずは「 台湾に行っ てみたい」と 関心を持っ ていた

等を 行っ ている 市町 村があ るほか、県 でもＡＬＴや 留学生を対 象とした

せ、 ＡＬ Ｔの 英語 力を活 用しなが らパンフレ ットのネイ ティブチェ ック

台湾 は、人 気の ある 故宮博物 院や映画の 舞台として有 名な九份、 バラ

モ ニタ ーツア ーを 実施 して、外 国人目線の 様々な意見 ・アドバイ スをい

だくこ とが重要で あると考え ております 。
エ ティ に富ん だ台 湾グ ルメのほ か、冬でも ゴルフやサ イクリング を楽し
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こ うし た取組 など によ り、平成 二十八年度末 は県内五カ 所であった 政府

的 な対 応研 修を 実施 するなど 、外国人へ の対応力の 向上に努め ており、

への おも てなし マニ ュア ルを作成 し、県内在住 の外国人講 師による実 践

て おり ます。 さら に、 宿泊施設 、観光施設 等の観光事 業者向けに 外国人

ただ き、 それを 観光 事業者 にフィード バックす るなどの取組も 行ってき

危険 度区 分の見 直し を行う など、地域 住民のよ り迅速かつ 確実な避難行

険 度を 示した 「土 砂災 害危険箇 所マップ」の 判定メッシ ュの細分化 や、

め の住 民説 明会 を開 催してお り、今後は 、降雨によ る土砂災害 の発生危

ます 。県 では、 これ まで 、区域指 定の際に避難 について理 解を深める た

画 どお りに進 んで おり 、来年度 には指定が 完了する見 込みとなっ ており

昨年 末にお ける 土砂 災害警戒 区域の指定 率は、八七 ％と、おおむ ね計

これ まで のハ ード対 策に 加え、今 年度、国や 市と連携し 、避難計画作 成

観光 局認 定の外 国人 観光案 内所が、現 在は十二 カ所にまで 増えておりま
外国 人観 光客 が急激 に増加 する中、課 題は残され ていますが 、引き続

に向 けた講 習会 を合 同で開 催するなど、 避難体制の 構築に向け た支援の

動 につ ながる 取組 を進 めてま いります。要 配慮者利用 施設につい ては、

き外 国人の 幅広 いニ ーズに きめ細かく対 応していく ため、県内 在住の外

充実 ・強化を図 っておりま す。今後も、 県民の安全 ・安心の確 保に向け 、

す。

国 人の 方々の 力も お借 りしなが ら、宿泊施 設や観光施 設などにおけ る外

ハー ド・ ソフト 一体 とな った効果的な 土砂災害 対策を着実 に推進して ま
い ります。

国人へ の対応力の向 上を図って まいります 。
次 に、社会資 本の防災・ 減災対策でご ざいます。

河川 管理 など のメン テナ ンス業務 については 、これまで目 視では確認 が

い て補 正予算 案を 追加 提案し たいと考えて おります。 また、道路 補修や

的に 実施 するた め、 国から 内示のあっ た補助事 業について 、今議会にお

内 の土 砂堆積 によ り氾 濫の危険 性がある約五 十河川など への対策を 優先

水 、地 震、 土砂 崩落等 への対 策が急務と なっている 約八十カ所 や、河道

られ たと ころで あり ます 。これを 踏まえ、県で は、緊急輸 送道路上の 冠

防 災・ 減災、 国土 強靭 化の加速 に向けた三 カ年の緊急 対策が取り まとめ

百三十二 項目に及ぶ 重要インフラ の緊急点検 が全国で行 われ、この たび、

のマッ チン グの 取組 をさら に強化すると ともに、建 設産業の魅 力発信を

あり ます が着 実に取 組の 成果があ らわれてお ります。今後 は、これま で

し てお り、と りわ け女 子の内 定者数は約四 倍に増える など、徐々 にでは

今春 の新 規高校 卒業 者の県 内建設業内 定者は、 昨年度に比 べ大幅に増加

校 等を 足繁く 訪問 し、 人材マッ チングを推進 しておりま す。その結 果、

い 手確 保育 成推 進員が 相互の ニーズに応 えられるよ う、全県の 企業や高

こう した 状況を 踏ま え、 「建設産 業担い手確保 育成センタ ー」では、 担

県に あっては、 建設産業に おける担い 手不足が 喫緊の課題とな っており 、

今後 の県の 取組 方針 でござい ますが、生 産年齢人口の 減少が著し い本

次に、 建設業の担 い手の確保 でございま す。

困難で あっ た高 所の 道路斜 面や、人の立 ち入りが困 難な河川の 中州など

小 ・中 学生ま で拡 大す るほか、 Ａターンに よる県内建設 産業への就 職促

近年の たび重なる 異常気象に よる大規模 災害を受け 、政府主導の もと、

の 点検 にドロ ーン を活 用するな ど、現地状 況のより正確 な把握に努 めな

進や 、県 内若手 技術 者を 対象とする資 格取得支 援など、若 者の定着に つ

本県 の建設産業 の活性化を 推進してま いります。

人材 確保 や若者 の県 内定着 に取り組み 、県民生活の 安全・安心 を支える

県とし ましては、 引き続き、 企業や学校 、関係機関等 と一体とな って、

い ても積極的 に進めて まいります。

がら、き め細かな対 応を行って まいります 。
昨 今の 自然 災害が 発生 する中に あっても、 引き続き、県 民からの要 望
や不 安の 声に 的確 に対応 しながら 、安全・安 心な暮らし が確保でき るよ
う、効果 的な防災・ 減災対策に取 り組んでま いります。
次に 、土砂災害 対策でござ います。
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す が、 先般 の「 重要 インフラ の緊急点検 」により、 緊急対策が 必要な大

つい ては 、自動 車関 連企 業等が重 要な物流ルー トとして利 用しており ま

ま ず、 秋田自 動車 道の 四車線化でご ざいます が、「北上 ・大曲」間 に

次に、幹線 道路ネッ トワークの整備 促進でご ざいます。

会 を設 置し、 桜ま つり や小正月 行事、森吉山 の樹氷とい った地域内 の既

す るこ とに いた して おります 。今後は、 ビジョンを 推進するた めの協議

めて おり 、その 方針 をま とめた「 地域連携ビジ ョン」を今 年度中に策 定

自 治体 や関係 機関 とと もに、観 光を中心と した利活用 促進策の検 討を進

め、 「国 道一〇 五号 大曲鷹 巣道路利活 用促進検 討会議」におい て、地元

また、新たな道路の技術的な検討状況については、有識者からなる

規 模な 盛土法 面が 確認 されてい るほか、四車 線区間と比 較して速度 低下

私を はじ め期 成同盟 会の 会長、民 間団体の代 表らが一体 となって関係 省

「技 術検討 委員 会」 の指導 ・助言を受け ながら、先 月、現道沿 いを通過

存イ ベン トをテ ーマ や季節 ごとに連携 させ、一 年を通じて 魅力ある観光

庁を 訪問し 、当 区間 の優先 的な四車線化 を進めるよ う要望活動 を行って

す る概 略ルー トを 選定 したとこ ろであり、 今後は、地 滑りや断層な どの

が著 しい などの 課題 がある ことから、 安全性と 時間信頼性 の確保が強く

き たと ころで あり ます 。要望の 内容としま しては、現 状の課題への 対応

地質 調査 を実施 する ほか 、調査結果を 反映させ た設計を進 め、早期の 事

ル ートを構築 するなど、具 体的な取組 を進めて まいります 。

に加 え、 今後、 本県 内陸 部が自動車の ＥＶ化に おける主要 な部品供給 地

業 化を目指し てまいり ます。

求 めら れてお りま す。 このた め、先月、鶴 田議長にも 御同行いた だき、

に なり 得る ことか ら、 安定的 な物流ルー トとして四車 線化が不可 欠であ

私から 以上でござ います。

佐藤議員 から御質問 のありまし た、学

校での 進路指導に ついてお答え いたします 。

●教 育委 員会 教育 長（ 米田進君）

【教育委員 会教育長（ 米田進君）登 壇】

るこ とを 具体 的に 訴え たものであ り、菅官房 長官をはじ め関係閣僚 から
十分御理 解をいただ けたものと、 手応えを感 じておりま す。
「 北上 ・大曲 」間 は、 延長が約七十 キロメー トルに上る ため、まず は
緊急 対策 が必要 な箇 所の 四車線化 を優先的に要 望してまい りますが、 引

県 教育 委員 会で は、全 ての県立 高校におい て、特色あ る地域の企 業を

を 図っ てまい りま した 。また 、副読本「考 えようライ フプランと 地域の

き 続き 、全 線の 四車線 化に向 けて、今春 開催予定の 「全国高速 道路建設

次 に、国道一 〇五号「大曲 鷹巣道路」 の整備でご ざいます。

未来 」を 生徒 全員に 配付 し、秋田 の企業で働 き、生活する ことのメリ ッ

紹 介す ること によ り、 県内企業 への理解を深 められるよ う努めると とも

広大 な面 積を 有する 本県が 、県全体の 活力を維持 し、地域とし て自立

トにつ いて 、首 都圏 と比較 しながら考え させる機会 を設けてお ります。

協 議会 」総会 等の 場に おいて、 県民の熱意を 全国に発信 するととも に、

してい くた めに は、 多くの 県で有してい る沿岸部と 内陸部に骨 格となる

特 に専 門高校 では 、生 徒自らが 進路につい て考え、選択 することが でき

に、 イン ターン シッ プを推 進し、主体 的に職業 選択ができ る能力の育成

二本 の縦軸を確 保すること が重要である との考えか ら、平成二 十六年に 、

るよう、 県内外を問 わず幅広い 情報提供に 努めている ところです。

あら ゆる 機会を 捉え て関係 機関に対す る働きか けを強めて まいります。

「秋 田県 幹線道 路検 討委 員会」におい て、「大 曲鷹巣道路 」を地域高 規
優先 的に 整備 する ことに している 「大覚野峠 区間」につ いては、技 術的

出前 説明 会、女 子生 徒向け のイベント など、建設業 の魅力を伝 える様々

十七 名上 回っ てお ります が、これ は、建設部 による学校 訪問や建設 企業

建 設業 にお ける今 年度 の県内就 職者数は、 十二月末現在 で前年度を 二

な課 題の 検討と とも に、道 路利用の促 進を図るため 、観光地を はじめ地

な取 組によるも のと考えて おります。

格 道路の優先 整備路線 として位置づけ たもので あります。 当路線のう ち、

域 間の 交流を 活発 化さ せること が必要であ ると考えて おります。 このた
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え のよ うで、 整備 構想 を順序立 てていかな ければなら ず、数十年 かかる

幾ら 新幹線 があ っても 陸の孤島に なる可能 性があると いう知事の考

業 の方々にも学 校へ積極的 に足を運ん でいただ けるよう働きか けるなど 、

とい うよ うなお 話を いた だきまし た。数十年と はどのくら いか、想像 す

今後 は、教 員一 人一 人の県内 就職に対す る意識を高 めるとともに 、企
関係 機関 との連 携を さら に強化し ながら、各校 における県 内就職に向 け

る とい ろい ろな 数字 が出てき ますが、二 十年ぐらい かかったと すれば、

ど んどん落ち て、県経済も 元気がなく なってく る。そうい うときにこそ 、

が非常に多く、年金需給者がかなりのウエイトを占め、県内の消費が

秋 田県 の人口 が二 〇二 四年、六 十万人から七 十万人に、 その中で高 齢者

た 取組を一層 推進して まいります 。
以上 でございま す。
佐藤議員から 御質問のあ りました、 警察官

【警察本部 長（鈴木達 也君）登壇 】
● 警察 本部長 （鈴 木達 也君）

訳 人の 育成 に努め てお ります 。また、警 察署におきま しては、Ａ ＬＴな

ター に語 学研修 生と して 入所させ、通 訳人のブ ラッシュア ップや新規 通

人の継続的な育成のため、毎年度、警察大学校内にある国際警察セン

現在 、県警 察に は通 訳が可能 な警察官は七 言語、二十 九人おり、 通訳

よう と、 吉村 知事 をは じめ一生懸 命運動を展 開している とのことで す。

う な急 峻な トンネ ルが ござい ます。そこ も、山形県で トンネル化 を進め

す。 そこ にも、 福島 県と 山形県の間、 米沢市に も仙岩トン ネルと同じ よ

し まし たが、 秋田 新幹 線と同じ ような山形 新幹線も在 来線、奥羽本 線で

び込 むため に、 是非 ともト ンネル化が必 要ではない かというこ とで質問

秋田 県に はす ばらし い観 光地がた くさんある わけなので 、流入人口を 呼

どの 語学 に堪 能な 講師 を招聘して 英会話教室 を開催する など、職員 全体

その 山形 県に後 塵を 拝すれ ば、例えば 二十年かかる とすれば、 あちらが

の外国 語対応力の 向上につい てお答えいた します。

の語学力 の向上を図 っております 。

な どに 配布 した ほか、 一一〇 番について は、通訳を 介した通話 を可能と

国語 、韓 国語で 表記 した コミュニ ケーション支 援ボードを 警察署、交 番

鼻 をつ けてい ただ きた いと思っ ております。 再度、その 意気込みを ひと

す から 、ど うか 先頭に 立って 意欲的な活 動を展開し ながら、任 期中に目

でき てか らだと 四十 年後 になりま す。佐竹知事 、残りの任 期二年あり ま

両 方や ればいい んですが、 順序立てて 言えば、あ ちらが

す る仕 組みを 構築 して いるとこ ろであります 。また、今 後、さらに 外国

つお聞か せいただき たいと思い ます。

で きて から

人旅 行客 の増加 が見 込まれ ることから 、音声翻 訳機能を備 えたタブレッ

【 知事（佐竹 敬久君）】

こ れま で、外 国人 がト ラブルに陥り やすい事 例をイラス トと英語、 中

ト 端末 を警察 署、 交番 などへ 整備するとと もに、警察 施設、パト カーに

実は、 秋田 のこ と、 周辺の みならず、全 国を展望し ますと、Ｊ Ｒ東日本

先ほどの答 弁でも少し お答え申し上 げましたが 、

が犯罪 被害 や交 通事 故に遭 わないために 、防犯ガイ ドチラシ、 交通安全

は 、東 北新幹 線を 、こ の十数年 後、多分平 成四十二年ご ろには、札 幌ま

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

ガ イド ブック を三 カ国 語で作成 、配布する など、外国人 の方が県民 同様

で延 伸し 、三百 六十 キロ の運転になり 、そのこ ろ、実は、 時を同じく し

英語 で「 ＰＯ ＬＩＣ Ｅ」 の表記を 行ったほか 、日本語を解 さない外国 人

に安 全・ 安心な 秋田 県の 治安を体感で きるよう 、対策を一 層強化して い

の 運転 で青森 まで だと 三時間切 るんです。 結局、秋田 が日本で一 番鉄道

一時 間四 十分ぐ らい で下関 まで行けま す。そうしま すと、三百 六十キロ

一時 間弱 で行 きま すと、 島根、鳥 取まではど うなるかわ かりません が、

て 中央 新幹 線のリ ニア で大阪 まで一時間 弱となり、本 州では、大 阪まで
秋田 新幹線のト ンネル整備 構想につい て、

る ところであ ります。
●二 十二 番（佐 藤雄 孝議 員）

再度質問 させていた だきます。
こ のま までい けば 、それ こそ東北・ 北海道の 中で、秋田 県は陸の孤 島
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大

ます。

休憩前に引き 続き会議 を開きます 。

悦

敏

一

会派み らいの土谷で す。一般質 問の機会を い

ショ アの 整備 が明記 され ており、 この発表に 大変な戸惑い を感じてお り

防 衛力 整備計 画」 につ いて閣議 決定をしま した。この 中でイージ ス・ア

国は 、昨年 末の 十二 月十八日 に、「防衛 計画の大綱 」とともに「 中期

難題 のイージス・ アショアに ついて質問 いたします 。

た だき、まこ とにあり がとうござ います。

●三 十番（ 土谷 勝悦 議員 ）

【三十 番（土谷 勝悦議員） 登壇】（拍 手）

日程 第一 、一 般質 問を継続 いたします 。三十番土 谷議員の発 言を許し

●議 長（鶴田有 司議員）

浩

雄

武

木

橋

鈴

彦

髙

十 五 番

晴

二十 一番

北

十 六 番

で遠 いと ころに なり ます。 そこで、奥 羽新幹線 、それから羽越 新幹線、

山

洋

二十三番

原

田

勝

ひ とみ

平

孝

二 十五番

石

谷

健一 郎

川
東海林
雄

英

二十八番

土

藤

賢一郎

石

十 七 番

藤

博

聡

三 十 番

近

藤

正

十 八 番

こ れら がもし 順調 にい っても、 着工は十五 、六年後、 それから二 十年か
十 九 番

佐

下

一

三十 二番

佐

田

文

ら二 十五 年、今 から 言う と四十年 先ですから、 場合によっ ては十数年 先
二 十二 番

竹

口
英

範

三十四番

柴

司

博

か ら四十年先 まで、秋 田が日本で 一番遠いと ころとなりま す。青森が 今、

二 十四番

田

浦

嘉

一

三 十七番

口

有

司

原

イ ンバ ウンド を含 めて 増えてい るのは、やは り新幹線だ と。あと、 金沢

二十 七番

三

藤

鉱

明

川

田

康

菅

の方 も新 幹線で すか ら、や はり今、全 国で四車 線の高速道 路も入ってい

二 十九 番

工

藤

隆

三十九番

鶴

林

正

な い。 新幹線 も入 って いない 。これがやは り秋田の死 命を制する という

三十 一番

加

松

衛

四十一番

北

丈

のが 、私 の基 本的な 考え です。で すから、ま ずはトンネ ル整備、この 方

三十 三番

小

関

美恵 子

四十 三番

千鶴子

林

向性 をしっ かり 定め ること によって、そ の後、どの 世代かわか りません

三 十五番

大

田

一

加賀屋

徹

子

が 、大 曲のス イッ チバ ックの解 消と幾分の 線形改良を やりますと、 物理

三十 八番

小

洋

川

幸

的に 三時 間を切 る可 能性 がある。やは りこのぐ らいのスケ ール感でも の

四 十 番

木

番

石

俊比古

寛

を やら ない と、い ろい ろ細か いことをが たがたやって も最後はそ こだと

鈴

二

番

本

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

四十 二番

司

四

杉

休憩 前に同じ

思いま す。そうい う意味で、 私も、実は トンネル構 想が表に出る 前から、
ＪＲ の幹 部とは 何回 も会っ て、この問 題を突き詰め ております 。そうい
二十二 番佐藤議員 の質問は終 わりました 。

うこ とで、いず れ全力を尽 くしてまい りたいと 存じます。
●議長（ 鶴田有司議 員）

暫 時休憩をい たします。 再開は十一 時十五分とい たします。
午前十 一時休憩
午前 十一時十五 分再開

彦

番

信

四十名

井
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人
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策

浦
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三

川

十 一 番

今

谷

十 四 番

沼

純

十 三 番
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に質問 をいたしま す。

活 を守 るとい うこ とが 大切であ ると考えて おり、その ような思い で知事

ます 。国 防も大 切で ありま すが、その 前に県民 の不安に応え、 県民の生

で説 明を 受けて いる 間中 、さりげ なく、自動銃 を持った兵 士と思われ る

厳 重で 堅固な 警備 がな されてい ると感じま した。現に 、私たちが 基地内

重の フェ ンスで 囲み 、その 外側はポー ランド軍 が警備をしてい るので、

員 の皆 様にハ ワイ 基地 視察の皆 様と合同で 報告をして おります。 知事も

調査 内容 につい ては 、十二 月十三日の 午後一時から 、大会議室 にて、議

雄孝議 員、東海林 洋議員、佐 藤正一郎議 員、そして 私の六名であ ります。

ま した 。調 査に参 加し た議員 は、竹下博 英副議長、北 林丈正議員 、佐藤

アシ ョア の配備 に関 する 調査のため、 ポーラン ドとルーマ ニアを訪問 し

が ら、 昨年十 一月 十一 日から十 一月十七日 までの約一 週間、イージ ス・

ショ アの配 備に つい ては、 無理があるの ではないか という疑問 を抱えな

言を して おり ます。 私も 、「陸上 自衛隊新屋 演習場」へ のイージス・ ア

し 、確 保でき ない 場合 は代替 措置を検討す ることを申 し入れた」 との発

いう 発言 と、「 十分 な保安 距離や緩衝 地帯がと れるかにつ いても調査を

結 果を 受け、 詳細 な情 報提供と 具体的で合理 的な説明を 求めていく 」と

広さを 感じました 。ポーランド 、ルーマニ アの両施設 は、見通し が良く、

は うま くいっ てい ると のことで した。また 、二つの基 地を見て、 基地の

ポー ラン ド軍も ルー マニア 軍もＮＡＴ Ｏ軍であり、 アメリカ軍 との連携

持っ てい ると のこ とで あり、強固 な警備がな されている と感じまし た。

ル ーマ ニア 軍が守 って おり、 警備に関す る責任はルー マニア軍司 令官が

は、 アメ リカ海 軍支 援施 設としてアメ リカ軍が 警備をして 、その外側 は

イ ージ ス・ア ショ アを 含む重要 施設のある 約二百十ヘ クタールにつ いて

全体面積 は千ヘクター ルで、最も 近い集落ま で三・八キ ロメートルあ り、

おり、 「欧州ミサ イル防衛構 想」の中で配 備されてい るとのこと でした。

シ ョア につい ては 、二 〇一三 年に建設開始 、二〇一六 年に供用開 始して

と感 じて きまし た。 次に、 ルーマニア のデベセ ル基地での イージス・ア

こ れく らいの 広さ であ れば、テ ロや襲撃から 守ることが できるであ ろう

人 が私たちの 周りに数 名おりまし た。基地の 面積は七百ヘ クタールあ り、

何ら かの 形で報 告を 聞い ていると 思いますが、 知事は、私 たちの報告 に

冬 の季 節で あり ました が、立 木は一本も なく、よし やススキの ような背

知 事は 、九 月議 会で 、「住宅地 に近い場所 であり懸念 がある。調 査の

関 して、どの ようなこ とを感じた のか、所感を 伺います。

メー トル から 一・ 五キロ メートル 程度の距離 がありまし た。デッキ ハウ

を受けているところから建設中のデッキハウスまでは、目測で一キロ

のテ スト や品質 確保 のた めに遅れてい るとのこ とでした。 私たちが説 明

あ りま した。 当初 は二 〇一八年 の完成予定 でありました が、ミサイ ル類

在も建 設中 であ り、 二〇二 〇年に完成、 そして運用 開始予定と のことで

キー 大佐 から 説明を して いただき ました。二 〇一六年五月 に着工し、 現

ランド軍警備の敷地内で、ポーランド軍基地責任者であるレバンドス

ポー ラン ドのレ ジコ ボ基地 では、レジ コボ自治 体代表者同 行の上、ポー

ルで あり ます。 ポー ランド の基地面積 七百ヘクター ル、ルーマ ニアの基

南北 は約 二キ ロメ ートル 、外周五 キロメート ル、面積は 約百七ヘク ター

あ ります。新 屋演習場 の東西の幅は約 八百メー トルから一 キロメート ル、

国道 七号 線「秋 田南 バイ パス」や、県 道六五号 線「はまな すロード」 が

施 設な ども近 くに あり ます。ま た、近くに 一日約一万七 千台の車が 通る

に隣接 して おり 、勝 平小学 校、勝平中学 校のほか、 秋田商業高 校や公共

私は 、新 屋演 習場の 視察 にも参加 いたしまし た。新屋演習 場は、住宅 地

て 立地 条件に なり 得る かとい うことを確認 したかった からであり ます。

今回 、私が 視察 に参 加したの は、「陸上 自衛隊新屋 演習場」が 果たし

の高 い雑草もな く、ただ広々 とした大地 でありまし た。

スは 、想 像して いた より大 きな施設で ありました。 この基地で は、イー

地 面積 一千ヘ クタ ール と比べれ ば、余りに も基地面積 が違い過ぎ ます。

今 回の 視察の 中で 私が特 に感じたこ とを述べます が、最初に 訪問した

ジ ス関 連の重 要施 設は アメリカ 軍が警備を していると のことでし た。二
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イー ジス・ アシ ョア は、有事 の際、敵国 が発射した ミサイルを打 ち落

いく 、そ れもイ ージ スを守 る自衛隊の 守備隊の 方向から。これ では本末

ルー マニ アの基 地と 違い、 新屋演習場 で自衛隊 員がテロや 敵国の襲撃を

設置されたとするならば、どのようなことになるのか。ポーランドや

五 件と なり、 平成 二十 五年以 降最多であっ た平成二十 九年一年間 の百四

みら れる 不審な 木造 船の漂 流・漂着が 、平成三 十年の一年 間で二百二十

ま た、 海上保 安庁 による と、全国の 日本海沿岸地 域では、北 朝鮮籍と

転 倒であると言 わざるを得 ません。指 摘される ようなことが発 生すれば 、

受 けたときに 、本当にイー ジスを守る ことがで きるのか疑 問に思います 。

件を 大き く上 回って おり ます。こ れは想像に なりますが 、日本の防衛 を

と すミ サイル シス テム です。敵 国は、自国 のミサイル を破壊する イージ

攻撃 する 側と すれば 、イ ージス・ アショアの 破壊を目的 に攻めること に

真剣 に考え ると 、北 朝鮮が 海流や季節風 など様々な データを調 べ、いざ

国と して も県と して も重 大なこと になります。 イージスを 守るために 重

なり ます。 守る 側と すれば 、万全の体制 のもと、当 然交戦状態 になると

と いう とき、 日本 海沿 岸の各県 に音もなく 忍び込むた めの戦術の一 つで

ス・ アシ ョアを 、テ ロや 破壊活動 などあらゆる 手を使って 破壊しよう と

思 われ ます。 銃撃 戦も 予想され ます。守る 自衛隊は、 イージス・ア ショ

ある とも 考えら れま す。 また、そうい う分析も 必要である と思います 。

火 器を配備、 使用すれ ば、もっと 悲惨な結果 が心配されま す。

アを 背に 置いて 戦う こと になります。 新屋演習 場では、東 西の幅が八 百

こ うし たこ とを考 える と、イ ージス・ア ショアを海の 近くに設置 するこ

す るこ とが 予想 され ます。も し仮に新屋 演習場にイ ージス・ア ショアが

メ ート ルか ら一キ ロメ ートル 、その中に イージスの施 設が建設さ れるこ

とは、 大変危険を 伴うように 思います。

見を伺 いたいと思 います。

す か。 私の話 は仮 説で あり、空 想に過ぎな いとお思い でしょうか 。御所

新屋 演習場 への 配備 に伴うリ スクについ て、知事はど のように思 いま

とに より 、銃 撃戦 の距 離は、およ そ三百メー トル以内で 行われる可 能性
があ りま す。そ して 、先ほ ど述べたと おり、新屋演 習場の外は 、住宅地
や学 校、公共施 設等があり ます。
現在 、日 本の陸 上自 衛隊の 制式自動小 銃は、八九式 五・五六ミ リ小銃

達距 離ま での間 に人 間に 当たった場合 、当たり どころが悪 ければ死亡 と

ろ う自 衛隊の 制式 銃の 場合、有 効射程以上 に飛ぶ弾丸で あれば、最 大到

離が三 千二 百メ ート ルから 四千メートル とあります 。守備隊が 使うであ

る一 般の 三十 口径ラ イフ ルでは、 有効射程が 三百メートル 、最大到達 距

猟 友会 の狩猟 読本 によ れば、 クマやイノシ シ、シカな どの猟に使 ってい

ル、 最大 到達距 離は 三千三 百メートル ほどある と言われて います。日本

ミ リメ ートル 、銃 身長 が四百二 十ミリメート ル、有効射 程が五百メ ート

い るこ とか ら、今 後影 響が出 ることが心 配されます。 特に、子供 たちへ

いな いと いうこ とな のか 、いずれにし ても国防 省が月一回 モニターし て

が 四キ ロメー トル と離 れている ことや、建 設されてから の年数が経 って

では、 何も 問題 が発 生して いないとのこ とでした。 基地とまち との距離

を対 象と した 特別な 検査 は実施し ていないが 、入学時の医 師による診 断

ニ ター してい るが 、公 開はし ていないとの ことでした 。また、子 供たち

オン アリ マン町 長か ら聞き 取りをしま したが、 国防省は月 一回情報をモ

ル ーマ ニア基 地か ら約 四キロメ ートル離れて いるデヴェ セルのまち のイ

ポ ーランド、 ルーマニア 視察では、 電磁波につい ても調査を しました 。

い う事 態も 考えら れま す。ま た、一発の 銃弾が走って いる車に当 たり、

の影 響が なけ れば との思 いでした 。電磁波に ついては、 まだまだ解 明さ

で す。 一九 九〇 年代以 降の陸 上自衛隊の 主力小銃で す。口径が 五・五六

重大 事故 が発 生す る事態 も考えら れます。新 屋演習場で は、弾の飛 ぶ角

れていな いことが多 く、今後の課 題の一つで あると思い ます。

ま た、 これは 私の 所感で はあります が、ポー ランド、ル ーマニアの 警

度に よっ て、地 理的 にこう した事案が 発生する可能 性が高いと 思われま
す 。守 らなけ れば なら ない人や 生活をして いる人たち へ流れ弾が 飛んで
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に対 する 対応や 守備 を固 めるまで の時間が稼げ ることにな ります。新 屋

や 襲撃 を受け たと き、 イージス ・アショア までの距離 が遠ければ 、それ

備状 況を 見ると 、広 さが守 備隊の生命 線である と感じてきまし た。テロ

港 などへの影 響や、産 業振興、企 業誘致など 、今までの振 興策ではな く、

影響 も考 えられ ます 。こ のほか、 観光、インバ ウンド及び クルーズ船 寄

東 北エ リアの 総合 二位 に選ばれ ております が、こうし た移住に対 しての

月十 一日 現在、 百三 十人で あり、「住 みたい田 舎」ベストラン キングで

次に 、私 事に なりま すが、 私は戦後の 生まれで、 「戦争を知 らない子

演 習場 の場 合は 、緊 急時の体 制を整える 時間がない に等しい不 利な条件

な事 案の 発生 などに 備え 、警備の ための監視 カメラなど の設置が必要 に

供た ち」と いう 歌の 通りで あります。私 の父親は太 平洋戦争の 経験者で

新 たな 振興策 が必 要と なると思 われますが、 しっかりと 対応しても らえ

なる と予想 され ます 。秋田 市の至るとこ ろ、死角の ないように 設置され

あ り、 体の数 箇所 に戦 車砲の破 片を受け負 傷して帰っ てきました。 若く

の一 つであると 思います。ま た、周りの 市街地や公 共施設など 建物群は、

る であ ろうと 思い ます し、そう せざるを得 ない状況で あると考えら れま

して 志願 兵とし て満 州に 配属になり、 終戦近く には南方の 戦況が悪い と

るの でし ょうか 。私 はこう した点につ いて心配 をしており ますが、知事

す。 市民 の平穏 な生 活が 監視の対象に なったり 、国際情勢 の悪化で緊 張

の こと で沖 縄へ転 属と なり、 戦闘で負傷 をして沖縄の サンゴ礁の 洞窟で

見通 しの 効かな い密 林のジ ャングルと 同等であ り、守備隊 とすれば常に

が 生ま れる ことも 多々 あると 思います。 秋田市全体の 警備が強化 された

傷を 癒や した そう です 。艦砲射撃 など、攻撃 のすさまじ さは言葉に なら

は どのように 考えておられ るのか、見 解を伺い たいと思い ます。

場合 、住 民に 与え る影 響も大きい と考えられ ます。知事 は、この点 につ

ない よう な有様 であ ったそ うです。沖 縄は暖かく、 負傷した腕 や足にハ

緊 張を 強いら れる こと になり ます。平常時 においても 、不審者や 突発的

いてどの ように思わ れますか。

工 業団 地の開 発用 地を 準備して いたが、レジ コボ基地の 近くでもあ り、

て 質問 する 中で 、基地 建設の デメリット として、二 百五十ヘク タールの

交換 をし ました 。住 民や 自治体に とってのメリ ット・デメ リットにつ い

残っ てい た数人 の代 表とし て手榴弾一 発を持っ て、もしだ まされたなら

な く 戦 争 が 終 わ っ た と の ビ ラ が ま か れ 、 本 当 か ど う か の 確 認 の た め、

す が、 全員 戦死 したと のこと でした。砲 撃もやみ、 飛行機から 、何回と

比較 的元 気な同 僚は 、北 の方へ行 くと助かると のことで出 発したそう で

エが 卵を生み、 傷口にうご めく「ウジ 」を箸で つまんで取った そうです 。

基地 がで きたこ とで 投資会 社が減少し たとのこ とでした。 さらに大事な

自 決を すると の覚 悟で 、残っ ていた人には 、もし帰っ てこなかっ たら覚

ま た、 ポーラ ンド 視察 の際には、レ ジコボ自 治体組織の 代表者と意 見

こ とと して、 政府 と交 渉する ときは、地元 や住民への 賠償の項目 を文書

悟を 決め ろと 言って 洞窟 を出たそ うです。こ のことは、私 が小学校四 年

に、 父親 に「戦 争で 障害 者になって、 国やお上 に恨みやつ らみはない の

化し てお くこ とが必 要で あるとの ことでした 。仮に、新屋 演習場にイ ー

県民 ・市民 の安 全・ 安心を どうするのか 、また、県 や秋田市の 持って

か 」と 言っ たこと があ ります 。父は、「 国を守る、家 族を守ると いうの

生のと き、 父が 話を してく れました。子 供心に大変 ショックで 、いまだ

い る資 産や 企業資 産、 市民の 個人資産な ど、価値の低 下なども考 えられ

で兵 隊に 入っ た。 そんな ことを思 うわけがな い」と言わ れ、という より

ジス・ アシ ョア を設 置する となれば、有 事の際の危 険を考える と、秋田

ます。そういう事態が起きた場合、国はどこまで保障してくれるので

こっ ぴど く怒ら れ、 それか らは戦争に ついての話は 、父が死ぬ まであり

に 鮮明 に覚え てお りま す。その 後、私が高 校生で一番生 意気盛りの とき

しょ うか 。安全 ・安 心のた めの方策や 人口減少への 対応、若者 の定着へ

ま せん でした 。戦 争で 犠牲にな った方々の ことを考え ると、戦争 の悲惨

市全 体が警戒レ ベルを上げ なくてはなり ません。

の 対応 も必要 にな るか もしれま せん。また 、秋田市へ の移住は、 本年一
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さや 、今 の平和 の尊 さを大 切にしなけ ればと強 く思います。私 も父のよ

で あり ました 。市 街地 の隣接地 にイージス ・アショア を設置する には絶

と思 いま す。日 本国 、秋田 県、そして 秋田市の 平和と安全を考 える視察

県当 局の答弁を 求めます。

土谷 議員の一般 質問にお 答えを申し 上げます。

まず 、イ ージ ス・ア ショア について、 県議会の海 外調査報告 について

●知 事（佐竹敬 久君）

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】

●議長 （鶴田有司 議員）

わ ります。御 清聴あり がとうござ いました。 （拍手）

対に 無理 がある 、こ の思 いが政府 や防衛省に届 くことを願 って質問を 終

う にありたいと 思います。
イー ジス ・アシ ョア が、専 守防衛のた めに、国を守 るために、 敵国の
弾 道ミ サイ ル攻 撃を 阻止する ことで敵国 の攻撃を断 念させる抑 止力とな
る ので あれば 、私 は設 置には賛 成です。ただ し、さきに 述べた理由 で、
自衛 隊新 屋演習 場へ の設置 には反対で す。視察 を通して感 じたことです
が 、設 置する ので あれ ば、ポ ーランドやル ーマニアの 基地のよう に広い
土地 を確 保し て、四 方八 方見通し が良く、テ ロや破壊者 が近づけない よ

は、 県民 や秋田 市民 の皆 様に不安を与 えるため に発言して いるのでは あ

〇 〇％ 襲撃を 受け るこ とを覚悟 しなければ ならないも のと考えます 。私

あ るこ とな ど、こ れま での防 衛省の説明 やマスコミの 報道では必 ずしも

習場 と比 べて敷 地面 積が 広いことや、 基地と地 元の関係が 比較的良好 で

こ のた びの海 外調 査では 、ポーラン ドとルー マニアの基 地が、新屋演

でありま す。

り ませ ん。 国対国 との バラン スを取るた めのイージス ・アショア ではな

十分 に伝 わら なか った 事項が明ら かにされて おり、県議 会はもちろ んの

うな 場所に 設置 すべ きだと 思います。イ ージスの基 地は、有事 の際、一

く、県 民・秋田市 民の安全・ 安心を第一 に考えるべ きです。

圏 は日 本の中 枢で もあ り、人口 も多く、私の 血縁者や友 人など守ら なけ

イ ージ ス艦 の活 用によ り三重 に守られる のではない かと思いま す。首都

することにより、防護範囲の輪が首都圏で二重になり、もしかすると

ら 示さ れた資 料を 見る と、イー ジス・アシ ョアを秋田 県、山口県 に設置

され るこ とにな った 理由等 が異なって いること から、両国 の状況をその

況 、防 衛に対 する 国民 的意識、 現在の場所に イージス・ アショアが 配備

し た事 実が ある ことな ど、両 国と我が国 とでは歴史 的背景や地 政学的状

や、 ソビ エト連 邦時 代に ロシアが 電撃的にポー ランドへ陸 上兵力を展 開

一 方で 、例え ば、 圧倒 的な陸上 兵力を有す るロシアと 地続きであ ること

こと、県 民の関心を 高め、議論を 深める調査 になったと 考えており ます。

れば なら ない人 が多 く住ん でおります 。それと 、マスコミ などの報道で

ま ま我 が国に 当て はめ ること はできないと いうことも 感じたとこ ろであ

また 、イー ジス ・ア ショアの 防衛力につ いてでありま すが、防衛 省か

も ある とおり 、ア メリ カ大統 領がトランプ 氏になった ことで、世 界のア

ります 。

次に、配備 に伴うリ スクでござ います。

す が、 県議会 の報 告等 も参考に しながら、 適切に対応し てまいりま す。

今後、 適地 調査 の結 果を踏ま えた防衛省か らの説明が あると思わ れま

メリ カか ら、 アメリ カの ためのア メリカ、ア メリカ第一主 義を主張し 、
貿易関係や安 全保障に 関しても、 先の見通せ ない状況に あると言えま す。
日 本の 同盟国 であ るア メリカに 頼るだけで はなく、日本 国として自 己防
衛の構築 を図るべき と思います 。
今回 のポ ーラ ンド 、ルーマ ニア視察は 、大変スケ ジュールの 厳しい視

はな いと いう点 にお いて、 ポーランド 、ルーマニア の両施設と は異なる

るた めの 本格 的な 陸上兵 力を他国 が直接展開 できるよう な地理的条 件に

新 屋演 習場 は、日 本海 という大 きな緩衝地 帯が存在し、 基地を攻撃 す

察で あり ました が、 イージ ス・アショ アに関し、行 ってみなけ ればわか

も のの 、一方 で、 潜水 艇などを 用いた少人 数によるテ ロ攻撃につ いては

大 分長くなり ましたが、 知事の見解を 伺います。

ら ない ことが 多く あり ました。 大いに責任 のある有意 義な視察で あった
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備態 勢を 含めた 全体 構想を 策定してい るところ であり、調 査終了後に予

防 衛省 では、 現在 実施し ている適地 調査の中で、 基地の施設 配置や警

ど につ いて 、防 衛省 に具体的 に示すよう 求めてきた ところであ ります。

めた 周辺 一帯を 防御 する ための安 全対策や警備 態勢、緩衝 地帯の確保 な

す 。こ うした こと から 、イージ ス・アショ アのみなら ず、近接海 域を含

起こ り得 ること であ り、そ の対応を想 定する必 要があると考え ておりま

も のと考えて おります。

また 、地 元自治 体と しても 、国に対し 確実な担 保措置を講 じておくべき

場 合に は、国 にお いて 適切な対 応がなされる べきである と考えてお り、

た 上で イー ジス ・ア ショアが 配備され、 その結果、 経済的影響 が生じた

な姿 勢が 必要で ある 旨を 申し伝え ており、仮に 十分な安全 対策を確保 し

と する 前提と して 、国 が秋田を 重要な地域 と認識して いるという 基本的

昨年 末に原 田防 衛副 大臣と面 会した際に は、新屋演 習場を配備候 補地

次に、 住民の安全 安心第一の 防衛でござい ます。

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、
様々 なリ スク にどの よう に対応す るかなどに ついて、慎 重に見極める 必

う に広 く見通 しの 良い 土地が望 ましいとの 声がありま すが、国土が 狭く

イー ジス・ アシ ョア の配備地 としては、ポ ーランドや ルーマニア のよ

次に 、秋田市民 の生活への 影響でござい ます。

人口密 度の高い我が 国において 、運用に必 要なインフ ラの確保、加 えて、

要がある と考えており ます。
新屋 演習場 は住 宅地 等に近 接しているこ とから、こ れまでも、 防衛省

秋田 駐屯 地や近 傍の 部隊も 活用し、住 民を守り抜く 態勢をとる ほか、平

ゼ ンス の傾向 に鑑 みま すと、防 衛政策につ いては、ア メリカとの 連携を

近年 の我が 国を 取り 巻く安全 保障環境や アメリカの世 界的な軍事 プレ

迎 撃ミ サイ ルの飛 行特 性とブ ースターの 落下を踏まえ ると、そう した土

素 にお ける対 応等 につ いては、 警察等との 連携をこれ まで以上に 強化す

保ち つつ も、我 が国 の独 自性を発 揮する必要も あると考え られますが 、

に 対し て、 どのよ うな 警備態 勢や安全対 策をとるのか 、ただして きたと

るな ど、 警備態 勢の 構築 に向け検 討を進めてい くとしてお ります。具 体

そ の場 合に おい ては、 防衛費 の増加や防 衛力の強化 を伴うこと から、十

地の確 保は限定的 なものにな ることも事 実でありま す。

的 な警 備態 勢等 につい ては、 今後、防衛 省から説明 があると思 われます

分 な国 民的議 論を 経て 、その方 向性を見出す べきもので はないかと 思わ
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ころ であ りま す。 防衛 省は、万一 攻撃される ことが予想 される場合 は、

が 、地 域住民 の安 全が 確保され るものなのか 等について 確認するな ど、

れま す。 防衛政 策は 、国の 責任と権限 に属する 事項である ほか、我が国

の イー ジス・ アシ ョア につい ては、アメリ カ軍の指揮 下にあるポ ーラン

適切に対 応してまい ります。
経 済的影響と 新たな振興策 でございま す。

ドや ルー マニ アと違 い、 陸上自衛 隊が運用す ることから、 国がこうし た

観点か らし っか りと 説明責 任を果たすべ きであり、 また、国会 において

防衛省 はこれまで 、建築制限 や飛行制限な どの各種規 制の必要は なく、
経済活 動等 に影 響を 与えな い見込みであ ると説明し ております が、現段

も 十分 な審議 を尽 くし た上で決 定される必 要があると考 えておりま す。
以上でござ います。
●三 十番（土谷 勝悦議員 ）

一つだけ質 問させて ください。

階 では 、調査 結果 や全 体構想等 が示されて いないことか ら、防衛省 の説
明のとお りになるの か判断する ことはでき ない状況で あります。一 方で、
日 本国 内に おいて は、 イージ ス・アシヨ アではないも のの、例え ば、米

今の 答弁 の中 で、 日本は国 土が狭くて 、広いとこ ろがとれな いという

お話 では ありま した が、私 は、とれな いのではなく 、もしそれ を設置す

３が配 備されてい る市ヶ谷の 防衛

省本 省、 原子力 関連 施設の ほか防衛施 設が多数立地 する青森県 等におい

る とす れば、 そう いう 場所をつ くらなけれ ばいけない と考えてい ます。

軍が 駐留 する 横田 基地や 常時ＰＡ Ｃ

て 、地 元経済 や観 光客 への影響 があるとい う話は耳に しておりま せん。

｜

なく とも 今の 新屋の 演習 場の範囲 内でおさめ るというこ とは、無理が あ

す。

ま ない よう な気 がし ましたが 、そこら辺 のことをお 聞きしたい と思いま

れを つく って、 国防 に当 てる。そ ういう気持ち がなければ 物事は前に 進

だ けの ことで はな く、 やはり実 際に日本の 国防を考え るのであれ ば、そ

知事 はそ の点に つい て、ど ういう考え を持って いるか。ただ当 てはめる
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私ど もも 、確か に日 本国内 で、あのロ ケットはロフ テッド軌道 で来た場

勢が あっ て初 めて 、そ こから議論 が始まると 思っていま す。ですか ら、

か りと 安全 対策が とれ るよう な、そうい う状況をつく り上げると いう姿

三 十七番

三十 四番

三十 二番

川

柴

佐

口

田

正

誤解を 受けるとちょ っと困るん ですが、私 も、少

合に 、ほとんど 上に上げる 。そうしま すと、二 段目、三段目が 落ちます 。

三十 九番

● 知事 （佐竹 敬久 君）

です から 、陸上 で前 に街 がありま すと、やはり 海側に接し てつくると い

加賀屋

徹

千鶴子

ていた だきます。

地方自治法 第百二十一 条による出 席者

休憩 前に引き続 き会議を開 きます。

● 二十一 番（ 菅原 博文 議員）

聡

司

自 民党会派の 菅原です。 早速質問に 入らせ

【二十一番 （菅原博文 議員）登壇 】（拍手）

しま す。

日 程第 一、 一般 質問を 継続いた します。二 十一番菅原 議員の発言を 許

●副議長 （竹下博英議 員）

喜

ると しっか り言 って います 。その延長線 上で、例え ば海を埋め るとかそ

二 十五番

石

谷

敏

四 十 番

北

【知事（佐 竹敬久君） 】

う いう 話は別 にし て、 やはり今 あるところ で、金をか けずに限定し 、あ

二十 八番

土

藤

一

四十三番

木

林

とは 無理 矢理と いう こと は私も前から だめだと 。そこで物 理的にもし っ

三 十 番

近

藤

一

鈴

川

洋

四 十二 番

番

石

三十八名
二

番

員
司

四

議
彦

休憩前に同 じ

う のは 無理 です 。ただ 、今の 段階で、新 屋のあのま まで、あの 中でおさ
め よう とする とい うこ とは、非 常に無理があ ります。ま た防衛省に 案が
ある のか 、それ でも いいか どうかは別 にして、 それはしっ かりと皆さん

井
清

三十 番土谷議員の 質問は終わ りました。

で 議論しなが ら判断をしな ければなら ないと思 っています 。
●議長（ 鶴田有司議 員）
暫時休憩いた します。
午前十 一時五十三 分休憩

薄

方

午後 一時三十分 再開
番

吉

席

一

番

出
三
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はじ めに、 「秋 田ミ ラクルの 流れに乗っ て未来へ」 をテーマに質 問を
し ます。

みになる はずです。 昨年から続い たスポーツ 選手の活躍 に、県民は 喜び、

勇 気と 感動に 包ま れま した。来 年は、いよ いよ東京オ リンピック です。

大 いに 盛り 上が りま した。そ の中で特に 驚いたのは 、女子フィ ギュアス

ナ マハ ゲ」が ユネ スコ 無形文化 遺産に登録さ れ、これに より県内の 無形

れ るこ とを 期待 して おります 。そして、 文化面では 、昨年末に 「男鹿の

バド ミン トンや カヌ ーな どの競技 を筆頭に、本 県関係者が 数多く出場 さ

ケ ート 金メダ ルに 輝い たロシア のザギトワ選 手が秋田犬 を飼いたい と希

文化遺産は、鹿角市の「大日堂舞楽」や仙北市の「角館祭りのやま行

昨年二 月のピョン チャン冬季オ リンピック は、日本選 手の活躍も あり、

望し たこ とが話 題と なり、 五月には秋 田犬保存 会が「マサ ル」を贈るま

この 一連の 流れ は、 まさに奇 跡、のってい る秋田、「 秋田ミラク ル」

事 」な ど、合 わせ て五 つとな り、伝統文化 継承と地域 活性化に期 待する

秋田 犬ブー ムが 巻き 起こっ たことです。 秋田ミラク ルの始まり です。八

と 言え ます。 是非 、こ の流れに 乗って秋田 の未来へつ なげていきた いも

での流れがマスコミなどを通し世界に発信され、加えて、県の観光キ

月 には 、バド ミン トン 世界選手 権の女子ダ ブルスで北 都銀行のナガ マツ

ので す。 スポー ツ・ 文化 における躍進 、秋田ミ ラクルに対 する知事の 感

もので あります。

ペア が優 勝を果 たし 、そ の後、県民栄 誉章を受 章しており ます。そし て

想 と、 こう した一 連の 流れを 県の政策に 生かしていく 方策はない もので

ラーコ ンテンツと して国内外 への売り込み を強化する タイミング が合い、

夏 の甲 子園 大会、 金足 農業高 校が私立の 強豪を次々と 破り、県勢 百三年

しょう か、お伺い します。

走り 、東 海大 学初優 勝に 貢献して おります。 また、ドラフ ト一位で金 農

が 準優 勝。今 年の 箱根 駅伝で は、秋田工業 高校出身の 湊谷選手が 九区を

れた 福井 国体、 軟式 高校野 球大会で三 年ぶり十 三度目の出 場の能代高校

た 。ま た、大 きな ニュ ースには なりませんで したが、昨 年十月に開 催さ

新 年早 々、 高校 スポー ツでの 県勢の活躍 には目覚ま しいものが ありまし

レーボ ールの春高 バレーでも、 男子の雄物 川高校が五 年ぶりのベ スト八。

が開催 され 、初 めて 天皇杯 ・皇后杯を獲 得しており ます。余談 ですが、

ど、 交通 網の 整備が 進ん だ時代で した。平成 十九年には秋 田わか杉国 体

が 開港 、そし て十 三年 には秋 田ソウル便が 国際定期便 として就航 するな

おり ます 。九年 には 秋田新 幹線こまち が開業し 、翌年には 大館能代空港

通 した ほか、 夏の 甲子 園では経 法大附属高校 がベスト四 入りを果た して

ど んな 時代 だっ たので しょう か。県内で は、元年に 秋田内陸線 が全線開

新し い時 代が始 まろ うと しており ます。振り返 ると平成の 三十年間は 、
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ぶりの 準優勝。平 成最後の夏 に、「金農 旋風」が全 国に吹き荒れ ました。

から日 ハム に入 団し た吉田 投手に関して は、連日、 キャンプで の動向が

こ の年 、私も 二十 五年 間のタレ ント生活に 終止符を打ち 、秋田市議 会選

次に、平成 の三十年 間と自然災害の 教訓につ いて伺いま す。

ニ ュー スで取 り上 げら れるなど 、依然とし て注目度が高 く、本県の 知名

挙に 立候 補し、 見事 当選 することがで き、議員 生活のスタ ートの始ま り

それ に続 けとば かり に、サ ッカー全国 高校選手権で 秋田商業高 校が県勢

度向 上に 貢献さ れて おり 、今後の活躍 にも大い に期待して おります。 ほ

で した。

昭 和か ら平成 へ、 そし て間もなく平 成も四月 三十日で終 わりを迎え 、

か の本 県出 身のプ ロ野 球選手 、例えば、 明桜からロッ テに入団し た山口

千人 で、 十一年 には 約四万 人ほど少な くなり百十九 万五千人で 、戦後最

として十四大会ぶりに初戦を突破し、三十二大会ぶりのベスト八。バ

選手 や、 Ｕ － べ ースボ ールワー ルドカップ 日本代表の 成田投手、 ヤク
ルト の石 川、石 山投 手など にも、これ まで以上に注 目が集まる のではな

低 を更 新しま した 。そ の後の二 十二年には 、高齢化率 二九・六％ と全国

次に 、県 人口 の動 態を振り 返ると、平 成元年の人 口は約百二 十三万二

い でし ょうか 。彼 らの 活躍は、 プロ野球選 手を目指す 子どもたち にも励

23

に歯止め がかからな い状態が続 いておりま す。ただ、本 県だけでは なく、

増 加し ており 、少 子化 による自 然減、若者の 県外流出な どによる社 会減

十 五歳 以上 の割 合は 、元年の 一四・八％ から三十年 には三六・ 四％まで

と、 約二 割に当 たる 二十 五万五千 人ほど少なく なり、高齢 化も進み、 六

現 在で は九十 七万 八千 人となっ ております 。平成元年 の県人口と 比べる

一と なり 、平成 二十 九年四 月には県人 口は百万 人を割れ、今年 一月一目

を 行う 施設に 活用 する など、 クルーズ船客 の利便性の 向上を図り 、本県

運行 や、 新しく でき たクル ーズターミ ナルを観 光案内やお 土産販売など

珍 しく 、乗客 の方 にも 評判のい い秋田駅まで のクルーズ 号の専用列 車の

加 を背 景に 全国 の自 治体で誘 致合戦が活 発化する中 、本県は全 国的にも

予定 で、 乗客数 は三 万八 千人と予 想されており ます。訪日 外国人客の 増

川 の三 港には 、今 年の 四月から 十一月まで 過去最多の 二十八回寄 港する

クル ーズ船 によ る県 内観光が 順調に伸び ております 。秋田、能代 、船

七メ ート ル、客 室一 千六 百三十七室の 「ＭＳＣ スプレンデ ィダ」号が 六

ほ かの 県でも 同じ よう な問題 を抱えている のは言うま でもありま せん。

次に 、国内 に目 を向 けると 、平成七年の 阪神大震災 、二十三年 の東日

回 も寄 港を 予定し てお ります 。このよう な大型船の乗 客の半数近 くは、

の売 り込 みを 強化し たこ とが、各 クルーズ船 に認められ たのではない で

本 大震 災、 二十六 年の 広島で の土砂災害 、二十八年の 熊本地震、 そして

船内 で販 売さ れる 団体 ツアーに参 加して各地 を巡ります が、個人で 自由

この よう な状 況を踏 まえ、 知事にとっ て、県政に おける平成 の三十年

忘れ もし ない 昨年 の西 日本豪雨な ど、多くの 大規模な自 然災害に見 舞わ

に行 動す る乗客 も一 定数い るようです 。このような 人にも満足 度を上げ

しょうか。今年の四月には、秋田港初となるイギリスの豪華客船「ク

れた こと が特に 印象 に残っ ております 。県内でも、 集中豪雨に よる土砂

て もら うため には 、何 が必要で しょうか。 夫婦そろっ てという方 には、

間と はどの よう な時 代だっ たと捉えてい るのか、ま た、新しい 時代に知

災 害、 河川の 氾濫 など 、自然災 害の恐ろし さを目の当 たりにした 三十年

秋田 内陸 線、由 利高 原鉄 道を利用 した旅はいか がでしょう か。また、 目

イ ーン ・エリ ザベ ス」 号が、ま た、昨年、 見物客も驚 いた、高さ約 六十

でも あり ました 。こ のよ うな災害 に我々はどう 向き合って きたのか、 教

的 地に 着い たら 、案内 人が待 ち受け、名 所を案内し たり、名物 を召し上

事が 思い描くも のは何なの でしょうか、 お伺いしま す。

訓 とし て何 を学 んだの か、今 後の減災に つなげるた めにも、様 々な観点

が って もらっ たり 、そ の土地の おもてなしを するなど、 クルーズ船 客に

で全 国的 に知 名度が 上が った、本 県のすばら しい民俗・郷 土芸能を鑑 賞

か ら従 来の対 策を 検討 する必要 があります。 併せて、住 民の避難に つな

次に、 教育長に伺 います。

できる 場所 があ って もいい のではないで しょうか。 また、クル ーズ船に

特化 した サービ スが あって もいいと思 います。 秋田市内を ゆっくり観光

少子化 によ る児 童・ 生徒の減 少で、県内の 小・中学校 、高校の数 は、

よ る経 済効果 です が、 十分な地 域活性化に つながる経済 効果はあっ たの

がる 災害 情報の 伝え 方を、 各市町村と 改めて連 携をとり、 再確認するこ

いず れも平成時 代に減少し ております。 小・中学校 は各地で統 合が進み 、

でしょう か。クルー ズ船客の動 向を把握し 、観光地へ どう誘導すべ きか。

し たい 方には 、ユ ネス コ無形 文化遺産に登 録された「 男鹿のナマ ハゲ」

小学 校は 元年の 三百 四十 四校から三十 年には百 九十九校に 、中学校も 百

ま た、 どの ような 仕掛 けが観 光客の満足 度を上げるた めに有効か 検証す

と が重要と考 えますが、知 事のお考え をお知ら せください 。

四 十九 校か ら百十 五校 に減っ ております 。高校再編も 進み、十三 校減っ

ること が、さらな る消費拡大 のために必 要なことかも しれません 。

好 きに なって もら うた めの努力 は、今後の 観光振興施 策に絶対生 かされ

今ま で述べ てき まし たが、こ のクルーズ 船観光の取組 における秋 田を

て五 十四 校と なり ました 。教育長 にとっての 平成三十年 間の思いと 、少
子化 の進 む中で の今 後の小 ・中・高校 のあり方につ いてお伺い します。
次に 、波に乗っ てきたクル ーズ船の観 光についてお 伺いします 。
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るは ずで す。ク ルー ズ船誘 致における 今後の取 組と満足度の向 上につな
が る観光振興策 について、 お伺いしま す。
次に 、「 全国豊 かな 海づく り大会・あ きた大会」と 県産水産物 の消費

一月十日付 で県警本 部長に着任され ました鈴 木達也本部 長に伺いま す。

着 任し て一カ 月ほ どで すが、県 内は少しで も回ること ができまし たか。

本部 長は 、警察 庁に 入っ てからは 長野県警、千 葉県警や、 昨年三月か ら

そ の経 験を生 かし 、県 民の安全 ・安心な暮ら しを守ると いう強い意 思を

は 警察 庁生 活経 済対 策管理官 などを歴任 されたと聞 いておりま す。是非

今 年の 九月七 日、 八日に 「第三十九 回全国豊かな 海づくり大 会・あき

持っ て尽 力して いた だきた いと思いま すが、秋 田の印象を 含め、警察本

拡 大について お伺いし ます。
た大 会」 が、「 海づ くりつ ながる未来 豊かな地 域」をテー マに秋田市を

部 長の御決意 をお聞かせく ださい。

造船と高 齢者の交通事 故対策につ いてお伺い します。

ここ から は、 県民か ら不安 の声が挙が っている、 北朝鮮から の漂流木

中 心に 開催さ れま す。 今大会 に向け、県産 水産物のＰ Ｒイベント の開催
や、 今月 から は、県 産の 魚介類と 水産業のＰ Ｒ映像「さ かなきた」が 、
日本航空 国際線の機内 プログラム で上映され ていると聞 いております が、

ショ ック を受 けま した 。その後も 、男鹿市の 海岸に漂着 した船の中 から

ま ず、 北朝鮮 から の漂流 木造船対策 について であります が、一昨年の

また 、こ の大 会を きっか けに県民の方 にも県産の 魚に関心を 持っても

八人 の遺 体が発 見さ れたり 、空の木造 船やその一部 が海岸線に 漂着する

反 応は いかが でし ょう か。大会 まで間もな くですが、 秋田市以外の 催し

らい 、消 費拡大 につ なげる ような一大 キャンペーン を企画して みてはい

こ とも たびた びあ りま した。そ して、先月 の十三日に は、本県と 青森県

十一 月に 、由利 本荘 市の 「本荘マリー ナ」付近 に、北朝鮮 から漂着し た

か がで しょう か。 漁獲 量が最近 特に少なく なったハタ ハタ以外に も秋田

との 県境 にある 深浦 町の 沖合で、 北朝鮮人二人 を乗せた漂 流木造船が 秋

物や 、県 内外の 皆さ んが 参加し楽しめ る関連イ ベントなど の準備の状 況

を代 表す る魚を 挙げ ます と、マダ イ・ヒラメ・ アワビ・岩 ガキ・フグ ・

田 海上 保安 部の 巡視船 に保護 される事案 がありまし た。このよ うな事案

木 造船 から 八人の 乗組 員が保 護されると いう事案があ り、県民は 大きな

紅 ズワ イガ ニな ど、ま だまだ ほかにもあ りますが、 最近は、テ レビにも

が報 道されるた びに、海岸線 近くの住民 は不安な日 々を送って おります。

は いかがでし ょうか、 お伺いします。

取 り上 げられ 、以 前か ら健康食 品として根強 い人気の「 ギバサ」の 品切

これ まで も漂流 木造 船に対 する海岸線 での警備 は十分して いただいてお

次に、 高齢 者の 交通 事故対策 についてであ りますが、 昨年の県内 の交

れや 、男 鹿産の 本ズ ワイが にの「舞雪 がに」の ブランド化 、それに、以

魚離れ が進 んで いる のが現 状ですが、漁 業者の減少 や高齢化が 大きな課

通 事故 で亡く なっ た人 は、一昨 年より十二 人も増え四十 二人となっ てお

り ます が、現 下の 情勢 に鑑み 、これまで以 上に警備体 制を強化す る必要

題 とな る中、 県や 県漁 業協同組 合などの取 組により新規 就業の明る い動

り、そのうち半数以上が高齢者でした。県警としても、高齢者ドライ

前 から 行われ てい る秋 田市「 土崎みなとふ くまつり」 の「北限の フグ」

きも 出て きてお りま す。 秋田の海のす ばらしさ 、魚のおい しさ、それ に

バ ーや 歩行 者の交 通安 全に対 する意識が 向上するよう 対策を講じ ている

がある と考えます が、いかが でしょうか。 お伺いしま す。

も増して海に生きる人たちのためにも、この時を逃すことなく、一大

よう です が、 今年 に入っ てからも 、高齢者の 方が道路を 横断中に車 には

など も注 目を 集めて おり ます。全 国的に魚の 消費量は年々 少なくなり 、

キャ ンペ ーン を実 施すべ きと考え ますが、知 事いかがで しょうか、 お伺

ねら れ亡 くなる とい う痛ま しい事故が 発生しており ます。道路 に雪がな

く 、ス ピード も出 しや すい道路 状態が、逆 に事故につ ながってい るよう

いします 。
次に 、警察本部 の今後の課 題解決につ いてお伺いし ます。
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な気 がし ます。 今年 の交通 事故と事故 で亡くな る方が一人でも 少なくな

が減 って しまう こと は避け たいもので す。県民 はもちろん、県 としても

じょ ん」 で特集 を組 んだ り、テレ ビ広報や県民 手帳で力士 を紹介など し

是 非郷 土力士 を応 援し ていただ きたい。例 えば、県の 広報紙「あ きたび

併せ て、 これか らの 季節は 、初めて車 の免許証を取 った十代の 若者が

て みて はど うで しょ うか。こ のような応 援が力士の 力になり、 それが県

る ような今後の 取組につい てお伺いし ます。
運 転を 始め る時 期で もありま す。是非交 通安全を呼 びかける「 メッセー

を夢 見た いもの です 。これ らの提案に ついて、 知事の思い をお聞かせく

の 元気 にもつ なが るこ とでしょ う。いつかは 郷土力士が 横綱になる こと

次に、豪風 引退後の 郷土力士の 応援につい てお伺いしま す。

だ さい。

ジ」 をお願いい たします。
一 昨年 の二月 定例 会の 質問で、 私は、豪風を はじめとし た郷土力士 の

最後に 、イージス・ アショアに ついてお伺 いします。

それ から 、今 日も二 階席に いるマスコ ミの皆さん にも、これ からも郷

せた こと を今で も覚 えて おります。近 年の豪風 は、昨年の 春場所に十 両

昨 年の 二月 定例会 で、 私は「イ ージス・ア ショア」につ いて、地元 住

応援 につ いて 質問さ せて いただき ました。ち ょうどその とき、豪風の 初

に 転落 、一 場所で 再入 幕する も、その後 また十両での 相撲が続く も負け

民の 一人 とし て質 問さ せていただ きました。 しかし、あ れから一年 が経

土力 士の成 績や 活躍 を顔写 真入りで載せ ていただく ことをお願 いいたし

越し が続 き、 今年 の初 場所十日目 に負け越し が決まり、 現役引退を 表明

ち、 県議 会・市 議会 でもい ろいろ議論 はなされてお りますが、 何一つ決

場所 の成績 は十 勝五 敗の勝 ち越し、八日 目に百九十 五センチ、 百九十七

しま した 。とて も残 念でな りません。 身長百七十二 センチ、体 重百五十

めら れず、前に 進めていな いのが現状 ではない でしょうか。ま た、昨年 、

ます 。

二 キロ 、力士 とし ては 小柄な体 格で大相撲 の第一線で 通算百場所 も戦っ

防衛 省は 住民説 明会 を何 回か開き ましたが、開 くたびに住 民との間の 溝

キ ロの 魁聖を 一本 背負 いの大技 で破る一番 は、満員の 館内を大いに わか

た姿に、県民は大きな感動と勇気をもらいました。今後は年寄「押尾

一 昨年 、北朝 鮮の 弾道 ミサイル 発射が相次い だことを受 け、アメリ カ

が 深ま って いく ように 感じま した。また 、地域住民 同士におい ても意見

豪 風が 引退し たこ とに より、本 県出身の幕内 ・十両以上 の「関取」 は

から 導入 を決 めたミ サイ ル防衛シ ステム「イ ージス・アシ ョア」。日 本

川 」を 襲名 し、 後進の 指導に 当たるそう ですが、地 元に帰った ときは、

いな くな って しまい まし た。この 前の初場所 では、幕下の 将豊竜、佐 々

全土を 守る こと がで きると 、配備候補地 に秋田と山 口が検討さ れている

の 相違 による 溝が 生ま れており 、私もその一 人としてむ なしさを感 じて

木山を はじ め九 人の 力士が 出場しました が、今のと ころ十両昇 進までは

と 報道 された のは 十一 月のこと でした。一 基およそ一千 億円とされ 、五

今 まで どおり 福祉 施設 や学校を 訪問し、お年 寄りや子供 たちに声を かけ

少 し時 間がか かり そう です。豪 風引退会見 の中でも、「 秋田の力士 同士

年後 をめ どに運 用を 目指 すとあります 。当時は 緊迫した状 況の中での 対

おります 。

で対 戦が できな かっ たこ と、秋田の相 撲を盛り 上げたかっ たけど、少 し

策 が急 がれ 、その 必要 性や高 額なコスト について広く 議論される ことは

てくださ るようにお 願いいたし ます。

は 寂しい思い がありま す」と打ち明け ておりま す。

演習 場の 適地調 査を 行って おり、この 年度内に調査 を終え、結 果をもと

あり ませ んで した 。昨年 の十月か ら、国は候 補地である 陸上自衛隊 新屋

その 真意 は、豪 風引 退後の ことを考え 、郷土力士の 励ましの意 味合いを

に演 習場への配 備が可能か どうかを新 年度以降に示 す方針とし ています 。

私の以 前の質問は 、「懸賞」 で豪風を応 援しようとい う内容でし たが、
込 めた 内容で した 。引 退が現実 になってし まった今、 相撲を見る 楽しみ
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ショ アの 問題を 今ど のよう に捉えてい るのか、 そして、私 の思いとは反

偽 りの ない今 の気 持ち です。知 事におかれま しては、こ のイージス ・ア

の 防衛 につ いて 十分 な議論を した上で決 定してもら いたい。こ れが私の

アシ ョア 」には 不適 であ るという 結果をもって 、いま一度 、国に我が 国

の 際に は津波 の影 響も あり得る などを理由 に、この場 所は「イー ジス・

願わ くば 、地質 調査 は地盤 が軟弱で不 適、電波 環境も不適、ま た、地震

も 可能 性豊か な多 くの 素材に 恵まれている ことから、 そうしたコ ンテン

スポ ーツ や文化 で大 きな注 目を集めま したが、 それ以外の 分野において

様 々な 分野で 懸命 に努 力を重ね 活躍する県民 の姿が多く 見られ、昨 年は

を加速させることが大切であると考えております。加えて、本県には

にあ りま すので 、こ の流 れを一過 性のもので終 わらせるこ となく、勢 い

さ れる 県人会 への 参加 者が増え るなど、今 なお追い風 が吹いてい る状況

ワー ・セ リオン には 、連日 多くの観光 客が訪れ ているほか、各 地で開催

進 めて いく ような 新し い力に 変えて、確 かな一歩を踏 み出してい くこと

らせ るの ではな くて 、そ の偉業を県民 と共有し ながら、秋 田を前に押 し

集 めて いる事 柄に 対し 、単に「 感動した」 、「すばら しかった」で 終わ

も、 多くの 課題 を抱 えてい る本県にとっ て、このよ うに全国的 な注目を

ツを 一つ 一つ 磨き上 げて いくこと も必要であ ります。い ずれにしまし て

対 に配備可能 になった場合 、どう対処 するのか お伺いしま す。

県当局の答弁 を求めます 。

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。（拍
手）
●副議 長（竹下博 英議員）

菅原議員の一般 質問にお 答えを申し 上げます。

【知事（ 佐竹敬久君） 登壇】
●知 事（佐竹敬 久君）

当初予算に計上してござい「若者チャレンジ応援事業」は、ベン

が重要 であります 。

昨年 は、ス ポー ツや 文化など において、 本県が国内外 で大きな脚 光を

チ ャー ビジネ スの みな らず、様 々な切り口 から、次代 を担う若者 が自分

まず 、「 秋田 ミラ クルの 流れに乗って 未来へ」に ついてであ ります。
浴 び、 多くの 県民 に勇 気と感動 が与えられ た年でした 。話題性の 高い出

の思 い描 く未来 を自 ら切 り拓こう とする果敢な 挑戦を応援 しようとす る

次 に、平成の 三十年間と自 然災害の教 訓等につい てでありま す。

来事 が一 年を通 して 途切 れなく続 いたことは、 まさに「ミ ラクル」で あ

逃 して はなら ず、 そう した十 分な下地があ ることに加 え、きっか けをつ

まず、 平成の三十 年間の振り 返りでござい ます。

も ので あり 、こ うした 若い方 々の行動に より、我々 の想像を超 える新た

かむ こと によ り大き なう ねりとな ったもので あり、これら の基盤に立 っ

思い起 こし ます と、 バブル景 気の中で迎え た平成元年 は、消費税 がス

り ます が、 大き な盛り 上がり をみせた一 つ一つの出 来事の背景 には、文

た上で の「 ミラ クル 」なの ではないかと 受け止めて おります。 特に、ス

タ ート したほ か、 高騰 を続ける 日経平均株 価が史上最高 値を記録し た年

な 秋田 の提案 がな され 、それら の集積を図っ ていくこと で将来の新 しい

ポ ーツ には県 民の 一体 感を醸成 する力があ り、「前向き に挑戦し努 力を

でしたが、その数年後にバブルが崩壊し、日本経済は「失われた二十

化 や民 俗芸能 など を守 り育て、 受け継いでい こうとする 地域の方々 の真

重ね れば 、様々 な困 難を 乗り越えられ るもので あり、今の 県政が抱え て

年 」と 言わ れるほ ど長 期の景 気低迷に陥 ったほか、未 曽有の自然 災害が

「ミラク ル」の創造 につなげて まいりたいと 思います。

いる難しい課題も、県民の力を結集すれば必ずや先に進むことができ

相次ぐなど、国内外に平和が達成されることを願う意味が込められた

摯な 思い と、選 手や 競技関 係者の日々 の努力の 積み重ねが あることを見

る」 とい う勇 気や チャレ ンジ精神 を県民に与 える効果が あることに つい

「平 成」 という 時代 は、ま さに「激動 の時代」でも ありました 。一方、

こ の三 十年間 でグ ロー バル化の 波が地方に も押し寄せ 、また、Ｉ ＣＴの

て、改め て気づかさ れたところで あります。
金足農業高等学校の吉田選手が会見した秋田市の秋田市のポートタ
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て 、自動車の 無人運転 やキャッシ ュレス化の 実証などが進 められてお り、

は、 Ｉｏ ＴやＡ Ｉな どに 代表され る第四次産業 革命の技術 革新を活用 し

ス 、さ らには 働き 方や ライフス タイルを大 きく変化さ せたほか、 現在で

目覚 まし い発達 が、 経済活 動はもとよ り、健康 ・医療分野や公 共サービ

築 き上げてま いりたい と考えてお ります。

新を 効果 的に取 り込 みな がら、豊 かさと活力に あふれる新 時代の秋田 を

つ 、グ ローバ ル化 が進 む世界経 済の成長や 第四次産業 革命による 技術革

かっ てチ ャレン ジし 、それ を応援する 気風に富 んだ社会づくり を進めつ

ける 人材 確保が 急務 とな っております 。また、 農業におい ては、歯止 め

知 識集 約型産 業へ の構 造転換を 余儀なくさ れ、現在は こうした分野 にお

集約 型産業 の一 部業 種の海 外シフトが進 む中で、Ｉ ＣＴや航空 機などの

行政 の枠 組み が大き く変 わったほ か、産業で は、雇用吸 収力の高い労 働

こ の間 、本県 にお いて は、市町 村の数が六十 九から二十 五になるな ど

確 認な ど、 ソフト 対策 の充実 を図ること が重要との認 識を新たに し、こ

河道 掘削 等のハ ード 対策 のほか、実践 的な防災 訓練の実施 、避難経路 の

お りま す。こ うし たこ とから、 土砂災害防 止施設の建 設、河川の改 修・

たほ か、近 年の 記録 的な大 雨による洪水 など、各地 で被害に見 舞われて

ても 、平 成二 十五年 に仙 北市で発 生した土砂 災害により 尊い命が失わ れ

お ける 豪雨な ど、 想定 を超え る大規模な自 然災害が多 発し、本県 におい

次に 、自然災害 の教訓でござ います。

の かか らな い米離 れに より、 稲作主体の 本県農業はい や応なしに 複合型

れら の取 組を 計画 的に 進めている ところであ ります。さ らに、平成 二十

三 十年 前には 考え られ なかった ことが当たり 前になる社 会は、そう 遠く

生産 構造 への 転換 を迫 られ、現在 、メガ団地 の整備を進 めるなど、 全力

三年 の東 日本大 震災 を踏ま え、地震・ 津波被害想定 を見直すと ともに、

平成 の時代 には 、阪 神・淡路 大震災や東 日本大震災 、昨年の西 日本に

で対 応し ている 状況 にあり ます。さら に、高速交通 体系につい ては、秋

避 難の 長期化 に備 え、 避難所機 能の充実、 救援物資の 備蓄体制の 強化な

はないも のと考えて おります。

田 新幹 線が開 業し たほ か、高速 道路の供用 率が九割に 達するなど 、着実

どを図 っておりま す。

住 民の 避難 対策 につい ては、西 日本豪雨に おける状況 を踏まえ、 市町

に整 備が 進展し てい るも のの、全 国的に高速交 通網の充実 が図らてい れ
る 中で 、本 県と 首都圏 等との 時間的距離 の短縮は、 いまだに大 きな課題

こと など を助言 して いるほ か、避難を 促す情報 伝達のあり 方について、

村 に対 し、避 難勧 告等 に当たっ ては、発令理 由や対象区 域を明確に する

これ まで、 私は 、先 人が築き 上げてきた ふるさと秋 田を次の代 にしっ

気 象台 等の関 係機 関と 協議を 進めていると ころであり ます。今後 は、市

とな っておりま す。
か りと 引き継 いで いく との強 い思いで、山 積する課題 の解決に全 身全霊

町村 と連 携し 、ＳＮ Ｓを 活用して 災害情報を 迅速に発信す るシステム の

次に、クル ーズ船誘 致の今後の 展望と観光 振興につい てでございま す。

を傾 けて きた ところ であ り、改元 という大き な節目を迎え るに当たり 、

代にあっ て、秋田の 明るい未来 を切り拓い ていくため には、知恵と 工夫、

ク ルー ズ船 の寄港 時に は、なま はげ太鼓の 実演や小町娘 によるお出 迎

構築や 、自 主防 災組 織の充 実強化に向け 、推進役と なるリーダ ーの育成

リ スク を恐 れない 勇気 、開か れた心で他 者を受け入れ るという精 神が大

え、 大曲 の花 火打 ち上げ などによ る歓送迎イ ベントを行 っているほ か、

秋田の 未来 のた めに 果敢に 挑んでいくと いう決意を 新たにして いるとこ

事で あり 、特 に、 次の代 を担う若 者には、こ のような気 概を持って 秋田

港や 中心 市街地 に案 内所を 設け、観光 スポットのＰ Ｒや目的地 までのア

に取 り組むなど 、防災・減 災対策を一層 進めてまい ります。

をリ ード してい くこ とを強 く期待して おります。若 者の活躍な くして秋

ク セス 情報を 提供 する ことによ り、県内周 遊の促進を 図ってきて いると

ろ でご ざいま す。 人口 減少が進 み、一人一 人の人間力が 一層問われ る時

田の創生はなく、若い世代がその斬新な発想と大胆な行動力で夢に向
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い 物と 併せ 、赤 れん が郷土館 や千秋公園 などを巡る 街歩きを行 う乗船客

る見 どこ ろに足 を延 ばす とともに 、秋田市内で も、食事や お土産品の 買

か 、稲 庭うど ん工 場や 増田の内 蔵など、本 県の歴史・ 文化・産業 に関す

ころ であ ります 。乗 船客の 動向を見ま すと、武 家屋敷やなまは げ館のほ

の 発信 方法 に加 え、 秋田杉を ふんだんに 用いた会場 の装飾など 、詳細な

部を 立ち 上げ、 ハタ ハタ やしょっ つるといった 本県の特色 ある食文化 等

計 画を 策定し てい ると ころでご ざいます。 今後は、新 年度早々に 実施本

も楽 しめ るステ ージ イベン トなど、具 体的な行 事内容を盛り込 んだ実施

ま た、 本大会 に向 けて 、県民の 機運醸成を図 るため、地 魚フェステ ィ

演 出に ついて 検討 し、 来県され る皆様が秋田 らしさを満 喫できるよ う、

く ため 、クル ーズ 列車 から秋 田新幹線に乗 り換え、秋 田内陸線で 豊かな

バル やキ ャラ バン隊 等に よるＰＲ 活動を強化 するととも に、漁業関係 者

も 多く 見られ てお り、 思い思い に秋田を楽し んでいただ いていると 感じ

景色 と食 事を 堪能す る鉄 道ツアー や由利高原 鉄道を利用 した酒蔵見学 ツ

や量 販店と 連携 し、 旬の魚 を簡単に食べ られるレシ ピを紹介し ながら、

関係団体 と一体とな って準備に 万全を期し てまいります 。

アー など、 関係 者と も連携 しながら、秋 田ならでは の多様な魅 力あるス

販促 キャンペー ンを行い、 県産水産物の 消費拡大に も努めてま いります 。

てお りま す。今 後は 、広域 的な周遊を 進め、よ り秋田を満 喫していただ

ポ ット を組み 合わ せた ルートを 積極的にＰ Ｒすること にいたしてお りま

加え て、 大会当 日は 、秋 田港をはじめ 、八峰町 や男鹿市、 にかほ市に お

い て、 地元 の水産 物を 活用し たイベント を一斉に実施 し、オール 秋田で

す。
ま た、料金等 の割引や寄 港時間に合わ せた施設利 用時間の拡 大に加え 、

コ ード による 多言 語化 など、受 入環境の充 実を図って まいります 。さら

アプリ「アキタノナビ」による観光情報の配信や、観光案内板のＱＲ

化な どが 収録さ れて いる ことから 、できるだけ 多くの方々 が視聴し、 本

か な水 産物の みな らず 、風光明 媚な漁村風 景や、そこ で育まれた 伝統文

なお 、この たび の日 本航空に よるＰＲ映 像については 、四季折々 の豊

盛り上 げることに いたしてお ります。

に、 経済 効果を 波及 させ るため、 本県への船会 社幹部の招 聘や、世界 最

県 漁業 の魅 力が 発信さ れると ともに、誘 客にもつな がることを 大いに期

初め て秋 田を 訪れ た乗 船客が効率 的に周遊で きるよう、 スマートフ ォン

大 のク ルー ズコ ンベン ション への参加な ど、誘致活 動を積極的 に展開す

待し てございま す。

次に、豪風 引退後の 郷土力士応 援でございま す。

る とと もに、 乗船 客の 購買ニー ズの調査や、 食材等の売 り込みを行 う商
談会 開催 などの 取組 を通じ 、乗船客が もう一度 秋田を訪れ てみたいとの

北 秋田 市出身 の豪 風関 は、決し て体格に恵ま れていると は言えない も

のの 、幕 内力 士とし て通 算八十六 場所で一千 二百五十七回 の出場回数 を

思 いを抱いて いただけるよ う、満足度 の向上に 努めてまい ります。
次に 、「 全国 豊かな 海づく り大会・あ きた大会」 と県産水産物 の消費

年開 催さ れてお り、 全国 から多くの漁 業関係者 が参加する ことから、 本

全 国豊 かな海 づく り大会 は、水産業 の振興と 地域の活性化を 目的に毎

変 寂し く感 じてお りま すが、 これまでの 御努力に改め て敬意を表 します

土力 士と して広 く愛 され てきておりま す。この たびの豪風 関の引退を 大

の 際に は福祉 施設 や学 校への訪 問を精力的 に行うなど、 県民に身近 な郷

誇るな ど、 長き にわ たり活 躍を続けたほ か、土俵の 外にあって も、帰省

県 の美 しい 海やお いし い水産 物、漁村文 化等の魅力を 発信できる 絶好の

とと もに 、県 民に 大きな 感動と勇 気を与えて いただき、 心より感謝 申し

拡大でござい ます。

機会 でご ざい ます 。この ため、県 では、専任 部署や関係 団体からな る実

上げたい と存じます 。

豪 風関 引退に より 、本県 出身力士は 東幕下三 十三枚目の 将豊竜ほか 七

行委 員会 を設置 した ほか、 大会のテー マや行事の概 要を定めた 基本計画
に 基づ き、秋 田ら しい 大会とな るよう、現 在、式典で の伝統芸能 や子供
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名と なり ますが 、皆 様が日 々精進を重 ね、一日 も早く、十両、 そして幕
内 へと 駆け上 がる こと を、多く の県民とと もに心待ち にしている ところ
でござ います。
な お、 県の 広報 紙な どの活用に ついては、 私自身、こ れまで豪風 関と

菅原議員 から御質問 のありまし た、今

【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）

後の小 ・中・高校 のあり方につ いてお答え いたします 。

平 成の 三十 年間 にお いて、学習 指導要領は 四度改訂さ れ、いわゆ るゆ

と り教 育から の脱 却、 生きる力 の育成、高校 教育の多様 化に伴う教 育課

備 する ことが 重要 であ り、県教 育委員会で は、平成五 年から小・中 ・高

広報 番組で二度 にわたり対談 し、エール を贈ったと ころであり 、今後も、

次に 、イージス ・アショア についてであ ります。

等学 校を 通して 「ふ るさ と教育」を推 進すると ともに、本 県の目指す 教

程の 弾力 化、高 大接 続改革 など、時代 の流れの 中で教育現 場に求められ

防衛 省はこ れま で、 イージ ス・アショア を配備する ことの妥当 性のほ

育 の姿 とし て、「 ふる さとを 愛し、社会 を支える自覚 と高い志に あふれ

相撲 のみ ならず 、文 化やス ポーツ等の 分野にお いて全国的 に活躍され、

か 、電 磁波 の与え る影 響や警 備態勢の確 保等について 説明してき ており

る人 づく り」 を掲 げな がら、様々 な施策を展 開し学校教 育の充実に 努め

る こと も増加 する とと もに、 大きく変化し てきており ます。こう した中

ます が、 デー タに 基づ いた具体性 のあるもの ではなく、 新屋演習場 が配

てま いり ました 。ま た、グ ローバル化 が急速に進む 中、自発性 や公共の

県 民に 感動を 与え てい る方々 を、県が有す る様々な広 報媒体によ り情報

備候 補地 とされ てい ること について、 地域住民等が 不安や懸念 を抱いて

精 神、 思考力 、判 断力 、表現力 等の育成を 目指し、『 「問い」を 発する

にお いて も、 子供た ちが 積極的に 社会とかか わり、一人 一人が将来の 地

い るも のと認 識し てお ります。 このため、 防衛省では 、こうした 懸念等

子ど もの 育成』 を最 重要 事項の一 つとして掲げ 、これから の時代をた く

発信 し、 県民 と喜び を共 有しなが ら応援して まいりたい と考えており ま

に応 える ため、 現在 、適 地調査を 実施しており 、県として も、調査の 結

ま しく 生き てい く力を 育成で きるよう、 学校現場で は日々実践 を積み重

域社 会の担 い手 であ るとい うことを自覚 して学ぶこ とのできる 環境を整

果 や安 全対 策等 につい て、詳 細な情報の 提供や科学 的根拠に基 づいた具

ね てき ている とこ ろで あり、さ らに力を入れ ていく必要 があると考 えて

す。

体 的 で 合 理 的 な 説 明 を 行 う よ う 求 め て い る と こ ろ で あ り ま す 。 ま た、

おります 。

少 子化 は今後 も一 層進 むことが 予想され、小 ・中・高等 学校ともに 、

イー ジス ・アシ ョア 本体の 取得経費等 が来年度 政府予算案 に計上されて
い るこ とから 、今 通常 国会に おいて、防衛 政策上の必 要性や配備 の是非

と いう 新しい 学習 指導 要領の基 本を踏まえ た上で、学校 ・家庭・地 域が

その 影響 を受 けるこ とは 避けられ ないものと 認識しており ます。そう し

調 査の 結果、 仮に 防衛省 において新 屋演習場 が配備候補地と して適当

強く 連携 し、様 々な 教育 資源を有効に 活用しな がら、学校 教育の質の 向

はも とよ り、 地域住 民の 生活への 影響につい ても、十分な 議論が尽く さ

であ ると された とし ても 、県としては 、その内 容について 、秋田市と 連

上 を図 るこ とが重 要で あると 捉えており ます。このこ とを念頭に 置き、

た中に おい ても 、学 校規模 にかかわらず 、「社会に 開かれた教 育課程」

携 しな がら 分析・ 検討 を行い 、住宅地に 近接している というリス クやそ

子供 たち が将 来の 社会を 支えよう とする強い 意欲を持ち 、主体的に 学習

れることを期 待いたし ております 。

の対 応策 等に つい て慎重 に見極め た上で、防 衛省に対し て率直に意 見を

に取 り組 み、充 実し た生活 を送ること ができるよう な活力ある 学校づく

りを 、今まで以 上に推進し てまいりま す。

述べてま いります。
私か ら以上でご ざいます。
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以上です。
【 警察本部長（ 鈴木達也君 ）登壇】

を図 るた め、沿 岸部 を管轄 する警察署 を中心に したパトカーに よる警戒

監視や、県警ヘリコプターによる警戒を実施しております。また、漂

と 共有 し、 連携 を図 っている ところであ ります。そ のほかにも 、交番・

流・ 漂着 船に関 する 情報 について は、海上保安 庁や自治体 など関係機 関

は じめ に、 秋田 県の 印象につい てでありま すが、昨年 十一月に生 まれ

駐 在所 の広報 紙、 自治 体の広報 誌などを通じ た注意喚起 、港湾漁業 関係

菅 原議員から の御質問に お答えいた します。

て 初め て秋田 市に 出張 でまいり ました。その とき、美し い自然に恵 まれ

者な どに 対する 不審 船や不 審者を目撃 した際の 警察への通 報依頼、民間

●警察本 部長（鈴木 達也君）

た静 かで 落ち着 いた まちと いう印象を 受けて、 いいところ だと感じてお

の 沿岸防犯協 会と連携した 広報啓発活 動などを 実施してお ります。また 、

動捜 査隊が 漂着 現場 周辺の 警戒や検索を 実施するな ど、県警を 挙げて沿

り まし たので 、こ のた び秋田 県で暮らすこ とになり、 うれしく思 ってお
治安 情勢に つき まし ても、刑 法犯の認知件 数が少ない ことが大き な特

岸 警備 に取り 組ん でい るところ であります 。今後も、 沿岸線の諸対 策を

木造 船の 漂着 事案が 発生 した際に は、管轄警 察署のみな らず、刑事部 機

徴 とな ってお り、 全国 的に見て も犯罪の少 ない、安全 な県と言える ので

引き 続き 推進す ると とも に、情勢に応 じた沿岸 警備体制の 構築や関係 機

ります 。

はな いか と思い ます 。反 面、当県でも 日本社会 の少子高齢 化を反映し 、

三点目の高 齢者の交 通事故対策につ いてお答 えいたしま す。

関 との さら なる連 携を 図りな がら、県民 の安全・安心 の確保に努 めてい

緊の 課題 と認識 して いると ころであり ます。また、 子供や女性 が被害者

平 成三 十年中 の交 通事 故による死者 数は四十 二人であり 、前年と比 較

昨 年中 の特 殊詐欺 被害 者の約 四割、交通 事故による死 者の約六割 を高齢

と なる 事案に つい ては 、認知の 段階から、 関係者の安 全確保を最 優先と

して 十二 人増加 して おり ます。ま た、高齢者の 死者数は二 十七人と全 死

く所存 であります 。

した 迅速 かつ組 織的 な対 応を徹底 する必要があ ります。こ れら情勢を 踏

者 数の 約六 割を 占め、 平成十 四年から十 七年連続で 全死者数の 半数を超

者が 占め てお りま すの で、高齢者 の犯罪被害 や交通死亡 事故の防止 が喫

ま えた 上で 、秋 田県警 察の基 本方針であ る「安全で 安心な秋田 を守る力

え てい るほか 、本 年に 入ってか らも既に二人 の高齢者の 方が死亡す るな

と連携 した 交通 安全 キャン ペーンの実施 など、各種 施策を進め ておりま

習会 の開 催、 高齢者 安全 ・安心ア ドバイザー による訪問活 動、関係機 関

県 警察 では高 齢歩 行者 の事故防 止対策として 、参加・体 験・実践型 講

ど、高齢 者の事故防 止対策は喫 緊の課題とな っておりま す。

強い 警察」の実 現に向け、県 警察一丸と なり努力し てまいりま す。
次に 御質問 のあ りま した「漂 流・漂着木 造船への対 応」につい てであ
り ます が、県 警と いた しまし ては、今後も 木造船の漂 流・漂着事 案の情
勢に応 じて、沿岸 警備に万全 を期してまい りたいと考 えておりま す。
はじめ に、 平成 三十 年以降の 県内における 木造船の漂 着状況につ いて

する ドラ イブレ コー ダを 活用した、き め細かい 交通安全指 導や、安全 運

す 。高 齢運転 者対 策と しては、 過去に複数 回交通事故を 起こした方 に対

平成 三十年 中は 、木 造船の 漂着事案が十 二件十二隻 、今年は二 月十二

転 サポ ート 車の普 及啓 発のほ か、運転免 許を返納しや すい環境の 整備と

御説 明いたしま す。
日 現在 二件 二隻で 、い ずれも 前年とほぼ 同数であり、 漂着船の船 内から

議会への 働きかけや 運転適性相談 の充実を図 っていると ころであり ます。

して 、生 活の 足と なる公 共交通を 確保するた め、地域公 共交通活性 化協

次に、沿岸 線の諸対 策について御説 明いたし ます。

こ のほ か、関 係機 関の ネットワ ークを活用 した連携を 進めており 、昨年

発見さ れた遺体は ありません でした。
県 警で は、木 造船 の漂流 ・漂着事案 を受け、 地域住民の 不安感の解 消
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ただ き、 各種施 策の 効果 を検証し ながら、高齢 者がかかわ る交通事故 を

の 共有 を行っ てお りま す。今後 も、関係機 関・団体な どのお力添 えをい

十一 月か らは、 地域 包括支 援センター と高齢者 の事故防止に向 けた情報

合 には 、行 政に おい て国に対 してもしっ かりものを 言っていく というこ

に除 去す るか、 また 、そ の除去で きない状況が 客観的に見 受けられる 場

と かど ちらが 悪い かと いうより も、やはり 基本的には 地域の不安 をいか

て十 分配 慮しな がら 、対応 するという 意味から すると、どちら がいいか

とで はないかと 思います。
●副議長（ 竹下博英議 員）

午後二 時四十五分 再開

午後二時 三十分休憩

暫 時休憩をい たします。再 開は十四時 四十五分と いたします 。

二十 一番菅原議 員の質問は終 わりました 。

一 件でも多く 抑止して いきたいと 考えており ます。
最 後に 、初め て運 転免許 を取得され る若い方々に 対しては、 昨年、県
内に おい て若年 運転 者によ る交通死亡 事故が二 件発生し、 そのうち高速
道 路で の事故 では 、乗 車して いた三名の若 者の尊い命 が奪われて おりま
すこ とか ら、 シート ベル トの着用 や横断歩道 における歩 行者優先など 、
交通 ルール を守 るこ とはも ちろん、道路 を利用する 全ての人を 思いやる
運転 を心がけて いただきた いと思います 。

そ 「一 億円」 と言 いま したが、 そんな安い ことはあり ません。「 一千億

では なく 、「百 七十 二セン チ」です。 イージス・ア ショア、一 基をおよ

読み 間違 いが 二カ 所ほ どありまし た。豪風の 身長、「百 九十二セン チ」
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髙
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杉

石

藤

浦

口

下

原

川

橋

川

原

藤

藤

本

川

加賀屋

鉱

嘉

英

博

博

雄

正

範

一

英

文

浩

策

晃

正一郎

信

一

ひ とみ

武

明

俊比古

徹

千 鶴子

三十 九名

円」の 誤りでした 。訂正させて いただきま す。

十 五 番

平

丈

寛

三十一番

藤

隆

員

知 事に 、イ ージ ス・ア ショアに ついて一点 だけ質問さ せてくださ い。

十 七 番

東海林
幸

悦

加

松

議

私 の気 持ちと して 、地域 住民同士に おいても意見 の相違によ る溝が生

十 九 番

北

勝

三十 三番

小

関

席

まれ てお り、私 もそ の一人 としてむな しさを感 じておりま す。これは、

二十三 番

原
田

健一郎

三十五番

大

出

私 、言 おうか 言う まい か迷っ たところです が、この思 いをどのよ うに受

二 十五番

石

谷

賢 一郎

三 十八番

私から は以上でござ います。

け止め ております か。

二十 八番

土

藤

敏

再質問をさ せていただき ます。その 前に、

また 、肯 定的な 意見 も。 いずれこの種 の問題は 、単に物理 的な問題だ け

三 十 番

近

藤

正

● 二十 一番 （菅原 博文 議員）

で なく 、思 想信条 、あ るいは 防衛に対す る基本姿勢、 こういうも のが相

三十 二番

佐

田

●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

私自身に も、当然、 否定的な意見 もございま す。

衛

聡

喜

当、 個人 ごと に違 います ので、そ ういう点か らすると、 こういうふ うに

三十 四番

柴

林

地域 住民 に溝が 生ず ること について、 必ずしも良し とはしませ んが、こ

三 十七番

【知事（佐竹 敬久君）】

の 種の ことに つい ては 、全て個 人の信条に よって異な るという点 につい
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四 十一番

三十 九番
鶴
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林
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口
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司

司

一
四 十二番

四 十 番
鈴

小
木

田
洋

一

美恵子

な 内容 となっ てお りま す。既に 契約直前な のに、十二 月の防衛省 発表で

方が 納得 して契 約す る一般 的な商売と 異なり、 購入する側に著 しく不利

年内 に契 約で きて も、 最初の一基 の運用開始 は二〇二六 年以降にな り、

当 初、 運用 開始は 五年 後の二 〇二三年と 言っていたで はありませ んか。

す」 とあ ります 。こ れで なぜ、可及的 速やかに と言えるの でしょうか 。

時 点で 運用開 始時 期に ついて予 断をもって お答えする ことは差し控 えま

てお ります が、 引き 続き米 国政府等と協 議する必要 があること から、現

締結 後、 一基 目の製 造及 び配備ま でに約六年 間を要する との提案を受 け

イ ージ ス・ア ショ アの レーダ ーを選定した 際に、米国 政府からは 、契約

し 、 地 元 の 御 理 解 と 御 協 力 を 得 る こ と が 必 要 と な り ま す 。 そ の 上 で、

波 環境 調査等 ）に より 防衛上有 効な場所に確 実に配備で きるか否か 確認

と 調整 する 必要 があ るほか、 各種調査（ 候補地の地 質・測量調 査及び電

は、 「イ ージス ・ア ショ アの導入 に当たっては 、購入に向 けて米国政 府

北

休 憩前に引き 続き会議を開 きます。

地方自 治法第百二 十一条による 出席者

四十三番

休憩前に 同じ
●議長 （鶴田有司 議員）
日程 第一 、一般 質問 を継続 いたします 。二十八番石 田議員の発 言を許
し ます。
社会民主党 会派を代 表し、一般質問 を行いま

【二十 八番（石田寛 議員）登壇 】（拍手 ）
●二十 八番 （石 田寛議 員）

それ も定 かでは ない という のでありま す。この方式 で防衛省が 導入する

予 定の 対空型 無人 機「 グローバ ルホーク」 が、突然百 億円も値上 げされ

たと の報 道もあ りま した 。日本は アメリカ政府 の資金源と なっている だ

け でな く、 武器 供給を 通じて 自衛隊が米 国にコント ロールされ るように

進 めて いると 思わ れま す。ビジ ネス優先のト ランプ大統 領が安倍晋 三首

相と 良好 な関係 にあ るのは 、日本が米 国にとっ て「便利な 国」、「都合

の よい 国」だ から です 。全く お話になりま せん。知事 、そう思い ません

か。 また 、こ れらの 武器 購入は、 全て日米貿 易摩擦の解消 が目的では な

－

の発 効により、 ほか

いかと 疑っ てお りま す。こ れまでは、輸 出産業を守 るために農 業を犠牲

に し農 産物の 自由 化を 進めてき ましたが、 ＴＰＰ

に提 供す るもの がな くな り、高価な武 器を購入 し米国の赤 字を解消し よ
う としている のであり ます。

防 衛 省 は 、 イ ー ジ ス 護 衛 艦 の う ち 弾 道 ミ サ イ ル 対 応 艦 に つ い て、

「こんごう」型に加え「あたご」型二隻を追加してきており、さらに

「ま や」型二隻 の建造によ り八隻体制 とすることを 既に決めて おります 。
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す。
はじめ に、イージ ス・アショ アについて伺 います。
先月二 十九 日、 安倍 政権が導入 を決めてい る陸上配備 型迎撃ミサ イル
シ ステ ム「イ ージ ス・ アショア 」二基と関 連装置等を、 日本円にし て約
二千 三百 五十億 円で 日本に 売却するこ とがアメ リカ国務省 に承認され た
と 報道 があ りまし た。 しかも 、発表され た二基二千三 百五十億円 は、発
射装 置や 施設 整備 の費用 を除いた 金額という のですから 、これから幾 ら
３ ブロ ック２Ａ 」は、一発 当たり四十億 円前後であ り、

膨れ 上がる かわ かり ません 。イージス ・アショアが 搭載する新 型迎撃ミ
サ イル 「ＳＭ

建屋 の施 設整備 費な ど基 地建設費 も含めれば、 八千億円近 くに達する 見
込 みと なり ます 。イー ジス・ アショアは 、他の米国 製武器と同じ く、対
外 有償軍 事援 助（ ＦＭ Ｓ）という 米国独特の 売買方式で 契約される と言
われ てお ります 。Ｆ ＭＳは 、契約価格 、納期は 見積もりであり 、米国政
府 はこ れらに 拘束 され ない、代 金は前払い 、米国政府 は自国の国 益によ
り一 方的 に契 約解除 でき るという 不公平な条 件で、売り手 と買い手の 双

11

装 備な ので あり ます 。だから 、これまで 防衛大綱や 中期防衛力 整備計画

イー ジス 艦八隻 で迎 撃体 制は整っ ており、イー ジス・アシ ョアは過剰 な

ま すが 、二基 で全 国を カバーで きると説明 していたの であります 。既に

地上 イー ジスに つい ては、 平成三十年 度から防 衛白書に記載さ れており

屋演習場にイージス・アショアが配備された場合、消防防災ヘリコプ

ルの 幅で 六キロ メー トル の高さま で飛行禁止区 域になって おります。 新

願 い出 ており ます 。強 烈なレー ダー波を出 すので、周 辺は六キロ メート

設置 され ました が、 ドクタ ーヘリが九 回もレー ダー波を止めて ほしいと

新 屋演 習場は 住宅 地ま で三百メ ートルと近く 、勝平小学 校、勝平中 学

タ ーに よる海 難事 故の 救出や、 風の向きによ り旅客機が 海岸から入 る場

と なる 大綱と それ に基 づく武 器調達計画で ある中期防 衛力整備計 画を、

校、 秋田 商業 高校も 一キ ロメート ル圏内にあ ります。三 キロメートル 圏

に なか ったの であ りま す。計画 になかったも のが、この ように突如 とし

国会 に諮 らず 閣議決 定で 決めると は言語道断 であります 。日本は、い つ

内には、 市役所、県庁 、市立総合 病院もあり ます。電磁 波過敏症の方 は、

合もある 秋田空港の 発着に影響 は出ないの でしょうか。

から 専制政 治に なっ たので しょうか。こ のような進 め方は、正 常とは言

携 帯電 話や電 子レ ンジ 、テレビ 、ＩＨ調理 器を使用で きず、電磁波 を浴

て出 てく ること がか つてあ ったでしょ うか。一 国の安全保 障政策の基軸

えま せん。

びると頭痛、めまい、吐き気を催します。心臓ぺースメーカーを埋め

込 んで いる 方から は、 「とて も不安だ、 恐怖を覚える 」との声も 聞かれ

購入に ついては、ト ランプ大統 領の来日時 に求められ たもので、突 如、
当 時の 防衛 大臣発 言で 表に出 てきたもの であります。 昨年六月二 十二日

防衛 省が イージ ス・ アショ アに採用す るのは、アメ リカロッキ ード・

まし た。 時間 をか けて 、健康が侵 されるもの については これから調 査す

と発 言し ており ます 。私 は八月八 日、防衛省の 職員に質問 したところ 、

マ ーチ ン社 の「 ＬＭＳ ＳＲ」 という開発 途上にある レーダー・ システム

に、 飯島 勲内 閣官 房参 与は、ある テレビ番組 で「政府が ミサイル防 衛強

「 飯島 さん がそ のよう に思っ て発言した のでしょう 」と答えた ので驚き

で す。 この未 完成 のレ ーダー機 器を持ち込ん でも、正確 な環境影響 調査

ると 言わ れてお りま すが、 机上の計算 で問題がない と言えるの か疑問に

ま した 。参与 は政 府側 の人間で あることから 、政府自ら が否定する 形と

はで きま せん。 将来 、脳腫 瘍や小児が ん、白血 病など、健 康を損ねる県

化策 とし て導入 を目 指す、 地上配備型 迎撃システム 『イージス ・アショ

なっ てお り、弾 道ミ サイル 防衛システ ムの計画 性とイージ ス・アショア

民 が出 た場合 、誰 が責 任を取 るというので しょうか。 電磁波の影 響調査

思い ます。

の 配備 の必要 性に つい て、大 きな疑問を持 たざるを得 ません。こ のこと

と健康 被害につい て、知事の 御所見を伺い ます。

ア 』に ついて は、 トラ ンプ米大 統領に押し つけられて 購入する状 態だ」

につい て、知事の 御所見をお 伺いいたしま す。

イー ジス ・アシ ョア のハ ワイの実験場 は、広大 な土地で、 住宅地とは 離

秒 速に する と二キ ロメ ートル になります 。しかし、こ れは中距離 弾道ミ

ます 。北 朝鮮か ら秋 田県 までは一千二 百キロメ ートルの距 離ですから 、

次に、なぜ秋 田県と山口 県かについ て伺いま す。

れ てお り、 人的被 害が ないと 言われてお ります。それ でも、ハワ イの実

サイ ルを 想定 して いるも ので、長 距離弾道ミ サイルの速 さは秒速五 キロ

次に、電磁波 問題につい て伺います 。

験場 の入 り口 には 「放射 線危険区 域」という 看板があり ます。ルー マニ

メー トル 以上と 言わ れてお り、これで は迎撃は不可 能と思われ ます。迎

弾 道ミ サイル は、 北朝鮮 から十分で 日本に飛 んでくると言わ れており

アの 基地 の上空 も、 電磁波 の影響を避 けるために飛 行禁止区域 になって

撃 ミサ イルは 無力 と言 えないで しょうか。 ところが、 有事になれ ば、米

県民 は、生活や 人体に対す る電磁波の影 響を非常に 心配してお ります。

お りま す。京 都府 の京 丹後市で は、四年前 に米軍のＸ バンドレー ダーが
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な ら、 北朝鮮 に直 線で 近い位置 が最適地にな ります。仮 に敵国が狙 うと

ほ どか 考え たこ とが あるでし ょうか。北 朝鮮の弾道 ミサイルを 迎撃する

でし ょう 。さら に、 もし も核が搭 載されていた ら、その被 害想定はい か

き ずに 着弾し たら 、新 屋どころ か秋田市内 が真っ赤な 火の海にな ること

国の 前線 基地と して 秋田が 一番先に標 的になり ます。ミサイル を迎撃で

して から 今年で 六十 六年を 迎えます。 同じ民族 が三十八度 ラインで分断

開 かれ ようと して いる ときに水 を差すことに なります。 朝鮮戦争が 休戦

に は二 回目 の米 朝首 脳会談が 予定されて おり、東ア ジアの平和 への道が

関係 から いって も、 平和 への動き に逆行してい ると思われ ます。今月 末

す 。北 方四島 の返 還の チャンス は遠のくも のと思われ ます。北朝 鮮との

から 言え ば、平 和条 約どこ ろか、逆に 北方四島 の基地化が心配 になりま

を使 用され た国 とし て、戦 争の愚かさや 悲惨さを訴 えることが できるの

すれ ば、 人口の 集中 してい る東京周辺 や大阪周 辺が狙われ ないでしょう

それにもか かわらず、秋 田・山口を 最適地と するのはな ぜでしょうか 。

で あり ます。 人を 守る のではな く、殺し合 うのが戦争 です。誰も殺 した

さ れて いる状 況を 一日 も早く 解消するため に、終戦を 迎えるよう に支援

北朝 鮮から秋田 ・山口を直 線で結ぶと、 ハワイとグ アムに行き 着きます 。

くな けれ ば、戦 争を 避け るしかありま せん。攻 撃されない ように日常 的

か 。そ うなる と、 秋田 と山口 からでは距離 が離れ過ぎ て、迎撃で きるこ

この ため 、「ハ ワイ とグ アムの米軍基 地を守る 」というほ かに理由が 見

に 平和 的対 話外交 に徹 し、地 球上から戦 争や紛争をな くすために 声を上

する のが 日本 の役割 では ないでし ょうか。日 本は唯一、 世界で原子爆 弾

つ かり ませ ん。日 本を 守るの ではなく、 アメリカを守 るために秋 田・山

げ続け るのが日本 の取るべき 道とは言え ないでしょ うか。

とはあ りません。

口は 最適 地な ので あり ます。ハワ イの米軍基 地を攻撃さ れたら、大 気圏
基 地を 守るた めに 、な ぜ日本が 経費を投じ なければな らないので しょう

『どう する地上イ ージス』

全文 の朗読をお 許しくださ い。

秋田魁新報 社の小笠 原社長が七月十 六日に掲 載した文章 を紹介しま す。

か。 これ までも 国内 の米 軍基地へ の支援につい て述べると 、思いやり 予

「 兵器 で未 来は 守れる か。悔い を千載に残 すことにな りはしない か。

外で 打ち 落とす こと になる と官房長官 が発言してお りましたが 、米国の

算 を加えると 七千億円 、一日当た り十九億円も 血税を投じ ているので す。

今まで 述べ たと おり 、迎撃ミ サイル基地と して成り立 たなかった とし

次に、 日本の取る べき道につ いて伺います 。

い よう 言論の 力を もっ てチェッ クすること であると考え ている。秋 田魁

わって 政府 や権 力者 の行為 を監視し、再 び戦争に駆 り出される ことのな

り、基本的人権の尊重にある。新聞社の役割の第一は、読者に成り代

戦 後日 本は、 大戦 が招 いた甚大 な惨禍と、そ れに対する 深い反省か ら、

て も、 攻撃ミ サイ ル基 地として は成り立ち ます。新屋演 習場が米国 の前

新報 社は 不偏不 党を 貫き 、政治的勢力 から一定 の距離を保 ってきた。 だ

そ の上 、イー ジス ・ア ショア二 基を配備する と、諸々入 れると一兆 円に

線基 地と なり、 射程 距離 二千から二千 五百キロ メートルな ら中国、ロ シ

が 、そ れは すなわ ち、 賛否の 分かれる問 題から逃げ、 両論併記で その場

『二 度と 戦争を 繰り 返して はならない 』という 強い決意を 抱いて、廃虚

ア を狙 える ものと なる からで す。攻撃型 ミサイル基地 は、戦後一 貫して

をや り過 ごす こと ではな い。地上 イージスの 配備は、本 県のみなら ず、

も膨 れ上 がると 思わ れます 。このこと について 、知事の所 見をお伺いし

主張し てきた「専 守防衛」を 逸脱する憲 法違反と言え ます。この ことは、

国の 安全 保障に かか わる大 問題だ。最 も尊重しなけ ればならな いのは、

か ら再 スター トを 切っ た。そ の出発点は平 和主義であ り、国民主 権であ

軍拡 競争 に道を 開く ことに なるもので あります。中 国とロシア の動向を

県 民と 県土の 安心 ・安 全、ひい ては国家と 国民の安全 保障である ことは

ま す。

見 ても 、日本 の動 きを 注目して いるように 思われます 。ロシアと の関係
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備さ れると なれ ば、 それが 引き金となっ て半永久的 なミサイル 基地に道

れ、 撤去 され ること はま ずない。 仮に今、新 屋地区に地 上イージスが 配

し い選 択だろ うか 。軍 事施設 は一旦配備さ れれば、増 強されるこ とはあ

に、 『脅 威に備 える 』とし て、ミサイ ル発射装 置を据えつ けることは正

軍 事境 界線上 で手 を握 り、劇的 な一歩を踏み 出そうとし ているその とき

は ない 。だ が、 進展 は不透明 とはいえ、 朝鮮半島の 南北首脳が 板門店の

に正 当防 衛の権 利が ある ように、 国にも自衛権 がある。そ の考えに異 論

に 突き 進んだ 過去 に対 する真摯 な反省の上 に立った歴 史観である 。個人

論を 待た ない。 この 立場は 設置賛成論 者と同じ だが、異なるの は、戦争

から 日米地 位協 定の 改定な どを求める意 見書を可決 した議会は 、北海道

縄県 の訴 えに 応える こと は余りあ りませんで した。知事 会で採択され て

「 外交 ・防衛 は国 の専 権事項 」として地位 協定の抜本 的改定を求 める沖

交 渉 を 提 起 し た こ と も あ り ま せ ん 。 こ れ ま で 多 く の 都 道 府 県 知 事 も、

さ れ、 今まで に一 度も 改定され ておりません 。これまで の政権は、 改定

定 であ りま す。 日米 地位協定 は一九六〇 年の日米安 保条約と同 時に締結

らわ れで す。そ れら の負 担の元凶 は、日米安保 条約であり 、日米地位 協

辺 野古 新基地 建設 で負 担を負わ されたくな いという沖 縄県民の思 いのあ

被害、環 境汚染など の日常生活へ の負担を受 けてきた事 実と、これ 以上、

全国 知事会 の「 米軍 基地負 担に関する提 言」の中に 、「米軍機 による

をは じめ増え続 けておりま す。

じる 恐れ はない のか 。悔 いを千載に残 さぬよう 、慎重に思 慮しなけれ ば

低 空飛 行訓 練等に つい ては、 国の責任で 騒音測定を増 やすなど必 要な実

を 開く ことに なり はし ないか。 蟻の一穴と なり、再び 『強兵路線』 に転
な らな い。 朝鮮半 島の 政治構 造が転換点 を迎えている 今だからこ そ、南

態調 査を 行う とと もに 、訓練ルー トや訓練が 行われる時 期について 速や

では 、オ スプレ イが 飛び 交ってい るという情報 が多く寄せ られており ま

北の融和と民生安定に隣国として力を尽くすべきではないのか。地上

私は 、こ の紙面 を何 回も何 回も読み返 しました。ま さに今、私 たちが

す 。物 すご い爆 音です 。あれ が超低空飛 行を行えば 、農家をは じめとし

かな 事前 情報提 供を 必ず行 い、関係自 治体や地域住 民の不安を 払拭した

問 われ てい るも のであ ります 。イージス ・アショア の配備は、 県民に大

て 多く の被害 が出 るの は必至で す。米国本土 では、危険 で騒音がひ どい

イー ジス を配備 する 明確な 理由、必要 性が私には見 えない。兵 器に託す

きな 不安を抱か せており、反 対を求める 声も日増し に強まって おります。

ので 低空 飛行は して おりま せん。それ なのに、 なぜ日本国 内で超低空飛

上 で実 施され るよ う、 十分な配 慮を行うこ と」とあり ます。最近 、県内

知事 は県 民の安 全を 守るた めにも、毅 然とした 態度を示す べきでありま

行 訓練 を行う ので しょ うか。 日米地位協定 があるから 拒否できな いので

未来 を子供たち に残すわけ にはいかな い」、以 上です。

す 。こ の議場 でイ ージ ス・ア ショア配備に 反対を表明 するなら、 佐竹知

す。 航空 法施 行規則 では 、「人ま たは家屋の 密集している 地域の上空 に

及び 広い 水面の 上空 にあ っては、地上 または水 上の人また は物件から 百

事は 、五 十年 、いや 百年 にわたり 秋田の平和 に命をかけた 知事として 称

次に、日米 地位協定 の見直しに ついて伺い ます。

五 十メ ート ル以上 の距 離を保 って飛行す ることのでき る高度」と ありま

あって は、 当該 航空 機を中 心として水平 距離六百メ ートルの範 囲内の最

昨 年の 七月 二十七 日、 全国知事 会が全会一 致で日米地位 協定の抜本 的

す。 とこ ろが 、オ スプレ イは高度 六十メート ルでの訓練 が想定され てお

賛され るこ とは 間違 いあり ません。胸に ある気持ち を是非お聞 かせ願い

な見 直し を含 む「 米軍基 地負担に 関する提言 」を採択し ました。こ のこ

りま す。 一日も 早く 、国内 の航空法や 環境法令など の国内法を 原則とし

も 高い 障害物 の上 空か ら三百メ ートルの高 度、人または 家屋のない 地域

とに 対し 、心か らの 賛辞を 送るもので あります。こ れは、沖縄 が一九七

て 米軍 にも適 用さ せる ように、 知事会で議 論を提起し 、政府に働 きかけ

ます 。

二 年に 本土復 帰す る以 前から、 米軍による たび重なる 事件や事故 、騒音
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るべきで はないでし ょうか。知事 の考えをお 伺いします 。

機を 設置 するに もか かわら ず、基礎構 造は安価 とされるモノパ イル式で

関係 七市町 村な ど二 十五団 体などが参加 してきまし た。二〇一 三年七月

り、海 上保安庁や 秋田大学、 秋田県立大学 、秋田漁業 協同組合、 商工会、

峰 能代 沖、能 代港 湾、 秋田北 部、秋田港湾 、由利本荘 市沖の五地 域であ

合洋 上風 力発電 導入 検討委 員会」を開 催してき ました。検 討範囲は、八

料 の超 低周波 音デ ータ に一千五 百キロワッ トの風車の 例を掲載し、 会場

昨年 十一月 八日 及び 十二月 四日のレノバ 主催の住民 説明会では 、説明資

どへ の影 響は 今まで の知 見とは比 較にならな いことは明 白であります 。

豪 語し ており ます が、 その規 模、出力など の巨大さか ら、環境や 人体な

レノ バは、 この 事業 を「日本 最大」、「 世界有数」 の洋上風力 発電と

行 うこ ととし てお りま す。経済 面や調達価 格を重要視 し、安全性 につい

三 十日 の第一 回会 議で は、石原 孟東大教授 による基調 講演が行われ 、洋

の市民 の失笑と怒り を買うこと となりまし た。この洋 上風力発電事 業は、

次 に、洋上風力 発電につい て質問いた します。

上風 力発 電にお ける 港の 重要性が指摘 されてお ります。つ まり、建設 コ

陸 地か ら一 ・五か ら二 ・四キ ロメートル の洋上に八千 から九千五 百キロ

て十 分に 考慮し てい るの か、疑問 に思われます 。導入検討 委員会で設 定

ス トを 減ら すため に作 業はな るべく陸地 で行うこと、 風車や基礎 の組立

ワッ トの 出力 を持 つ発 電機七十か ら九十本を 、五百メー トル間隔で 二列

現在 、由 利本荘 市沖 の風力 発電は、株 式会社レノバ により事業 化が進

に適 した 港湾 であ るこ と、洋上風 力発電を行 うには港湾 への投資は 不可

に配 置す るとい うも のであ ります。そ の説明資料に 一千五百キ ロワット

範 囲を 変更 した 理由 とともに 、レノバの 計画におけ る水深や基 礎構造の

欠で ある ことの 三点 であり ます。事業 者であるレノ バも、事業 計画で秋

の 風車 の超低 周波 音デ ータを使 用するのは 、まさに市 民を欺く行 為と言

め られ てお りま す。 事業化に 先立ち、秋 田県では、 秋田沖の洋 上風力発

田 港を 使用す ると して おります が、現在の 秋田港は、 洋上風力発 電の組

わざ るを 得ず、 事業 者と して企業 モラルが問わ れなければ なりません 。

妥当 性について 伺います。

立等に 適した港湾 と言えるので しょうか。 問題点等は ないのでし ょうか。

また、説明資料の松ヶ崎公民館、浜館公園から見た景観のフォトモン

電 の導 入に向 けて 、「 あきた沖 合洋上風力発 電研究会」 及び「あき た沖

併 せて 、改 修等 が必要 な場合 、規模や期 間、財源等 はどの程度 になるの

タ ージ ュは、 縮尺 が示 されてお らず、印象操 作をしてい るものとし か思

して いる ので しょう か。 また、事 業者として 本当に適して いるのか、 知

が 、こ のよう に不 備の 多い資 料を住民に提 示している ことを知事 は把握

えな いも のであ りま す。事 業者である レノバは 東証一部上 場の会社です

かお 伺いします 。
次に 、導入 検討 委員 会の設定 条件とレノ バの実施計 画について 伺いま
す。
導入 検討 委員 会の役 目の一 つに、秋田 沖合の候補 海域の設定条 件を示

式の 基礎 構造 で二 千キロ ワット級 の発電機と し、水深五 十メートル まで

者 は、 講演 の中で 、設 定条件 として水深 三十メートル まではモノ パイル

メー トル 以内に 変更 され ています。ま た、資源 エネルギー 庁からの出 席

と して おりま した が、 二〇一五 年一月二十 九日の委員会 では、水深 三十

県内 に張 りつき 、雇 用に結 びつく可能 性は薄いと考 えますが、 知事の考

企業 はな くな ると してお ります。 このことか ら、風車の 部品製造企 業が

し まし た。 報道で は、 日立製 作所の撤退 で、風力発電 機を生産す る国内

先月 の二十 五日 、日 立製作 所が風力発電 機の生産か ら撤退する と発表

次に 、雇用につ いて伺いま す。

事の見解をお 伺いしま す。

は重 力式 かジャ ケッ ト式で 三千から七 千キロワット の発電機と するとし

えを 伺います。

すとい うこ とが あり ます。 当初、導入検 討範囲は水 深五十メー トル以内

て おり ました 。し かし 、レノバ は、八千か ら九千五百 キロワット の発電
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次に、洋上 風力発電 建設による生活 への影響 について伺 います。

り ませ んか。 自然 景観 を壊し、 ごみの埋め 立てを増や すふるさと が売り

観で はな いでし ょう か。県 民歌にもあ るように 、詩の国秋田な のではあ

手）
●議長（鶴 田有司議員 ）

石田議 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 】

県当局 の答弁を求 めます。

以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございます。（拍

と言え るでしょう か。知事の御 所見をお伺 いいたしま す。

山 口県 下関市 の安 岡沖 洋上風力発電 建設に関 する反対意 見を紹介し ま
す。
「 私た ちが 建設 反対 する理由は 一つしかあ りません。 風力発電建 設場
所 が生 活圏域 から 一・ 五キロメ ートルと近す ぎるからで す。自然エ ネル
ギー 先進 国の欧 米は 、巨大 風車は民家 から平均 十キロメー トル以上離れ
て 建っ ていま す。 風車 建設予 定地は、半径 五キロメー トル以内に 約八万

●知事（ 佐竹敬久君 ）

まず、イー ジス・アショ アについて 、配備の 必要性でご ざいます。

人が 住み 、教 育機関 、医 療機関、 福祉施設等 があります 。一基でも建 っ
た場 合、何 億円 も撤 去費用 が生じる風車 を撤去する ことは不可 能で、未

弾 道ミ サイル に対 する防 護態勢の強 化につい ては、周辺 諸国における

急速 な軍 事力の 近代 化や 運用能力の向 上など、 我が国を取 り巻く安全 保

来永 劫その地が 発展するこ とはありませ ん。誰が頭 痛やめまい 、吐き気 、
平衡 障害 、自律 神経 失調 症、生理不順 等の健康 被害にかか る可能性が あ

障 環境 の変 化を踏 まえ 、国に おいて一定 の期間をかけ て検討され てきた

もの と認 識し てお りま す。具体的 には、平成 二十六年度 から調査・ 研究

る 場所で生活 しようと 思うでしょうか 」
まさ しく 、私 も同 意見で あります。洋 上風力発電 の設置によ って、超

が行 われ ており 、イ ージス ・アショア についてもそ の対象とし て検討さ

れ 、一 昨年十 二月 に導 入が閣議 決定された ものであり 、昨年十二 月の中

低周派音 等が地域の 生活に影響を 及ぼさない ものか伺い ます。
次に 、風力発電 から発生す る産業廃棄 物の処理に ついて伺いま す。

期防 衛力 整備計 画に おい て、弾道 ミサイル防衛 システムの 一構成要素 と

し て位置づけ られたも のでありま す。

羽根 、す なわち ブレ ード部 分の直径は 百八十メート ル、支柱は 二百五
メ ート ル、 それ を海中 と地下 に基礎を打 って建設す るのであり ます。羽

傷 みも 激しく なる と思 われま す。撤去・廃 棄するとき のことがと ても心

建設から 何年かは問 題にならな いと思います が、洋上と いうことも あり、

議の 中で 、防 衛政策 上の 必要性や 、仮に新屋 に配備された 場合の地元 へ

得 費等 が来年 度政 府予 算案に 計上されてい ることから 、今通常国 会の審

アも 、さ きに述 べた ように 一定の検討 を経て導 入が決定さ れ、本体の取

防 衛政 策は、 国の 責任と 権限に属す る事項であり 、イージス ・アショ

配で す。 また 、風車 一基 当たりに 使用される 潤滑油は三百 リットル程 度

の影響 や対 策等 につ いて、 県や秋田市が これまで申 し入れてい る様々な

根 は一 枚三・ 五ト ンも あるグラ スファイバー 製強化プラ スチックで す。

であり 、数 年に 一回 程度排 出することに なり、これ も産業廃棄 物であり

次に、電磁 波問題に ついてであ ります。

事項 も含め、十 分な議論を 尽くしていた だきたいと 考えており ます。

処分 方法 や処分 場所 は確 立していると 言えるの でしょうか 。このまま で

住 宅密 集地 に近接 して いる新屋 演習場がイ ージス・アシ ョアの配備 候

ま す。 いずれ にし ても 、大量の 廃棄処分が 将来的に必ず 出てきます が、
は 、県 内の 至ると ころ に処分 場ができる のではないか と危惧して おりま

れて おり 、特に レー ダーが 発する電波 の影響を不安 視する声が 大きいと

補地 とさ れて いる ことに 対して、 地域住民か ら不安や懸 念の声が寄 せら

県で は、観 光分 野に おいて、 インバウン ド誘客集中プ ロモーショ ンの

こ ろで ありま す。 防衛 省が電波 の専門家を 招いて開催 した住民説 明会で

す。
展 開を はじめ 多額 の予 算措置を 行っており ますが、観 光の目玉は 自然景
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され てい ない状 況に あり ます。防 衛省では、現 在、そうし た不安に応 え

す る限 り住民 に影 響が ないとの 説明があり ましたが、 住民の不安 は払拭

は、 イー ジス・ アシ ョアが 発する電波 について は、電波防護指 針を遵守

国 際情 勢の 先行 きが 不透明な 中、国民の 生命や領土 を守るため 、国防上

向け、 最大限の外 交努力を行っ ていくこと は重要であ りますが、 一方で、

世 界唯 一の被 爆国 であ る我が国とし ては、核 兵器のない 世界の実現 に

次に、日本 の取るべ き道についてで あります 。

防衛 省では 、イ ージ ス・アシ ョアについ て、弾道ミ サイルから 我が国

る ため にも 、地 質や 測量等に 加え、電波 環境の調査 を行ってお り、先日
衛隊 の対 空レー ダー を用い た実測調査 を新たに 実施すると 表明いたしま

を 守る ための 純粋 な防 御シス テムであり、 北朝鮮を含 め、周辺諸 国に脅

の一 定の備えは 必要と考えて おります。

し た。 これら の調 査終 了後、 防衛省から調 査結果やこ れを踏まえ た安全

威を 与え るも のでは ない と説明し ております 。また、こ のシステムに 搭

に は、 イージ ス・ アシ ョアと同 じＳバンドを 使用してい る既存の陸 上自

対策 等に 関す る説明 があ ると思わ れますので 、県として 、それらが住 民

され るも のであ りま すが 、他方で、新 屋演習場 が配備候補 地とされて い

載さ れる迎 撃ミ サイ ルの弾 頭は運動エネ ルギー弾で 、陸上攻撃 能力は有

次に、 秋田県と山口 県への配備 についてで あります。

る こと につ いて、 地域 住民が 不安や懸念 を抱いている ことから、 調査終

の不 安や懸 念に 十分 に応え るものになっ ているか、 秋田市と連 携しなが

防 衛省 では 、イー ジス ・アショ アを配備す る理由として 、北朝鮮が 我

了後 に予 定さ れて おり ます国の説 明に対して 、秋田市と 連携しなが ら分

し ない もので あり ます 。防衛政 策は国の責 任と権限に おいて立案・ 決定

が国 を射 程に おさ める 数百発の弾 道ミサイル を保有して いることな ど、

析・ 検討 し、様 々な リスク にどのよう に対応するか などについ て、慎重

ら分 析・検討し 、見極めて まいります。

北朝 鮮に よる脅 威が 存在す ることを挙 げており、本 県の新屋演 習場と山

に見 極めてまい ります。

次に、 日米地位協 定の見直しで ございます 。

口 県の むつみ 演習 場に 配備する ことで、日 本の全域を 防護すると してお
りま す。 その後 、昨 年六 月に引き 続き、今月下 旬に二回目 の米朝首脳 会

辺 以外 におい ても 、飛 行訓練 等の実施によ る騒音被害 や事故に対 する住

日 米安 全保 障体 制は、 国民の生 命・財産や 領土・領海 等を守るた めに

こ れま でのと ころ 、防 衛省から 、緊急に配備 する必要性 について必 ず

民の 不安 もあ り、訓 練等 に関する より具体的 な内容につい て、関係自 治

談 が予 定さ れる など、 朝鮮半 島情勢は一 見緊張緩和 の方向にあ るように

しも 十分 な説 明はあ りま せんが、 イージス・ アシヨアは多 額の費用を か

体への説明が 求められ ております 。こうした ことから、 全国知事会で は、

重 要で ありま すが 、米 軍基地の 存在が、騒音 や環境問題 など、基地 周辺

けて導 入さ れる 重要 な防衛 施設であるこ とから、関 連予算案が 提案され

昨 年七 月に「 米軍 機に よる訓練 ルートや訓 練が行われる 時期につい て速

見 受け られま すが 、そ の行く末 はいまだ不透 明であり、 今後の動向 を十

て いる 今国会 にお いて 、その必 要性や有効 性、秋田と山 口に配備す る合

やか な事 前情報 提供 を必 ず行うこと」 や、「日 米地位協定 を抜本的に 見

住民 の安 全・安 心に 影響を 及ぼすこと も事実で あります。 また、基地周

理性 等に ついて 、十 分な 審議を尽くす とともに 、防衛省に おいては、 地

直 し、 航空 法や環 境法 令など の国内法を 原則として米 軍にも適用 させる

分に注視 していくべ きものと考 えております 。

元 に対 して しっか りと 説明責 任を果たし ていただく必 要があると 考えて

こと」 などを国に 提言したと ころであり ます。

に直結する問題でもあることから、私もかつて、オスプレイについて

米軍 基地に 関す る事 項は防衛 にかかわる ものでありま すが、住民 生活

おり ます 。県 とし まして は、二回 目の米朝首 脳会談や最 近における 様々
な状 況を 踏まえ 、秋 田市と 連携しなが ら、今年度末 までに再度 、防衛省
に対 し明確な説 明をするよ う求めてま いります。
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今 後と も、 知事 会等 を通じて 、地位協定 の見直しは もとより、 こうした

応する よう、国に 対して申し入 れる」とい う趣旨の発 言をしてお ります。

容 を明 らかに する とと もに、県 や関係市町 村の意向を 十分に尊重 して対

「国 から 飛行訓 練の 協力要 請があった 場合には 、事前に訓練の 具体的内

と 、県 として 、特 定の 事業者の 評価につなが る発言につ いては控え るべ

指 定海 域で の事 業者 の公募が 行われるこ とから、同 法の趣旨を 踏まえる

備に係 る海域の利 用の促進に関 する法律」 に基づき、 今後、国に おいて、

な お、 昨年十 一月 に成 立した「海洋 再生可能 エネルギー 発電設備の 整

た具 体的 な説明 を丁 寧に行 うよう、事 業者に対 して求めてまい ります。

きものと 考えており ます。

不安 解消に努め ることについ ても問題提 起してまい ります。
次に、洋上 風力の発 電でござい ます。
発電 の大 きな ポテン シャ ルを有し ていること から、洋上 風力発電事業 を

られ ないも のと 思わ れます が、一方で、 風力発電の 導入拡大に 伴い、海

国内 風力 発電 機メー カーの 撤退により 、部品製造 企業への影 響は避け

次 に、雇用に ついてであり ます。

県内 経済へ 寄与 する 新たな 成長産業と捉 え、官民連 携により導 入の促進

外 風力 発電機 メー カー 等から、 風力発電機 の建設用治 具や大型部品 輸送

秋 田港 の使用 でご ざい ますが、 本県沿岸は風 況に恵まれ ており、風 力

を図 ってきてお ります。

が可 能に なるも のと 考えて おります。 現在、国にお いて、秋田 港の具体

の補 強な ど、 機能 強化 を図ること によって、 基地港とし ての円滑な 利用

設 の建 設拠 点とし て適 する港 であり、風 車部材の組立 等に対応し た地盤

サ プラ イヤー を対 象と した、県 内企業の部 品製造分野 への参入に 向けた

支援 、マ ッチン グ機 会の提 供など、海 外風力発電機 メーカーや 国内部品

や建 設工 事へ の参 入を 支援するほ か、サプラ イチェーン 調査や認証 取得

こ うし た事 例もあ るこ とから 、引き続き 、県内企業に よるメンテ ナンス

用治具 の製造を請け 負う県内企 業も出てき ております 。県としまし ては、

的 な改 修計画 を検 討し ていると ころであり 、引き続き 、洋上風力 発電事

取組を 推進してま いります。

御指 摘の秋 田港 につ いては 、地理的な条 件や施設の 規模的にも 発電施

業の 導入 促進に 向け 、早 期事業化 について、国 に対し積極 的に働きか け

て もこ れに準 じた とこ ろであり ます。モノ パイル式につ いて、技術 開発

深三十 メー トル 以内 での導 入を図る方針 が示された ことから、 県におい

まし たが 、そ の後、 国か ら、再生 可能エネル ギーの導入促 進のため、 水

含 む着 床式が 可能 とさ れた水 深五十メート ル以内の海 域を検討対 象とし

洋上 風力発 電の 導入 について は、当時の 技術水準で 、モノパイ ル式を

導 入検 討委員 会の 設定条 件と事業者 の実施計画に ついてであ ります。

てお りま す。一 方で 、風 車の音が騒音 として聞 こえる場合 は、睡眠等 へ

い ては 、明ら かな 関連 を示す知 見は確認で きない、とい う所見が示 され

理した とこ ろ、 風車 から発 生する超低周 波音や低周 波音と健康 影響につ

ない 、と され ており ます 。また、 各国政府の 報告書や過去 の論文等を 整

自 動車 のエン ジン から 発生す るものと比較 しても、特 別大きいわ けでは

低く 、人 間に感 じら れない ものであり 、また、 日常生活に おいて身近な

環 境省 により ます と、風 車から発生 する超低周波 音は、音圧 レベルが

次 に、生活へ の影響でご ざいます。

によ る大 型化が 進み 、海 外において既 に八千キ ロワットの 発電所が稼 働

の 影響 が考 えられ るこ とから 、事業者は 、計画してい る風車の仕 様や設

て まいります 。

し てい るほ か、基 礎構 造の妥 当性につい ては、電気事 業法に基づ いて定

置場 所に 基づ き、 調査・ 予測・評 価し、その 結果を環境 影響評価準 備書

県 とし まして は、 事業者 に対し、環 境影響評 価の結果等 について、 地

において 示すことに なっておりま す。

められ る技術基準 により、国 が安全性を 審査すること になってお ります。
住民 説明会 の資 料は 、環境影 響評価法に 基づく調査の 途中段階に おい
て 、既 存の国 の報 告書 等を用い たものであ り、今後、 調査結果に 基づい
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域住 民に 丁寧に 説明 し、環 境への影響 を回避で きるレベルとす るよう求

を 鑑み ますと 、全 て、 イージス ・アショア も含めて防 衛力の整備 そのも

議員 と同 じよう に平 和とい うのは極め て大切で す。ただ、今の 国際状況

のを否 定するとい う立場ではご ざいません 。

め てまいります 。
次に、 産業廃棄物 の処理でござ います。
れ るこ とはも とよ り、 設備本体 の約九割が金 属で構成さ れており、 これ

だか ら八 艦あっ て、 ある計 画の中で四 艦休んで も四艦が海 上にいるので

ころ 変わるわけ です。以前は 、イージス が二つで日 本の全部を 守れると。

先 ほども言い ましたが、 防衛省は説 明がころ

らの 素材 はリサ イク ルされ ることにな ります。 また、ブレ ード部分につ

す から 、先ほ ども 言っ たよう に、その大綱 の中には地 上イージス が出て

● 二十 八番 （石田 寛議 員）

い ても 、ＦＲ Ｐ船 のリ サイク ルと同様に、 セメント原 料としての 利用等

こな かっ たの です。 現場 では、地 上イージス よりも迎撃 ミサイルの方 が

解 体撤 去さ れた 風力 発電設備は 、廃棄物処 理法に基づ いて処理が 行わ

が見 込ま れて いるこ とか ら、大量 の廃棄物が 生じる可能 性は低いと考 え

地 上イ ージス の話 が出 たから、 防衛省は、 それに合っ た、モリカケ 問題

足り ないと いう 声が 本音だ と思っていま す。ところ が、政権側 からその

な お、 撤去及 び処 分費用 については 、固定価 格買取制度 の中で確保さ

と同 じで 一生懸 命繕 った 話をしている のではな いかと、私 は疑ってお り

ておりま す。
れて おり 、発電 事業 者は 、その積み立 て状況を 経済産業大 臣に対して 報

特に、電磁 波の問題 で先ほど洋上風 力発電の 推進の話を されました が、

で、思 いの丈を話 してもらい たいと思い ます。

ま す。 知事 も多分 私と 同じで はないのか なと思ってい ます。遠慮 しない

再質問 させていた だきます。

告 することに なってお ります。
以上で ございます 。
●二十八番 （石田寛議 員）

洋 上風 力発電 から 出る 電磁波と 、万が一、 この地上イ ージスが配 備され

た場 合は リンク しま すの で、この 影響は

昨 日か らのイ ージ ス・ アショアにつ いての知 事の答弁を 聞いていま す
が、 新屋 の演習 場は 今の 段階では 無理がある。 何回も無理 がある無理 が

ど くな るの では ないか という 学者もおり ます。そう いう点もい かがなも

健 康被害の影 響はもっと ひ

あ ると 、な ぜ、 無理が あって 反対と言え ないのか。 やはり県選 出の国会

のか と思います 。そういうこ とも考えた ことはあり ませんか。
【知事（佐 竹敬久君） 】

議 員は 政権党 の国 会議 員が多い わけで、何か こう控えて いるのかな と、
ある いは また、 財政 窮乏県 の秋田です ので、反 対と言った 場合、国から
かな くな るの ではな いか と、いろ いろ心配さ れているので はないかと 。

います 。ま た、 当然 これか らもいろいろ な面で、疑 問点につい ては、い

ざい ます 。そ ういう こと でいろい ろな質問を ぶつけている ところでご ざ

国の説 明について、 納得しがた い点はたく さんご

知事の 胸中 、よ くわ かって いるつもりで す。でも、 先ほど魁新 報社の社

か に国 に対し ただ して いくかと いうことは 重要でありま す。その点 、こ

● 知事 （佐竹 敬久 君）

長 の話 を全文 紹介 した のは、未 来の子供た ちにそういう 兵器に託す 秋田

れは 議員 と同じ よう にい ろいろな疑問 がござい ますので、 その点は率 直

の 補助 金など いろ いろ なとこ ろで減らされ れば、秋田 県の産業が 立ち行

を残 した くない とい う思 いがあるから こそ、何 回も取り上 げて質問を す

に 国に対しぶ つけてい くということは 、これか らも必要で あります。

●二 十八 番（ 石田 寛議員 ）

最後 にします。 低周波音と 電磁波とい ろいろ

な知識で はちょっと 別ではないか と思います 。

あと 、風 力発 電の 低周波と 電磁波はち ょっと違い ますが、私 の物理的

る わけ であ ります 。知 事は、 この魁新報 社の社長の考 えについて 、御所
見をお 聞かせくだ さい。
県民にい ろいろな考 えがあるよ うに、私自 身も、

【知事（佐 竹敬久君） 】
●知 事（ 佐竹 敬久 君）
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なも のが リンク され れば、 人間の健康 に与える 影響が当然別な ものとし
て 生まれる可能 性もあるだ ろうという 指摘です 。
最後 にな ります が、 イージ ス・アショ アの問題、見 解の相違と いうこ
と もあ りま すが 、私 は、もう 最後は県民 に委ねると いう考えが あっても
い いの ではな いか と思 います。 例えば、秋田 市が市民投 票をやると か、
秋田 県が 県民投 票を して賛 否を問うと か、そこ までいかな ければこの問
題 はお さまら ない ので はない のかという気 もいたしま すが、住民 投票に
ついて の知事のお 考えがあり ましたらお聞 かせくださ い。
秋田市で どう考えて いるかわか りませんが、 この

【知事（佐 竹敬久君）】
●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

種の 問題 は、沖 縄と 違っ て、例えば距 離との関 係がありま す。逆に言 え
ば 、イ ージ スの距 離よ りも原 発の距離の 方が近い県内 の市町村も ござい
ます ので 、県 がそ うい う面で住民 投票を行う ということ は、今のと ころ
考え てご ざいま せん 。ただ 、市の方で どういう対応 をするか、 これは十
分 に見 極めて いか なけ ればなら ないし、私 自身も、や はり地元は 秋田市

二十 八番石田議 員の質問は 終わりまし た。

でご ざい ますの で、 秋田 市の意向 というものは 十分に尊重 すべきと思 い
ま す。
●議長 （鶴田有司 議員）

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 。
午後三時 三十七分散 会
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