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これより本 日の会議 を開きます 。

報

告

（ 朗読省略）

諸 般の報 告は 、お 手元に 配付してあり ます議長報 告のとおり でありま

長

すので、 朗読を省略 いたします。
議

一 、委 員会 に送付 した 陳情等は 、別紙陳情 文書表（第 二号）のと おりであ
る。

【 平成三十一 年第一回定例 会（二月議 会）陳情文 書表

日程第一、一 般質問を行 います。

（第二号 ）は巻末に 登載】
●副議 長（竹下博 英議員）

本日は 、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、 八番佐藤

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●副議 長（ 竹下博 英議 員）
議員 の発言を許 します。

おは ようござい ます。自由 民主党会派 の佐藤信

【八番（ 佐藤信喜議 員）登壇】（ 拍手）
● 八番 （佐 藤信喜 議員 ）
喜で す。

はじ めに、 後援 会の 皆様、地 域の皆様に は、日ごろ から大変お 世話に
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なっ てお ります こと を、こ の場をおか りし厚く お礼を申し上げ ます。ま
た 、こ のたび 、任 期最 後、そし て平成最後 の一般質問 の機会を与 えてい

です。

さらに、これら建築用材の販路である住宅需要についても、ショッ

防 隊員 、藤田 大志 さん 、佐藤翔 さんの御冥福 をお祈りい たしますと とも

質 問に 入る 前に 、先 月二十二目 、能代市の 住宅火災で 犠牲になっ た消

戸を 数え た全国 の新 設住宅 着工戸数は 、二〇三 〇年には五 十五万戸にま

か わる 将来予 測が 示さ れました 。それによる と、二〇一 六年に九十 七万

材 とさ れま すが 、昨 年、民間 のシンクタ ンクより新 設住宅着工 戸数にか

キン グな 分析が なさ れて います。 例えば、製材 品需要の約 八割は建築 用

に、 御遺 族の皆 様に 心より お悔やみを 申し上げ ます。今後 、同様の悲劇

で 半減 すると のこ とで ありま す。新設住宅 における木 造率は、こ れまで

ただき ました先輩 、同僚議員の 皆様に、心 から感謝を 申し上げま す。

が 繰り 返され るこ との ないよ う、原因の解 明と再発防 止策の徹底 を望ん

は木 造の新 設住 宅市 場は約 三十万戸まで 落ち込む可 能性があり ます。一

五〇 ％程 度で 推移し てい ますので 、この傾向 が続くとす れば、十年後 に

それでは、 通告に従いま して一般質 問を始め させていた だきます。

方 、過 去十年 間に つい て、その 内訳を工法 別に見ると 、プレハブは 横ば

でおり ます。
はじ めに、木材 産業の振興 についてお伺 いします。

い、 十二 万戸台 に達 した ツーバイフォ ーは増加 、在来工法 のみが減少 傾

向 です 。す なわち 、縮 小する パイの中で も県産材の主 要販路は、 さらに

一点 目は、 「第 三期 ふるさ と秋田元気創 造プラン」 の目標達成 に向け
た 取組につい てであり ます。

し てお りま す。 本県で 産出さ れる丸太の 用途は、建 築用材とし ての製材

千立 方メ ートル から 二割 増の七十 万六千立方メ ートルまで 増産を図る と

百 七十 万立方 メー トル に、同じ く杉製品の 出荷量につ いては、五 十九万

年の 百四 十七万 立方 メート ルを、計画 終了時の二〇 二一年に一 五％増の

在 来工 法の縮 小す る市 場規模と の一層の乖離 が予想され る中、「三 期プ

し た姿 勢を 踏ま え、成 熟度を 増す秋田杉 の供給圧力 と、住宅着 工、特に

つ木 材総 合加工 産地 づく りの推進 」をうたって おります。 そこで、こ う

の 農林 水産業 」を 掲げ 、「施策 の方向性」 として「産 地間競争に 打ち勝

さて 、「三 期プ ラン 」では、 「重点戦略 」に「新時代 を勝ち抜く 攻め

そのシ ェアを失う と推測され るのです。

用 が四 割、同 じく 合板 用が四割 、残りの二割 程度がチッ プ用となっ てお

ラン 」の 目標達 成に 向けて どのような 取組を行 っていくの か、知事の御

県で は、 「三 期プ ラン」 において、丸 太の生産量 について、 二〇一六

りま す。 目標を 達成 するた めには、八 割のウエ イトを占め る製材及び合

所 見をお伺い します。

二点 目は 、木 材産業 におけ る技術革新 と研究開発 の推進につい て伺い

板 の需 要拡大 をい かに して図 るのか。その 手法が最大 の鍵と考え ます。
一方 、製 材、 合板、 そし て集成材 は、本県木 材産業の主力 商品と言え ま

ランドでさえ、全国の森林が一律に主伐期を迎えようとしている中に

材 とし て、 高樹齢 ・高 品質で あることに よって築かれ てきた秋田 杉のブ

市場 での 競争を 左右 する 状況になって おります 。これは、 和風建築の 適

ご との 差別化 が図 りに くくなっ たことから 、もっぱら価 格の高低の みが

自性 を持 った特 徴の ある製 品の開発が 極めて重要と 考えます。 近年の市

適切 な時 点で 市場 の開拓 も並行さ せなければ なりません が、まずは 、独

点 から考察し ますと、 差別化の困難な マーケッ トから抜け 出すために は、

メー ジす る必要 があ りま す。私なりに 秋田杉の 出口対策を 技術革新の 観

まずは、ターゲットを想定し、そのターゲットに投入する商品をイ

ます。

あっ ては 、首都 圏を はじめ とする大消 費地への搬送 コストのハ ンディも

場の需要を概観すると、住宅建築分野では、アパート等のツーバイフ

すが、 住宅 建築 の洋 風化や 加工技術の同 質化などに 伴って、企 業や地域

加 わり 、その 優位 性は 単なる自 負となりか ねない状況 にあるとい うこと
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市 等の 防火地 域や 中大 規模建築 市場などに 参入するた めの木質耐 火部材

ォー 工法 市場に 参入 するた めのツーバ イ材、非 住宅建築分野で は、大都

部材 の開 発を目 指し てお ります。 政策投資銀行 の試算は、 このような 技

ト ル当 たりの 価格 が三 十万円前 後という、 鉄骨造と競 合できる木 質耐火

所で は、 鉄工業 や合 板製造 業、加工機 器製造業 などと連携し、 立方メー

術 革新があっ てこそ、 初めて現実 味を帯びる ものです。

などが 有望ではな いでしょうか 。
ま ず、 前者 のツ ーバ イ材につい ては、アメ リカ及びカ ナダから輸 入さ

術の 開発 及び木 質耐 火部材 の開発の進 捗状況と 今後の見通 しについてお

そ こで 、木材 高度 加工研 究所の事前 に製材用丸太 の用途を特 定する技

かね てか ら、価 格と ともに 杉材をひい た場合の 歩どまりの 低さが指摘さ

伺 いします。

れる 米材が大半 を占めており 、ツーバイ フォー工法 市場に進出 する上で、
れ てき ました 。し かし 、価格 面では、二〇 一六年に一 立方メート ル当た
いった高 騰を続けてお りますので 、ほぼ解決 されたもの と推測されま す。

材 にし ても、 企業 努力 のみでこ れを遂行す ることは、 人材や資金、 スキ

考え ており ます 。し かし、 さきに述べた ツーバイ材 にしても木 質耐火部

私は 、技 術革 新の前 提とな る研究開発 は、「未来 への投資」 であると

問 題は 、歩ど まり です 。これは 、杉材は米 材に比べて 一般に柔らか いに

ルや ノウ ハウの いず れに おいてもかな り厳しい と推察しま す。さらに 、

り四 万円 台だ ったツ ーバ イ材は、 二〇一八年 には六万円 前後に達する と

もか かわ らず、 ツー バイ 材には一定の 強度性能 が求められ 、しかも、 製

目指す商品が画期的であればあるほど、そのリスクは高まります。ブ

業 界の 常識を 乗り 越え ることが 必要と考えて おります。 こうした産 学官

材 後で ない とその 測定 ができ ないため、 基準に満たな いものは結 果的に

後 者の 木質耐 火部 材につ いては、国 土交通大臣の 認定を受け たこれま

の連 携に より、 本県 の企業 が「研究開 発型企業 」、あるい は「変化創造

レー クス ルー を目 指す 研究開発は 、不確実性 や中・長期 性を伴うか らこ

での 商品 は、一 時間 耐火で も一立方メ ートル当 たり百万円 前後と高価な

型 企業 」に転 換し 成長 するこ とで、魅力あ る職場づく りやしごと 創生に

使え なく なる から です 。県立大学 木材高度加 工研究所で は、同大学 シス

た め、 施工実 績は いず れも十 件ほどにとど まっている ようです。 一方、

つなが り、ひいて は地域経済 の活性化につ ながるので はないでし ょうか。

そ、 私は 、行政 や研 究機関 が一定のリ スクを負い、 独自性や差 別化が可

日本 政策 投資 銀行の 二〇 一五年の 試算による と、二時間耐 火の木質部 材

加えて 、木 材高 度加 工研究所 は県立大学に 属している ものの、県 工業

テム 科学 技術学 部や 県産業 技術センタ ーと連携し、 画像処理シ ステムや

が開発 され 、五 階建 て以下 の建築物が木 造化された 場合、床面 積で約四

技 術 セ ン タ ー が 担 っ て き た 木 材 加 工 部 門 を 引 き 継 い だ 経 緯 、 さ ら に、

能 な商 品展開 に不 断に 取り組ん でいくこと が必要であ ると考えて おりま

千 七百 万平方 メー トル 、平方メ ートル当た りの価格を仮 に鉄骨造並 みの

「秋 田県 の木材 産業 を資 源依存型から 技術立地 型に転換す るための基 盤

情 報通 信技術 によ って 木口等の 強度性能へ の関連が想 定される要 素を解

二十 五万 円とし て、 一千 百七十五億円 に上る新 たな需要が 発生すると 試

の 確立 」、 すなわ ち産 業振興 を明確に設 立目的として 発足してい ること

す。 また 、地方 にお ける 技術革新 、すなわちロ ーカルイノ ベーション の

算 して いま す。技 術と コスト の折り合い がつきさえす れば、市場 ニーズ

など から して も、 現在も 公設試験 研究機関と いう性格を 有するもの と理

析す るこ とで、 丸太 の段 階でツー バイ材をひく ことができ るかを評価 す

は確 実に 見込 めま す。ま た、本県 においては 、システム 科学技術学 部が

解し てお ります 。し たがっ て、大学に 属する機関と して当然に 行われる

実 現に 向け ては 、異分 野の先 端技術等の 導入・融合 により、そ れまでの

中心 に開 発した 一時 間耐火 部材が二〇 一七年に大臣 認定を取得 し、既に

高 等教 育、研 究の みな らず、木 材産業の振 興を目的と した県内企 業等へ

る という、画 期的な技 術革新を進 めたいとして います。

「 道の 駅ふた つい 」等 に活用さ れています 。さらに、 木材高度加 工研究
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三 点目は、秋 田杉の大径 材の活用に ついてで あります。

との連 携の状況に ついて、知事 の御所見を お伺いしま す。

ベ ーシ ョン推 進の 観点 から、木 材高度加工 研究所に期 待する役割 や行政

の技 術移 転にも 積極 的に取 り組む必要 があると 思います。ロー カルイノ

に なり ます。 大径 材価 格の向上 は、「三期プ ラン」の目 標達成のた め、

仮 に実 用化 に成 功す れば、国 内ではオン リーワンの 競争力を有 すること

いて おり 、国産 材で 生産 している 工場が国内に は存在しな いことから 、

な いか と考え てお りま す。これ らのサイズ は北米でも 主に大径材 からひ

ゥエ ルブ という 大き いサイ ズへの参入 を目指す ことが、むしろ 有望では

そし て森 林所有 者の 意欲喚 起のために も、県を 挙げて取り 組むべき喫緊

な お、 ここで 言う 「大径 材」とは、 最小径三十セ ンチメート ル以上の
丸太を指 します。

ます 。こ れは、 統計 上、 全国平均より 約二千円 も安いだけ はでなく、 全

た り二 千円前 後も 安い 一万二千 円弱で取引 されている という実態が あり

国 で七 十六 万人を 数え ました が、二十年 後の二〇一五 年には三十 五万人

木造 住宅建 築の 主な 担い手 である大工就 業者数は、 一九九五年 には全

最後 に、住宅産 業の振興つ いてお伺いし ます。

か つ重 要な課 題の 一つ と考え ます。本県の 大径材価格 の低迷に関 する認

国 でも ほぼ 最安値 です 。加え て、最小径 四十センチメ ートル以上 で、や

にま で半 減し てい ます 。しかも、 六十歳以上 が三割台、 六十五歳以 上が

杉 人工 林の成 熟度 が高 まる中、 本県では、二 〇一八年以 降、最小径 三

や曲 がり のあ る材 にな ると、木質 バイオマス 燃料向け、 チップと同 等の

二割 前後 に及ぶ こと などか ら、前述の シンクタンク は、来年に は二十一

識と 、こ れを どのよ うな 方策によ って克服し 、長伐期に 見合う付加価 値

一立 方メ ートル 当た り八千 円程度まで 下がるとの声 も聞かれま す。しか

万 人に 落ち込 むと 予測 していま す。わずか 五年で十四 万人の減と いうこ

十センチメートルから三十六センチメートルの丸太が、二十四センチ

も 、本 県の民 有林 にお ける杉人 工林の林齢 構成は、来 年度に五十 年生が

とで す。 本県も 例外 では なく、一 九九六年に二 千五百人以 上だった就 業

を実現し ようとしてい るのか、知 事の御所見 をお伺いし ます。

最頻 値と なりま すが 、大 径材の出 現率は六十年 生で五割を 超えるとさ れ

者 数が 、二 〇一 六年に は一千 人となり、 また、建築 関係技術者 の昨年一

メー トルか ら二 十八 センチ メートルの中 径材よりも 、一立方メ ートル当

ま す。 二〇 一七 年にお ける杉 の丸太生産 量は百十二 万立方メー トルです

化 され 、施工 もシ ンプ ルでマ ニュアル化さ れているツ ーバイフォ ー工法

二 月の 有効求 人倍 率は 、全職業 中最高の八・ 九四倍、常 用一般に限 れば

西 日本 などで は、 大径 材を梁や 桁等に加工す る技術開発 が進められ て

に比 べて 構造 的な指 針が 不明瞭な ため、大工 の技量による ばらつきも 大

の で、 全体に 占め る大 径材の現 在の割合を三 割としても 、既に年間 三十

いる と聞 きま すが、 梁や 桁のよう な大断面、 中断面の製材 品になると 人

きく、 熟練 技能 が必 要と言 われます。在 来工法は、 市場の縮小 だけでな

九・ 七〇 倍にも 達し ていま す。しかも 、在来工 法は、寸法 や材質が規格

工乾燥 が難 しい こと 、また 、本県杉は積 雪による圧 力が蓄積さ れて育つ

く、 担い手の退 場という側 面からも危機 的な状況に あります。

万立方メ ートルに達 していると いうことです 。

た め、 製材後 のそ りや ねじれが 大きくなる 傾向があり、 製品化のハ ード

林業」を志向してきた非降雪地とは違い、歴史的に「板取り林業」で

私 は、 大径 材価格 の向 上に向け た取組とし ては、西日本 等の「柱取 り

材を 貼り 、サッ シを 取り付 けるなど、 従来は現場で 行われてい た作業の

社が 千葉 市に 設立 されま した。こ の企業は、 柱を立てて 梁を渡し、 断熱

に より 、在 来工法 のパ ネル受 託製造を行 うウッドステ ーションと いう会

一方 、二〇 一八 年、 複数の 大手ハウスメ ーカーや建 材商社など の出資

あっ た本 県の強 みを 生かし 、ツーバイ フォーからツ ーバイトゥ エルブま

大 半を 「木造 大型 パネ ル化」を 核とするこ とで工場生 産に移行さ せ、大

ルはさら に高いと言 われます。

で のツ ーバイ 材の うち 、ツーバ イエイトや ツーバイテ ン、ツーバ イトト
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化 を見 据え 、そ こに 、縮小し つつあると はいえ、い まだに木造 住宅の七

いま す。 これは 、大 手ハ ウスメー カー等が地方 に広がる大 工不足の深 刻

プ ンフ ァーク トリ ー」 として全 国ネットワ ークの構築 に取り組む として

工機 能の 工業化 等を 図るほ か、全ての ハウスビ ルダーに開かれ た「オー

ジ事業や移住支援金交付事業、出会い・結婚支援事業など、多くの新

元 気創 造プ ラン 」の 「ふるさ と定着回帰 戦略」にお いて、若者 チャレン

まし た。 確かに 、新 年度 当初予算 案を見ますと 、「第三期 ふるさと秋 田

口 減少 社会の 克服 に向 けた取組 を一層強力 に進める」 と決意を述 べられ

知事 は、二 月議 会の 所信にお いて、「社 会減・自然 減の抑制など 、人

い 取組 であり 、対 策の 強化に 当たっては、 十分な現状 分析ととも に、国

割 以上 を占め る在 来工 法の市場 を取り込む上 での商機を 見出した動 きで
大 工就 業者の 減少 や建 築工法が 変化する中、 住宅での県 産材利用の 拡

や市 町村 、民 間企業 等と の連携が 欠かせない ものと考え ます。来年度 に

規・ 拡充 事業が 見受 けられ ます。しか しながら 、成果を出 すことが難し

大に つい て、 県はど のよ うに対応 するのか、 知事の御所 見をお伺いし ま

向け て、ど のよ うに 取組の 強化を図った のか。また 、十月から 国の幼児

もあると 思います。

す。

秋 田工 業高 等学校 の建 築科が 一・九一倍 と県内で最も 高くなって おりま

先月末、三種町と県内金融機関が、同町の推進する温泉浴とウォー

最 後に、未来 づくり協働 プログラムに ついてお伺 いします。

教 育無 償化制 度が スタ ートしま すが、子育 て家庭や県 の人口減少対 策へ

すが 、募 集人 員は わず か十一名に 過ぎません 。一般選抜 も含む募集 人員

キン グ等 を組み 合わ せた健 康保養地「 クアオルト」 の活用にか かわる包

次に 、専門人材 の確保・育 成についてお 伺いします 。

でも 、建 築系学 科は 全県で 計百七十五 名にとどまり ます。また 、秋田県

括 連携 協定を 締結 しま した。当 該金融機関 では、全行 員一千四百 人余り

の影響 について、併 せて伺いま す。

立 技術 専門校 の建 築系 訓練科の 募集定員は 、鷹巣技術 専門校の住 宅建築

を対 象に 、日帰 り温 泉入 浴料や健 康食弁当代の 全額、町内 温泉ホテル の

来年 度の県 公立 高等 学校入 学者選抜の前 期選抜の志 願者数を見 ると、

科が 二十 名、大 曲技 術専 門校の建 築施工科が二 十名の計四 十名となっ て

宿 泊代 の半 額程 度を補 助する ほか、新入 行員研修で クアオルト 体験を行

三種 町は、 町民 の健 康寿命を 延ばすこと で医療費の 削減を図る ととも

い ますが、定 員割れの 状況が続い ているとのこ とです。子 供の数の減 少、
やす こと はなか なか 難しい 状況かもし れません が、さきに 述べた研究開

に 、交 流人口 の拡 大、 また、 町内に有する 温泉地の振 興も視野に 入れな

うと のことであ ります。

発 によ る新技 術の 開発 と技術 移転に加えて 、その受け 皿、担い手 となる

がら 、自 然環 境や地 形を 生かした 運動、温泉 入浴、健康食 を組み合わ せ

新 設住 宅着工 戸数 の減 少等が見 込まれる状況 にあっては 、募集定員 を増

専門 人材 を増 やし、 育成 していく ことは、県 内の住宅産業 を振興する た

温 泉施 設「ゆ めろ ん」 を改修し 、クアオル ト用の浴室や 運動室を設 置し

たプロ ジェ クト を二 〇一五 年から進めて きました。 具体的には 、町有の

そ こで 教育長 に伺 います 。県内にお ける専門 人材を確保・育 成するた

たほ か、 釜谷浜 やこ とお か中央公園、 石倉山の 三カ所に健 康ウォーキ ン

めには非常に 大切なこ とだと思い ます。
め、専門 高校の募集 人員を増や していくこ とを検討す べきと考えま すが、

グ コー スを 六本整 備し てきて おります。 この取組は、 県と町が財 源を負

観光 や産業と比 して連携が 難しいと言 われる健康づ くりの分野 において 、

であり、 今年度が事 業実施期間の 最終年にな ります。そ の総決算と して、

担し あっ て地 域活 性化に 取り組む 「未来プロ 」を活用し て実施した もの

い かがでしょ うか。
また 、技 術専 門校 にあって は、まずは 定員確保に 向けた対策 を早急に
検討すべ きと考えま すが、知事の 御所見を伺 います。
次に 、人口減少 対策につい て伺います 。
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で は到 底拠 出し 得る ものでは なかったと 思います。 この財源が 、より具

模は 、ソ フト・ ハー ド合 わせて五 億三千万円を 超えており ます。町単 独

う メリ ットが 結実 した 成果であ ったと考え ております 。そして、 事業規

この よう な包括 協定 を締結 できたこと は、まさ に県と町の協働 事業とい

能 にな りま した 。そ の結果、 課題克服の ための突破 口を切り開 こうとす

村の 地域 課題に つい て、 従来より も深く、実践 的に掘り下 げることが 可

で は一 定程度 のソ フト 事業しか 実施できず 、克服まで 至らなかっ た市町

ロジ ェク ト」等 が実 施され ています。 この取組 により、県や市 町村単独

ち に向 けた新 たな 展開 を迎えま す。その第 一弾は、今 年八月に開催 され

る 具体 的な市 町村 の動 きを喚起 できたこと、 これこそが 、この取組 の最

私 も、 早朝に ウォ ーキン グコースで 運動され ている皆様 を拝見するこ

る日 本ク アオル ト協 議会 の全国大会で す。現在 、全国協議 会には十の 自

体 的に 、より 実効 性の ある形で 、町の健康づ くり施策の 大転換を後 押し

とが あり ますが 、年 々実 践者が増加し ているよ うに感じま す。実際、 二

治 体が 加盟 してお り、 昨年は 石川県珠洲 市で「能登の 里山里海を 舞台に

も重 要な 成果で あっ たと私 自身は考え ておりま す。加えて 、ハード整備

〇 一七年の実 践者は延 べ一万五千百五 十三人で 、前年度よ り二千十六 人、

した 健康 づく り」 をテ ーマに、第 五回大会が 開催されま した。三種 町で

した こと は言う まで もあり ません。県 や町の関 係者、また 、このたび協

率に して 一五 ％増 加し ています。 確かに、集 計が延べ人 数ベースで ある

開催 され る第六 回大 会では 、本県の推 進する健康寿 命日本一の 取組につ

を 同時 に実施 でき たこ とでソ フト事業の波 及効果に厚 みが増し、 具体的

ため 、新 規実践 者の 伸びの 把握が困難 であることや 、高齢化に よって必

い ても 、恐ら く説 明が なされる のではない でしょうか 。そのほか にも、

定 を締 結した 金融 機関 はもち ろん、締結し ないまでも 社員の健康 のため

然 的に 要する 医療 費の 伸びを差 し引いた実 医療費の削 減効果につ いての

県が 推進 する「 健康 経営 」や地域 の元気創造、 ひいては地 方創生の観 点

な 成 果 に 早 期 に 結 び つ い た 事 業 が 多 か っ た と 考 え て お り ま す 。 ま た、

検証 が難 しいと いっ た課 題もある ことは承知の 上ですが、 事業期間が 終

か らも 、ク アオ ルトの 取組は 今後も県と の綿密な連 携を必要と していま

にク アオ ルト を推進 して おられる 企業の関係 者の御尽力 とこのたびの 成

了 した 次年 度以 降も、 企業連 携と地域活 性化を組み 合わせた健 康づくり

す 。そ して、 この よう な連携の 必要性は、三 種町に限ら ず、他の市 町村

「未 来プロ 」事 業期 間の終 了に伴い、三 種町のクア オルト事業 も独り立

の ベス トプラ クテ ィス として、 県の関係部署 との協働を 深め、取組 を全

も同様と 考えます。

果に、こ の場をかりて 心より感謝 申し上げま す。

県に 横展 開する こと で、「 三期プラン 」の推進 する健康寿 命日本一の達

そ こで 、まだ 計画 期間 が終了し ていない市町 村もありま すが、「未 来

プロ 」の 総括 として 、知 事にお伺 いします。 県と市町村が 協働で実施 し

成 につなげて いただきたい と考えてお ります。
「未 来プ ロ」 は、市 町村の 重要な地域 課題につい て、県と市町 村が企

てきた 「未 来プ ロ」 につい て、これまで の成果と課 題をどう捉 えている

た。（ 拍手）
●副議長（ 竹下博英議 員）

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】

県当局 の答弁を求 めます。

こ れで 私の 一般質 問を 終了いた します。御 清聴ありがと うございま し

どのよう に対応して いくのか、 知事の御所 見をお伺い します。

画・実 施・ フォ ロー アップ まで協働で取 組を推進し 、その解決 を図るこ
創

の か、 また、 既に 計画 期間が終 了したプロ ジェクトも含 め、今後、 県は
賑わい

とを目的に、二十五市町村全てにおいて実施されております。花輪ス
キー 場施 設の改 修を 含む 、鹿角市の「 スキーと 駅伝のまち

出 プロ ジェ クト」 を皮 切りに 、最近では 、「道の駅ふ たつい」の 移転整
備に 併せ て、 きみ まち阪 公園の環 境整備等を 実施する、 能代市の「 道の
駅を 核と した地 域活 性化プ ロジェクト 」、大館市観 光交流施設 「秋田犬
の 里」 の整備 を含 む、 大館市の 「ハチ公と 歴史に触れ る交流人口 拡大プ
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●知事 （佐 竹敬久 君）

おは ようござい ます。佐 藤信喜議員の一 般質問に

以来 、技 術開発 拠点 として 多くの試験 研究に取 り組んできてお ります。

第 三期 プラ ンの 目標 達成に向け た取組でご ざいますが 、新設住宅 着工

まず、 木材産業の 振興でござい ます。

研 究成 果や実 用化 等に 向けた状 況を注視して いるところ であります 。ま

て の歩 どま り向 上等 の諸課題 に対応でき ると考えら れることか ら、その

総合 研究 所や企 業等 で共 同研究が 進められてお り、大径材 利用に当た っ

研 究課 題であ る「 事前 に丸太の 用途を特定 する技術」 は、既に国 の森林

戸 数の 減少が 見込 まれ るなど、 木材需要を取 り巻く情勢 が厳しさを 増す

た、 木質 耐火部 材に ついて は、「道の 駅ふたつ い」に採用 されたことを

お 答えを申し上 げます。

中、 第三 期ふる さと 秋田元 気創造プラ ンに掲げ る目標を達 成するために

ド 耐火 部材に つい ては 、耐火性 能試験及び 解析が行わ れているとこ ろで

契 機に 、建築 関係 者か ら照会 があるなど関 心が高まっ ており、様 々な利

このため、住宅分野においては、「ウッドファーストあきた推進事

あり 、今 後、製 造コ スト の縮減が実現 できれば 、県内企業 による大臣 認

は 、住 宅・非 住宅 それ ぞれの 分野において 、これまで 築き上げて きた秋

業」 を拡 充し、 これ まで 以上に県産材 を利用す る工務店等 を支援する ほ

定 の取 得を 経て市 場に 流通さ せることで 、木材需要を 拡大できる ものと

用を 想定 し、 鉄骨造 など との組み 合せによる 耐火性能の 検証を行い、 さ

か 、首 都圏 の工務 店と 県内加 工企業との マッチングを 促進し、需 要拡大

期待 いた して おり ます 。こうした 先端的な研 究開発につ いては、徹 底し

田杉 ブラ ンド を生か しつ つ、新た な視点から の取組が必 要であると考 え

に向 けた 取組 を強 化す ることにし ております 。また、工 業化住宅が 増加

た現 場主 義のも と、 県内木 材関連企業 に対し、その 技術を提供 するとと

らな る利用 範囲 の拡 大を行 うことにして おります。 木と鉄のハ イブリッ

する 中、 県内に おい ては、 自由度のあ る在来工法の 利点を生か し、デザ

もに 、県木材加 工推進機構 との連携を 深め、相 談機能の充実を 図るなど 、

ておりま す。

イ ン性 に優れ た住 宅を 設計して 高い評価を 得ている若 手の建築家 が増え

企業活 動の付加価 値生産性を高 める取組を 支援してま いります。

る ＣＬ Ｔ床版 橋の 公共 事業への 試験活用など 、県との連 携を図って いる

ま た、 行政 との 連携に ついては 、道の駅で の活用に加 え、開発を 進め

てい るこ とから 、工 務店 との連携 を強化し、従 来の間取り や構造にと ら
わ れな い、 生活 パター ンに変 化が見える 若年層にも 受け入れら れる商品
価値 の高い木造 住宅の建築を 促進してま いります。

木 質化 を促進 する こと にしてお ります。併 せて、県産材 の需要拡大 に対

加工企 業に 専門 家を 派遣し て新たな製品 開発を支援 するなど、 木造化や

ほか、 建築講座を 開催し、木 構造に精通し た建築士を 育成すると ともに、

用 した 低コス トな 建築 モデル を提案しなが ら、新たな 用途開拓を 進める

的価 格の 高い製 材向 けに 利用されてい ないこと から、この ことが原木 価

産 可能 な製材 工場 では 大径材に 対応した機 械が整備され ておらず、 比較

県内で 生産 され る大 径材は、 合板向けには 利用されて いるものの 、量

次に、 秋田杉の大 径材の活用 でございます 。

な がら、一層 効果的なＰＲ に努めてま いります 。

ほか 、技 術シー ズを 県内に 広く周知で きるよう 、地元能代 市の協力を得

応で きる よう、 高性 能林 業機械の導入 や林内路 網の整備等 を推進し、 生

格 の低 迷要 因と認 識し ており ます。この ため、県では 、製材向け の大径

一方 、非住 宅分 野に おいては 、商業施設 や畜舎等に おいて県産 材を活

産 性の 向上 や搬出 コス トの低 減を図るな ど、原木供給 力を一層強 化して

を導 入し ようと する 企業に 対しては、 木材高度加工 研究所や関 係機関と

材活 用に 関心 のあ る加工 企業を対 象に相談活 動を行って いるほか、 機械

次に、技術 革新と研 究開発の推進で ございま す。

連 携し ながら 、製 品製 造に関す る指導を行 うとともに 、施設整備 に支援

まいり ます。
木 材高 度加工 研究 所は、 本県木材産 業の振興 のため、平 成七年の開 所
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ツー バイ 材や輸 出用 フェ ンス材な どにも用途を 広げ、大径 材の需要拡 大

込 みで ありま す。 今後 は、この 工場を中心 に、大幅な 需要が見込 まれる

して おり 、間も なく 大径材 を利用でき る県内初 の量産工場が完 成する見

新 たな 工法 や技 術の 開発に対 応するため 、常にカリ キュラムの 見直しを

人材 の育 成方法 に反 映さ せており ます。さらに 、住宅建築 分野におけ る

教 育関 係者等 によ る職 業能力開 発運営協議 会を開催し 、求められ る専門

習得 を基 本とし てお り、地 域のニーズ に対応す るため、地元の 事業主や

次 に、人口減 少対策でござ います。

と 付加価値の 向上に努 めてまいり ます。

材を使用して住宅を新築した施主に対し、その利用量に応じた支援を

総務 省の 最新 の人口 移動報 告によると 、東京圏の 転入超過は 依然とし

行 い、 即戦力 とな る人 材を育成 することで技 術専門校の 魅力の向上 に努

行っ てき たと ころで あり 、この結 果、県産材 を積極的に 扱う工務店や ハ

て拡 大を続 けて おり 、一極 集中の加速に よる人手不 足の顕在化 ・深刻化

次に 、住宅産業 の振興でござ います。

ウス メーカ ーが 増加 してお ります。また 、住宅資材 は工務店等 が選定す

は 、県 内産業 の生 産力 低下にと どまらず、 地域社会の 維持にも大き な影

めてまい ります。

る こと が多い 実態 を踏 まえ、今 後は、県内 での支援対 象を施主から 工務

響を 及ぼ す懸念 があ るこ とから、産業 と地域の 担い手を確 保すること が

住宅 での県 産材 利用 の拡大で ございます が、県では 、これまで 、県産

店等 に切 り替え ると とも に、梁や桁な どに使っ たり、内装 等に秋田ら し

急 務と なっ ており ます 。こう した中で、 来年度事業で は、東京圏 からの

や成 長分 野への 就業 につい ては、県独 自の支援を組 み合わせる ことによ

い 「木 づか い」を 行う ことで 、利用率の 向上を図るな ど、多くの 県産材
建築 工法が 変化 する 中で、県 外において は、ツーバイ 材を活用し た工

り 、地 域の元 気の 創出 や本県へ の人の流れ のさらなる 拡大を図る ととも

移住 を促 進す る国 の新 たな支援制 度に加え、 人材不足が 特に深刻な 業種

法 等の シェア の拡 大が 見込まれ ることから 、ツーバイ 材生産に取 り組む

に、 若者 の柔軟 な発 想力 や大胆な 行動力を取り 込むため、 様々な分野 で

が使用 される仕組 みに変更す ることにし ております 。

加工 企業 を掘り 起こ しな がら、業 界団体と連携 し、県産材 の利用拡大 を

の 夢の 実現 に向 けた挑 戦を支 援してまい ります。ま た、少子化 対策とし

て は、 企業や 県民 の参 加を促し 、社会全体で 結婚・子育 てを応援す る機

図 ってまいり ます。
次に 、専門人材 の確保・育成 でございま す。

運の 醸成 を図る とと もに、 結婚支援セ ンターに よるマッチ ングシステム

なお、 国の 幼児 教育 無償化は 、若い世代の 負担軽減と 幼児教育の 機会

技術 専門校 では 、鷹 巣校と大 曲校に建築 系の訓練科 を設置して おりま

いる状 況に あり ます 。この ため、ものづ くりの楽し さを伝え、 建築や大

を 保証 するこ とを 目的 とした制 度であり、 県としても導 入を機に、 市町

の 利便 性の向 上等 によ り、ラ イフステージ に応じたき め細かな対 策を講

工 の仕 事に関 心を 持っ てもらえ るよう、小 ・中学生を対 象としたも のづ

村と 十分 に議論 を重 ねな がら、現行の 保育料助 成制度の拡 充に向けた 検

す が、有効求 人倍率の高さ から就職を 選択する 生徒が増え ていることや 、

くり教室や、高校生の進路決定の参考にしてもらうためのオープン

討 を進 める ことに いた してお ります。新 たな制度導入 による最終 的な成

じてま いります。

キ ャン パス を開催 して いるほ か、地域住 民に対して、 製作作品の 地域イ

果の 達成 には 相応 の時間 を要する ことが見込 まれますが 、人口減少 の抑

建築 業の 魅力 が十分 に伝 わってい ないことな どから、定員 割れが続い て

ベン トへ の出 展な どを通 じ、技術 専門校の重 要性につい て広くＰＲ に努

制に確実 につながる よう積極的に 努めてまい ります。

次 に、 未来づ くり 協働プ ログラムの 成果と今 後の対応で ございます 。

めており ます。
ま た、 訓練内 容に ついて は、木造建 築に関す る基礎的な 知識・技能 の
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活 発にする拠 点となる など、一定 の成果があ ったものと考 えておりま す。

実施 して きてお り、 プロ ジェクト で整備した施 設等が人と モノの交流 を

市 町村 との協 働に よる 未来づく り協働プロ グラムを平 成二十四年 度から

術 の習 得をは じめ 、地 域と連携 した実習の取 組や各種コ ンテストへ の積

考 えて おり ます 。各 専門高校 では、特色 ある教育課 程のもと、 知識・技

成す る観 点から 、専 門高 校の果た す役割には非 常に大きい ものがある と

議 員御 指摘の とお り、 建設業をはじ め、地域 産業を担う 専門人材を 育

門人材の 確保・育成 についてお答 えいたしま す。

具 体的 には、 羽後 町の 道の駅「 端縫いの郷」 や八郎潟町 のえきまえ 交流

極的 な参 加等に より 、産業 界で必要と される資 質・能力の 育成を図って

県で は、市 町村 が抱 える地域 固有の課題 の解決や活 性化を図るた め、

館「 はち パル」 、井 川町の 子育て支援 多世代交 流館「みな くる」などで

お り、 今年度 の「 高校 生もの づくりコンテ スト全国大 会」の木材 加工部

高 校の 募集定 員に つきま しては、毎 年、中学 校卒業者数 や中学生の志

は 、利 用者数 が当 初の 想定を 大きく上回っ ているほか 、北秋田市 の「森

施 した 多くの プロ ジェ クトにお いては、そ の効果が二 倍を超えるな ど、

望動 向、 高校卒 業後 の進 路の見通し、 地域にお ける産業の 特色などを 踏

門に おい て、 能代工 業高 校の生徒 が優勝を果 たしたこと は、こうした 取

新た な雇 用の創 出や 地域 経済の活性化 につなが っているほ か、地域課 題

ま えながら、 長期的な 展望に立って定 めている ところであ ります。特 に、

吉山 阿仁 スキ ー場」 では 、年間を 通じたイン バウンド誘 客が図られる な

の 解決 に向 け、県 と市 町村が 一つのチー ムとして企画 の練り上げ から検

専門 学科 の全 県的 な配 置や募集定 員につきま しては、施 設等の整備 に加

組の成果 であると捉え ております 。

証ま でを 一貫 して 行う 仕組みを確 立できたこ とが、大き な成果であ ると

え、 専門 教員の 配置 が求め られること もあり、産業 構造の今後 の変化な

ど、 地域か らも 高い 評価を 得ております 。また、経 済波及効果 分析を実

考え てお ります 。特 に、三 種町の「ク アオルトによ るいきいき プロジェ

県教 育委 員会で は、 今後も 専門高校の 特色ある取組 の充実を図 り、時

どを 踏まえなが ら検討して いく必要が あるもの と考えておりま す。

わせ た「 みたね 型ク アオ ルト」を 構築しており 、県が目指 す「健康寿 命

代 の変 化に 対応 した教 育を進 めることで 、ふるさと 秋田の産業 を担い、

ク ト」 におい ては 、温 泉入浴に 健康ウォー キングや健 康食などを 組み合
日 本一 」に 向け た具体 的な取 組の一つと して、一体 となって推 進してい

地域 の発展に貢 献できる有為 な人材の育 成に努めて まいります 。
以上でござ います。
●副 議長（竹下 博英議員）
午前十時四十八 分休憩

井
清

彦

司

六

四

二

番

番

番

杉

石

本

川

加 賀屋

俊 比古

徹

千鶴 子

午前十一時 五分再開
薄

方

太

三十九名
番

吉

雄

員
一

番

佐々 木

議
三

番

出

五

席

暫時休 憩いたしま す。再開は 十一時五分と いたします 。

八番佐藤議 員の質問 は終わりま した。

ると ころであり ます。
一方 、一部 の道 の駅 等の集客 施設では、 地域の拠点 としての役 割を果
た して いるも のの 、年 間を通 した生鮮食品 の品ぞろえ や生産供給 体制の
整備 、冬 場の 誘客な どが 課題とな っておりま す。このため 、計画期間 が
終了し たプ ロジ ェク トを含 め、改めて課 題等を整理 し、チーム でその解
決 策を 検討す ると とも に、地元 生産者など 関係者との連 携を構築し なが
ら、 プロ ジェク トの 効果 が確実に創出 されるよ う、県とし てもフォロ ー
に 努めてまい ります。
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、専

【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）
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健
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賢一郎
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司

悦

寛

子

正

洋

彦

大

純

人

里

太

四十 二番

四 十 番

三十八番

三十 五番

三十三番

三十一番

二 十九番

二十七番

二十 四番

二十一番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八
番

番

鈴

小

大

小

加

工

三

田

竹

菅

石

髙

今

小

佐

佐

木

田

関

松

藤

藤

浦

口

下

原

川

橋

川

原

藤

藤

洋

美 恵子

隆

鉱

嘉

英

博

博

雄

正

明

一

範

一

聡

英

文

浩

策

晃

正 一郎

信

衛

ひとみ

武

一

の影 響で 県経済 も冷 え込 み、特に 観光関連業界 が大きなダ メージを受 け

し た。 秋田県 では 直接 的な被害 はほとんど ありません でしたが、 大震災

りま した 。そし て、 平成二 十三年三月 十一日に東日 本大震災が 発生しま

る緊 急雇 用創 出事 業に より雇用を 維持せざる を得ない、 厳しい状況 とな

契 約解 除に よる会 社の 解散な どで多くの 職が失われ、 国からの基 金によ

済の 落ち 込みで 、た だで さえ雇用がし ぼむ中で 、ＴＤＫの 下請会社と の

マ ンシ ョック によ り、 世界的な 経済不況に 陥りました 。秋田県でも 、経

は、アメリカの証券会社リーマンブラザーズの破綻に端を発したリー

五に 集約 され 、基礎 的自 治体の姿 も大きく変 わりました 。平成二十年 に

平 成十 六年か ら始 まっ た市町 村合併では、 県内自治体 は六十九か ら二十

で東北道 と接続し、 東京や仙台 との時間的 距離が大幅に 短縮されま した。

成 九年 には秋 田新 幹線 が開業し 、高速道の秋 田道も北上 ジャンクシ ョン

ま り、 以来 、二 十四 年間、秋 田市政や県 政に携わっ てまいりま した。平

私の 議員 活動は 、平 成七年 に秋田市議 会議員に初当 選したとき から始

ま す。

議員 活動 を通し て見 てきた 、秋田県の 姿と今後 について伺いた いと思い

喜

三 十九番
鶴
林

の 、疲 弊した 観光 地も 散見され ます。現在で は、経済の 回復と団塊 の世

代の 一斉 退職に よる 労働力 の減少によ り、人手 不足が大き な問題となっ

て おり ます。 そし て、 農業分 野においても 、五十年間 続いた米の 生産調

整が 廃止 にな り、米 ヘの 依存度が 高かった秋 田県は農業政 策の転換を 迫
られました。

こ のよ うに、 二十 四年間 で秋田県を 取り巻く 環境が大きく変 化しまし

た。 こう した環 境変 化に 対応し、県政 運営の指 針となるの が総合計画 や

総 合計 画」 が策定 され、そ のもとで施 策や事業が 実施されて きま

元 気創 造プ ランで あり ます。 これまで、 前知事時代の 平成十二年 に「あ
きた

した 。総 合計画 の基 本構想 では、少子 ・高齢化対策 、産業振興 策などに

よ り本 県の基 本課 題に 的確に対 処しつつ、 人々が自ら の個性や能 力を十

- 111 -

林

四十 一番
北

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。

ま した 。そ の後 、国の 経済対 策や復興支 援策により 経済は回復 したもの

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 十七番田口 議員の発言を 許
しま す。
公明 党の田口で ございます 。私にとっ て今回

【二十七番 （田口聡議 員）登壇】 （拍手）
● 二十七 番（ 田口 聡議 員）

の一 般質 問が 県議と して の最後の 質問となり ます。そこで 、これまで の

21

「 ふる さと 秋田 元気 創造プラ ン」が策定 されました 。平成二十 六年から

用」 が提 案され まし た。 その後、 佐竹知事が就 任され、平 成二十二年 に

活躍できる社会の実現を目指し、「『遊・学三〇〇〇』自由時間の活

分に 発揮 しなが ら、 秋田の 可能性を拓 く新たな 視点として、生 き生きと

の 経済 の落 ち込 みも 懸念され ます。それ らの経済情 勢の変化に 耐え得る

が続 くで しょう し、 二〇 二〇年の 東京オリンピ ック・パラ リンピック 後

て いる と言わ れて おり ます。人 口減少率が 高い秋田県 は、さらな る縮小

国内 小売 市場は 、電 子取引 の拡大と人 口減少に より、毎年二兆 円縮少し

そこ で伺い ます 。こ れまでの 三期に及ぶ 元気創造プ ランが、県 民の生

プラ ンとなって いるのであり ましょうか 。

間、 「第 三期プ ラン 」に基 づき重点戦 略や各種 施策・事業 が取り組まれ

活 や経 済を充 実さ せ、 秋田県 民で良かった と言える秋 田県の姿を つくり

の 「第 二期プ ラン 」で は、高質 な田舎を目指 すとされ、 今年度から 四年
て おり ます。 さら に、 最大の 課題である人 口減少対策 として、「 あきた

上げる ことができ ているので しょうか。こ れまでの取 組と成果を 踏まえ、

将来の秋 田県の姿をお 示しくださ い。

未来総 合戦略」が 策定されま した。
そこ で、検 証し なけ ればなら ないことは、 県政運営の 指針となっ た元

なっ てお り、徐 々に 回復し ているもの の、リーマン ショック以 前までは

内総 生産 の推 移を 見る と、平成二 十八年度は 三兆四千二 百七十一億 円と

略 、観 光・交 通戦 略な ど、全て の分野で「 十分」、「 おおむね十 分」を

今年 度の県 民意 識調 査を見る と、産業・ エネルギー戦 略や農林水 産戦

そして 、プランに 対する県民 の評価であ ります。

また、三期プランは、米中貿易摩擦や小売市場の縮小、東京オリン

回 復し ており ませ ん。 農業生産 額も、米偏 重からの脱 却を進め、 徐々に

合わ せた 割合が 、「 不十 分」、「 やや不十分」 を合わせた 割合を下回 っ

気 創造 プラン が、 県民 の生活や 経済を充実 させ、秋田 県民で良かっ たと

生産 額は 増えて いる もの の、平成 二十九年度は 一千七百九 十二億円と 、

て おり ます 。さ らに、 全ての 分野で「十 分」、「お おむね十分 」の割合

ピッ ク・ パラリ ンピ ック 後の経済環境 の変化に 耐え得るプ ランとなっ て

東 北最 下位 を脱 却する には至 っておりま せん。県民 所得につい ても、平

が 昨年 度より 下回 る結 果となっ ております。 なぜ、県民 は県の施策 や事

言え る秋 田県の 姿を つく り上げること ができて いるのか、 地方創生の 総

成二 十七年度の 一人当たり県 民所得は二 百四十三万 円と全国四 十一位で、

業に 満足 してい ない のか、 施策や事業 成果と県 民意識が乖 離しているの

い るのか、具 体的な政 策を示しながら 見解をお 聞かせくだ さい。

東北 でも 最下位 とな ってお ります。そ の伸び率 も、リーマ ンショック後

か についても 見解をお聞か せください 。

合 戦略 が人 口減少 対策 として 着実に効果 が出ているの かでありま す。県

の 平成 二十二 年度 の二 百二十 二万円に比べ 九％は伸び ているもの の、最

先進 国の 中で 最も進 行して いる人口減 少社会を乗 り越えるため に国で

村に おい ても地 方創 生の 総合戦略が策 定され、 目標指標で あるＫＰＩ を

低賃 金の 伸び 率一〇 ％を 下回って おります。 婚姻率と出生 率を見ても 、

これ まで県 が実 施し た県民 意識調査につ いても、お しなべて県 の施策

設 定し 、現 在、そ の戦 略のも とで施策・ 事業が取り組 まれており ます。

策定さ れた 「ま ち・ ひと・ しごと創生総 合戦略」を 受け、秋田 県では、

や 事業 に対 する評 価は よくあ りません。 今後の経済情 勢の変化も 見逃せ

「あ きた 未来 総合 戦略」 が策定さ れ、今年度 で四年目と なります。 来年

平成二 十九 年で 婚姻 率が三 ・三、出生率 が五・四と 、いずれも 全国最下

ませ ん。 米中 貿易 摩擦に より、我 が国の経済 を牽引して きた自動車 産業

度が 最終 年度と なり ますが 、この四年 間の人口推移 を見ると、 総人口は

平 成二 十七年 に「 あき た未来総 合戦略」が 策定されまし た。県内全 市町

が大 きな 影響を 受け ると言 われており ます。また、 国内小売市 場の縮小

約 百二 万三千 人か ら約 九十八万 一千人に約 四万二千人 減少してお り、毎

位と なっており ます。

が 続い ており ます 。自 動車やガ ソリン等を 除いて百兆 円あると言 われる
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もの の、四千人 台で推移して おり、人口 減少は加速 しておりま す。

住 や定 住対 策、 農業 や林業へ の就業対策 、新卒者の 県内定着策 を講じた

毎年 増え 続け、 一万 人を 超えるま でになりまし た。また、 社会減は、 移

口 減少 におけ る自 然減 と社会減 を見ると、 自然減が八 千九百人余 りから

年の 減少 数は「 あき た未来 総合戦略」 策定前よ り増加しており ます。人

県へ の入り込み が増えている のかという ことであり ます。

関 係者 や観 光客 等の 入り込み が増えてお りますが、 それらを契 機に秋田

りん ピッ クなど を開 催し ておりま す。一大イベ ントが開催 された年に は

キャンペーン、平成二十六年には国民文化祭、平成二十九年にはねん

ネーションキャンペーン、平成二十五年に秋田デスティネーション

講 じて いるに もか かわ らず、 人口減少に歯 止めがかか るどころか 、人口

各種 イベ ント の成果 とそ の後の秋 田県への入 り込み状況 、そして課題 に

ベ ントを契機 に秋田県への 入り込みを 加速させ ることがで きているのか 、

そこで伺います。一大イベントが一過性とはなっていないのか、イ

減少 が加 速し ており ます 。現状を 踏まえ、「 あきた未来 総合戦略」の 成

ついてお 知らせくださ い。

そこ で伺い ます 。「 あきた未 来総合戦略 」を策定し 、人口減少 対策を

果と課題 について、ど のような認 識を持たれ ているので しょうか。

全市 町村 も策 定し まし たが、策定 に苦労した 市町村もあ ったようで あり

と すれ ば、 どのよ うな 方針で 臨むのでし ょうか。現行 の総合戦略 は県内

総合 戦略 を策定 する ので あれば、来年 度の策定 となります が、策定す る

おり ます 。全国 でト ップレ ベルと言わ れる子育て支 援策であり ますが、

育分 野で は、 少人 数学 級の拡大に 努め、現在 では高校に まで拡充さ れて

目 指し て、 乳幼児 と小 中学生 への医療費 補助や保育料 の助成、そ して教

少子 化対策 とし て、 秋田県 では、子供を 産み育てや すい社会づ くりを

次に 、少子化対 策としての 子育て支援策 について伺 います。

ます 。市 町村の 次期 総合戦 略策定につ いての動向も 併せてお知 らせくだ

出生 率の上昇に はつながっ ておりませ ん。

ま た、 人口減 少対 策は引 き続き取組 を進めな ければなり ません。次期

さい 。
ま すが 、こ れら 交付金 事業は 期間が定め られており ます。今後 、それら

少 子化 対策と して の効 果はあっ たのでありま しょうか。 施策や事業 の評

済 的負担軽減 や教育環 境の改善に つながったこ とは認識し ております が、

そこ で伺 います 。こ れらの 子育て支援 策の施策や事 業が、保護 者の経

の 事業 を続け るの か、 廃止する のかの判断を 下さなけれ ばなりませ ん。

価と 検証 が必要 と考 えます が、どのよ うな認識 を持たれて いるのか、見

現在 、地 方創生 関連 事業の 多くは国か らの交付金で 事業を行っ ており

事業 の継 続や廃 止に ついて 、どのよう な基準で 判断してい くのでありま

解 をお聞かせ ください。

秋田 県での平成 の市町村合 併は、平成十 六年十一月 の美郷町に 始まり、

います。

次に 、秋 田県 の姿と して、 市町村合併 と新たな自 治体の姿につ いて伺

し ょうか。
さら に、 「あ きた未 来総合 戦略」など 人口減対策 を講じていな がら、
人口減 少に 歯止 めが かから ず、さらに加 速している 現状があり ます。社
人 研の 推計ど おり に人 口減少が 進むその中 にあっても、 地域が維持 ・発

次に、 事業の成果 について、 二点伺いま す。

以 上四点につ いて、見解 をお聞かせく ださい。

立っ たま ちづく り、 過疎化 や高齢化が 進行する地域 の機能維持 などが挙

しょ うか 。当 時、 合併の 効果とし て、スケー ルメリット や広域的観 点に

合併から十三年が経過して、自治体がどのように変わったのでありま

平成十八 年三月まで に六十九市 町村が二十 五市町村へ と集約されま した。

最初に、各 種一大イ ベントの効果に ついてで あります。

げ られ ており まし た。 また、財 政について も、合併に より行政運 営の効

展できる 秋田県の姿 を示す必要 があるので はないでし ょうか。

こ れま で秋田 県で は、平 成十九年に 秋田わか 杉国体と北 東北デステ ィ

- 113 -

う な効 果が出 てい るも のかであ ります。そ こで、平成 十八年から 平成二

率化 が図 られ、 財政 基盤が 強化される ことが期 待されましたが 、そのよ

負の 遺産 の今後 の対 応や 、学校施 設、インフラ の老朽化へ の対応が迫 ら

化 や人 口減少 が進 行し ている中 で、合併前 に整備され た温泉施設 など、

管理 など 、合併 市町 村の財 政的な負担 は増える ばかりでありま す。高齢

さ らに 、合併 自治 体の中 心部と周辺 部の格差が拡 大している 問題もあ

十九 年の 十二年 間で の財 政力指数 の変化を見る と、合併し た自治体の う
こ の十 二年間 での 合併 した自治 体の職員数を 見ると、三 千七百人余 りが

りま す。 よく、 合併 により 役所や病院 が遠くな ったとか、 地域が疲弊し

れ ております 。

削減 され 、削減 率は 二五・ 八％で、合 併自治体 では職員の 約四分の一が

た 、住民サー ビスが低下し たなどの声 を聞くこ とがありま す。合併前は 、

ち 、秋 田市 を除 く十 四自治体 で財政力指 数が下がっ ております 。また、

削 減さ れたこ とに なり ます。 首長からも、 職員が減っ て、ぎりぎ りの体

それ ぞれ 自治 体の首 長が 責任を持 って住民サ ービスを提 供してきまし た

が、合併により自治体が広域になったものの、首長、責任者が一人と

制で業 務を行って いるとの声 を聞くことが あります。
そこで、自 治体財政と職 員数の変化 について 伺います。

な って しまい 、地 域事 情に合っ たきめ細や かな住民サ ービスが提供 でき

や かな 住民サ ービ スが 維持され ていると認 識されてい るのでしょ うか。

また 、合併 によ り広 域化され た自治体に おいても、住 民が望むき め細

の対応 について、 どのような 見解を持た れているの でしょうか。

そ こで 伺い ます。 観光 施設など 、合併によ る負の遺産の 現状と自治 体

なくな っているので はないでし ょうか。

合 併に より財 政の 効率化 が図られた はずであ りますが、 合併した自治
体で 財政 基盤が 強固 にな り、安定した 自治体運 営が可能に なったとこ ろ
は ある ので しょう か。 また、 職員数の削 減により、自 治体運営に 支障は
出て いな いも ので しょ うか。財政 力指数と職 員数の現状 を踏まえ、 合併
した 自治 体の状 況を どのよ うに認識さ れているもの か、見解を お聞かせ
くだ さい。

み減少 など によ り経 営が立 ち行かなくな ってきてい る現状があ ります。

合併 した 自治 体では 、過 去に整備 した観光施 設や温泉施設 が客の入り 込

を 増し ており 、美 郷町 でも同 様の課題を抱 えておりま す。このよ うに、

方と 再編 方針を 示し ました し、北秋田 市でも市 内五施設の 運営が厳しさ

立を選択せざるを得なかった自治体、住民の意思を尊重し自立に舵を

た自治 体や 、合 併協 議に入 ったものの、 相手自治体 が自立を選 択し、自

合併 せず に自 立を選 択した 自治体もあ ります。当 初から自立を 選択し

次 に、自立を 選択した自治 体について であります 。

以上三点に ついて、 見解をお聞 かせください 。

市町 村合 併で新 たな 自治体 が誕生して 十三年が経過 した今、国 や県が

ま た、 少子化 によ る小 ・中学校 の統廃合が 進み、平成十 七年から平 成二

切っ た自 治体な ど、 自立 を選択した理 由はそれ ぞれにあり ました。自 立

また 、旧 自治体 の負 の遺産 も問題とな っております 。近年問題 化して

十九 年の 十三年 間で 、統 合等により廃 校になっ た小・中学 校は百五十 九

を 選択 した 自治体 につ いて、 最も懸念さ れるのが人口 減少と高齢 化であ

推 進し てき た市 町村合 併につ いて総括し 、成果と課 題について 整理する

校 に上 りま す。校 舎等 の利活 用について は、一部には 民間が運営 を担っ

りま す。 平成 十八 年から 平成三十 年の十三年 間の人口の 推移を見る と、

い るの が、 合併 前に整 備した 温泉施設や 観光施設の 運営が厳し さを増し

てい るも のも あり ますが 、校舎の 六三％、体 育館の七四 ％は自治体 が運

最も 減少 率が高 いの が上小 阿仁村の二 八・一％で、 次いで藤里 町、小坂

必要 があるので はないかと考 えますが、 いかがでし ょうか。

営し てお り、こ のこ とは引 き続き、維 持管理費が発 生すること になりま

町 、男 鹿市、 五城 目町 と続いて おり、男鹿 市を除くと 自立を選択 した自

て いる という こと であ ります。 横手市では市 内九カ所の 温泉施設の あり

す 。さ らに、 公共 施設 の老朽化 や道路・橋 梁の老朽化 、上下水道 の維持
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治体 が上 位を占 めて おり、 この十年で 人口の四 分の一が減少し ておりま

て いる ものの 、要 支援 者が避難 する際の個 別計画が策 定されてい るのは

いて は、 市町村 での 「避難 行動要支援 者名簿」 の策定は一〇〇 ％となっ

国 では 、マ イ・ タイ ムラインの 策定につい て取組を開 始しました 。マ

す 。ま た、平 成三 十年 での高齢 化率を見る と、最も高 いのが上小 阿仁村
高 齢化 率で も自 立を 選択した 自治体が上 位を占めて おります。 このこと

イ ・タ イムラ イン は住 民一人一 人のタイムラ インであり 、台風や大 雨に

一割余 りと言われ ており、取組 が進んでお りません。

は 、自 立を選 択し た自 治体では 人口減少と高 齢化がさら に進行して いる

より 河川 の水位 が上 昇する ときに、自 分自身が 取る標準的 な防災行動を

の五四 ・四％で、 次いで藤里町 、五城目町 、八峰町、 男鹿市、小 坂町と、

とい うこ とであ りま す。今 後、自立を 選択した 自治体は、 人口減少と高

時 系列 的に整 理し 、取 りまと めたものであ ります。平 成二十七年 に鬼怒

が それ ぞれの 環境 に合 ったタイ ムラインを 自ら検討す る取組を進め てお

齢 化の 進行の 中で 、ど のよう に自治体を運 営していく のでしょう か。半

そ こで 伺いま す。 県は、 自立を選択 した自治 体運営につ いて、どのよ

りま す。 検討会 では 、「 マイ・タイム ライン」 を作成し、 自宅の位置 や

川が 氾濫 し、 洪水の 被害 に遭って いる茨城県 常総市では 、「逃げ遅れ ゼ

うな 認識 を持た れ、 支援 していくので しょうか 。国では、 複数の自治 体

家 族構 成を 書き込 み、 そして 、いつ逃げ るのか、誰と 逃げるのか 、危険

数近 くが 年金 受給者 とな り、税収 もしぼむ中 で、人口減 少と高齢化の 進

で 構成 する 「圏域 」を 新たな 行政単位に 位置づける議 論を本格化 させた

な場 所を 避け て逃 げる ルートなど を書き込み 、自身の行 動を定めて いま

ロ」 を目指 して 「マ イ・タ イムライン検 討会」を設 置し、住民 一人一人

と伺 って おり ます 。国 による「圏 域」の議論 も踏まえて 、見解をお 聞か

す。 近年 、高齢 化が 進行し 、大雨によ る洪水が頻発 している秋 田県にお

行により 地域コミュニ ティの維持 も難しくな ることが想 定されます。

せくださ い。

し ませ んでし た。 しか し、全国 的には、豪雨 災害などで 尊い命が失 われ

被 害を 被り まし た。し かし、 幸いなこと に、人命に かかわる被 害は発生

進め る必 要があ ると 考えま す。しかし 、マイ・ タイムライ ンの策定には

期 策定 と併せ て、 住民 自身の対 応を定めるマ イ・タイム ラインの策 定を

そ こで 伺い ます 。秋田 県でも、 要支援者が 避難する際 の個別計画 の早

い ても 、的確 な情 報を もとに、 自身や家族 を自らが守 るための取 組、マ

る結 果と なって おり ます。 特に、西日 本豪雨で は、死亡し た被害者の七

県 民の 理解と 協力 が不 可欠で あり、そのた めには、県 民における 防災意

次に 、災害対策 と危機管理 について伺 います。

割 が六 十歳以 上で ある ことが 判明し、災害 弱者とされ る高齢者が 多く犠

識の 醸成 が必 要と考 えま す。マイ ・タイムラ インの有効性 の理解と普 及

イ・タ イムライン の策定が不可 欠と考えま す。

牲に なっ てい る実態 が浮 き彫りに なりました 。災害時にお ける高齢者 の

に向け て課 題と なる 県民意 識の醸成をど のように図 っていくの か、お聞

秋田 県で は、一 昨年 夏と昨 年五月に大 雨により洪水 が発生し、 甚大な

安全対策が求 められて おります。

を出 して おり ます が、実 際に避難 行動を起こ した住民は 多くありま せん

次 いで いる 県内の 市町 村は、 早めの避難 準備情報や避 難勧告、避 難指示

基づ いた 対応が 行わ れて おります。ま た近年、 大雨による 洪水被害が 相

しか し、 重要な のは 、マニ ュアルに基 づいて災害対 応が迅速か つ的確に

たほ か、 災害 時等 におけ る県行政 の対応をマ ニュアル化 しておりま す。

県 は、 平成 二十三 年の 東日本大 震災を踏ま えて地域防災 計画を改定 し

最後に、災 害時の県 の危機管理 について伺 います。

かせ ください。

でし た。 今後は 、行 政の情 報をもとに 、住民がどの タイミング でそれぞ

実施 されるのか ということ であります 。

現 在、 秋田県 では 、大雨 時に、国と 県、市町 村によるタイム ラインに

れ が避 難を開 始す るの かが課題 となります 。特に、災 害弱者の避 難につ
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平成 二十八 年四 月十 四日に発 生した熊本 地震では、 熊本市や益城 町で
甚 大な 被害を 被り まし た。熊本 県では、熊 本地震の対 応に当たり 、年度
当初 の四 月の発 災で あっ たことも あり、防災計 画や業務別 のマニュア ル

田口 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）

これ まで の県政 運営 の成果 等について 、ふるさと秋 田元気創造 プラン

産技 術研究 所と 連携 して開 発しました。 このシステ ムは、東日 本大震災

パソ コン 等で 把握で きる 「災害対 応工程管理 システム」 を、東京大学 生

ら の経 験を踏 まえ 、災 害発生 時の主な業務 の流れをタ イムライン 化し、

を素 早く 把握す るこ とが困 難であった とされま した。熊本 県では、これ

画 は資 料編ま で含 める と約八百 ページもある ことから、 必要とする 情報

緊 急的 な経済 雇用 対策 を講ずる など、社会 経済情勢の 変化にフレキ シブ

ゆるリー マンショック により本県 経済が大き く落ち込ん でいたことか ら、

策・ 事業 を展 開して まい りました 。プランが スタートし た当時は、い わ

秋田の確かな成長と発展につなげていくという考えのもと、必要な施

済情 勢を 踏まえ なが ら、本 県が有する 有形無形 の資源を最 大限活用し、

三 期に わたる 元気 創造プ ランに基づ き、これまで 時代の潮流 や社会経

に ついてであ ります。

の デー タをも とに 開発 され、災 害発生時の 業務の流れ をパソコンや タブ

ルに 対応 すると とも に、 中・長期的な 視点から 、本県の産 業構造の転 換

の 理解 不足 で対 応に 手間取る 事態となり ました。ま た、県の地 域防災計

レット端末で簡単に把握できます。業務を「災害対策本部の設置・運

に向けて、県内産業の「稼ぐ力」を高めるための施策にも幅広く取り

これ までの 取組 によ り、成長 分野である 航空機・自動 車産業等の 集積

営 」や 「応 急仮設 住宅 の提供 」など四十 八種類、約五 百に分類し 、初動
がで きま す。さ らに 、県地 域防災計画 の関係規定や 国の通知を 参照しな

や ＩＣ Ｔ関連 企業 の進 出、全国 に先駆けて 推進した園 芸メガ団地 等の整

組んで まいりまし た。

が らの 作業も 可能 とな っており ます。同様 のシステム は熊本県内 の嘉島

備による複合型生産構造への転換、国際定期チャーター便の就航やク

期か ら応 急期 、復 旧・ 復興期の業 務を時系列 で確認しな がら進める こと

町と 西原 村も導 入し てお り、県と 連動して互い に業務進捗 を確認でき る

ル ーズ 船の 寄港 回数の 増加な ど、幅広い 分野におい て秋田の持 続的な発

者の 県内 定着・ 回帰 などの 人口減少対 策につい ては、施策 の効果があら

よ うに なっ てお り、災 害時の 自治体にお ける危機管 理として有 効なシス
そこ で伺い ます 。災 害発生時 に、どのよ うな事態に 陥っても危 機管理

わ れる まで一 定の 時間 を要す ることもあり 、現時点で はプランの 目指し

展 につ ながる 新た な芽 が育って きているとこ ろでありま す。一方で 、若

が 遂行 できる 「災 害対 応工程 管理システム 」について 、秋田県で も、県

てき た成 果が 十分に 得ら れていな い状況にあ ることから、 次代を担う 若

テム と考えます 。

だけ では なく 市町村 とも 連携し導 入を進める 必要があると 考えますが 、

大 、結 婚・出 産・ 子育 てに対す る支援の充 実など、今後 もあらゆる 施策

者の夢 の実 現に 向け た挑戦 への支援、県 内定着・回 帰の促進や 移住の拡

以 上で 質問は 終了 となり ますが、最 後に、こ れまで議員活動 を支えて

を総 動員 して、 この 最重 要課題に対応 していく 必要がある と考えてお り

どのような認 識を持た れているの か、お聞か せください 。
いた だい た党員 支持 者の 皆様、そして 議会活動 でお世話に なりました 佐

ま す。

く 中に あって は、 過去 の経験な どをもとに した既成概 念にとらわ れるこ

やグ ロー バル化 、第 四次産 業革命など 本県を取り巻 く情勢が変 化してい

プラ ンに 基づ くこ れまでの 取組や今後 の課題を踏 まえつつ、 人口減少

竹 知事 をは じめ当 局の 皆様に 心から感謝 を申し上げま す。また、 同僚議
員の 皆様 には 、全 員が議 場に戻ら れることを 御祈念し、 私の一般質 問を
県 当局の答弁 を求めます。

終了させ ていただき ます。御清聴 ありがとう ございまし た。（拍手 ）
●議長 （鶴田有司 議員）
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とな く、 また、 地域 のマイ ナス面は真 摯に受け 止めながらも地 域の強み

影響を与 えているも のと考えてお ります。

を目 指し 、社会 経済 情勢 の変化に 的確に対応し た施策を実 施するとと も

こ うし た状況 を踏 まえ 、今後とも、 県民が実 感できるよ り確かな成 果

県民 一人 一人が 夢に 向か って積極 果敢にチャレ ンジし、い かなる困難 も

に 、そ の成 果を 県民 にわかり やすい形で 情報提供し 、県政への 理解が深

を しっかり伸ば していくと いう前向き な姿勢が 大切であると考 えており 、
乗 り越 えて いく 、そ のような 社会となる ことを望ん でおります 。これま

次に、あき た未来総 合戦略でご ざいます。

まる ように努め てまいります 。

づく 各般 の施策 を全 力で推 進し、「県 民一人一 人が日々の 暮らしに安心

本 県で は、産 業振 興に よる仕事 づくりを主眼 としながら 、若者の県 内

で にな い時代 の大 きな 転換点を 迎えた今、オ ール秋田で 三期プラン に基
と 豊か さを感 じる こと ができ る」新たな時 代の秋田を 切り拓いて まいり

場 競争 力や 国際競 争力 を高め るための取 組を進めるこ とにしてお り、こ

野の グロ ーバル 展開 も視 野に入れて、 新技術や 新商品の開 発により、 市

経 済へ の影響 も懸 念さ れるとこ ろでありま すが、プラ ンでは、製造 業分

なお 、三期 プラ ン策 定時には 想定していな かった米中 貿易摩擦の 県内

ショ ン活 動を 背景 とし て観光入込 客数も増加 傾向にあり 、移住・定 住分

の成長産業における製造品出荷額が増加したほか、積極的なプロモー

業を 進め てまい りま した 。そうした中 で、産業 振興分野で は、輸送機 等

人 口減 少社会 の克 服と 秋田なら ではの地方 創生の実現 に向けた施策 ・事

希望 をかな える 少子 化対策 、持続可能な 地域づくり といった視 点から、

への 定着 ・回 帰を促 進さ せる人の 流れづくり や、結婚・ 出産・子育て の

れに より 貿易 摩擦 の影 響を小さく できるもの と考えてお ります。ま た、

野に つい ても、 情報 発信や 受入態勢の 強化等により 移住者数が 目標を上

ます。

プラ ンで は、東 京オ リンピ ック・パラ リンピックを 契機として 、県産木

しか しな がら、 人口 減少社 会の克服と いう大きな目 標について は、施

回っ て推移する など、一定 の成果を挙 げてきて おります。

これ らを 大きな ステ ップ として、 安定的、継続 的な取引や 誘客につな げ

策 の効 果が 出る までタ イムラ グが生じる こともあり 、特に、婚 姻数や合

材製 品の販路拡 大やインバ ウンド需要 の取り込 みを図ることに しており 、
てまいります。こうした県内企業におけるグローバル展開力の強化や

秋 田元 気創造 プラ ンの 施策や 方向性を踏ま え、これま での取組も 検証し

計 特殊 出生率 など の重 要指標が 改善されてい ないことが 大きな課題 であ

次 に、県民意 識調査の結果 でございま す。

なが ら、 県民 や地域 と一 体となっ た自然減対 策や、教育機 関や企業と 連

イ ンバ ウンド 需要 の取 り込みの 拡大について は、人口減 少による国 内市

この 調査 は、 県政に 対する 県民の実感 としての満 足度を調べる もので

携した 社会 減対 策を 強化す るとともに、 秋田の次代 を担う若者 による果

ると 認識 してお りま す。こ のため、次 の総合戦 略において は、ふるさと

あるこ とか ら、 施策 ・事業 の達成状況を 評価する政 策評価とは 性質が異

敢 な挑 戦への 支援 など 、新たな 視点も取り 入れて策定し てまいりま す。

場の縮小 にも対応で きるものと 考えておりま す。

な るこ とがそ の乖 離の 一因と考 えられるほ か、例えば、 企業誘致は 、業

なお 、国の 次期 戦略 の詳細 な内容やスケ ジュールが いまだ示さ れてお

ら ず、 市町 村の策 定動 向は明 らかではあ りませんが、 策定作業が 円滑に

務が本格 稼働し、雇 用の拡大が 図られて初 めて効果を 実感できるよ うに、
施 策の 成果 が上が って も、効 果の発現に 一定の時間を 要し、県民 が直ち

また 、地方 創生 関連 の交付金 については 、今後も必要 な財源を確 保す

行われ るよう、今 後も情報収 集に努めて まいります。

えて おり ます。 これ らに加 え、人口減 少率や出生率 など、県民 にとって

る よう 国に要 望し てい くととも に、個々の 事業につい ては、その 効果を

にそ の効 果を 実感 しにく い場合が あることも 要因の一つ ではないか と考
わ かり やすい 基本 的な 指標に改 善が見られ ないことも 、各戦略の 評価に
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けた 移住 者の活 用や 、外国 人労働者の 受入れな どにより、 地域が維持・

た 生産 性の向 上の ほか 、県内全 域でのバラン スのとれた 労働力確保 に向

と に加 え、 県経 済の 活性化の 観点から、 先端技術の 積極的な導 入を通じ

生活 圏の 形成を 支援 する など、集 落単位でのき め細かな対 策を進める こ

は 、人 口減少 下に おけ る秋田の 元気の創出 に向け、新 たなコミュ ニティ

詳細 に検 証しな がら 、継続 の必要性も 含めて検 討してまいりま す。今後

人以 上の 中規模 ・大 規模施 設での宿泊 者数が伸 びているこ とも踏まえれ

は 、入 込客数 につ いて は一定の 伸び率を示し ており、ま た、従業者 数十

成 二十 九年 と、 調査 方法が現 行のスタイ ルとなった 二十三年と の比較で

は言 うま でもな いこ とで あります 。ねんりんピ ックが開催 されました 平

が 続く 中にあ って 、イ ベントが 県外からの 誘客に一定 の効果を持 つこと

合が ある ことも 否め ないも のの、人口 減少に伴 い国内マーケッ トの縮小

要で ある と考 えられ るこ とから、 県としても 宿泊施設の 改修を支援す る

ば 、他 県と比 べて 少な い大規 模な施設の絶 対数を増や していくこ とが必

次に、 イベントの 効果であり ます。

とともに 、ハイレベル な施設の誘 致に努めて まいります 。

発 展するよう に努めてまい ります。
本県 は、豊 かな 自然 や文化、 食などの観光 資源を数多 く有してお り、

が あっ たほ か、 キャン ペーン をきっかけ として全県 的に受入態 勢の充実

県が 全国 各地で ＰＲ され 、観光客 の増加につな がるなどの 直接的な効 果

平 成二 十五年 度の 秋田 デスティ ネーション キャンペー ンにおいて は、本

ペーンの 展開や大規 模な大会など の誘致に努 めてまいり ました。例 えば、

す 。こ うした 取組 によ り、第三 子以降の出生 割合が上向 いてきてお り、

の 充実 や少 人数 学習の 推進な ど、幅広い 子育て支援 に努めてき ておりま

全国 トッ プクラ スの 経済 的支援を 実施してきて いるほか、 保育サービ ス

本 県に おいて は、 福祉 医療費や保育 料の助成 など、子育 て世帯に対 し

次に、少子 化対策と しての子育て支 援策につ いてであり ます。

い ずれ にしま して も、イ ベント開催 の機会を 通じ、来県 者に本県の魅

が 図ら れると とも に、 官民が一 丸となって誘 客活動を継 続的に推進 する

県内 保育 所等の 利用 者への アンケート において も、半数近 くが、保育料

こ れま でも情 報の 発信 に取り組 んでまいり ましたが、 大都市圏から の距

「秋 田の 観光創 生推 進会議 」が組織さ れ、誘客 の牽引役と なるなど、基

助 成制 度が新 たに 子供 をもう けたいと考え るきっかけ になったと 回答し

力を アピ ールし 、リ ピー ターになって いただく ことが最も 大切であり 、

盤 づく りも進 んで おり ます。 また、翌年度 の国民文化 祭では、国 内各地

てい るほ か、 少人数 学習 の導入は 、基礎学力 の定着はもと より不登校 の

離な どに 起因し 、来 訪す る機会がない 方も依然 として多い ことから、 本

から の参 加者 と県民 が一 体となり 、大変な盛 り上がりを見 せたほか、 こ

抑止等 にも 効果 が見 られる など、子育て 支援として 一定の効果 があった

開 催を 国内 外から の誘 客の絶 好の機会と 捉え、受入態 勢の充実強 化を図

れを契 機に 県内 の芸 術文化 活動が大いに 活発化し、 その後の民 間主導に

も のと 考えて おり ます 。しかし ながら、本 県の合計特殊 出生率は、 結婚

県 に関 心を 寄せて いた だくと ともに、イ ベントへの参 加を契機に 秋田の

よ る県 外団体 との 相互 交流や、 数多くの大 会・イベント の開催に結 びつ

や家 族に 関する 価値 観の 多様化、若年 層の県外 流出などに より、全国 平

りなが ら、今後も 交流人口の 拡大に取り 組んでまい ります。

くな ど、 芸術文 化の みな らず、誘客の 面におい ても、現在 までその効 果

均 より 低位 となっ てお り、少 子化の抑止 に直接的につ ながってい ない現

魅力により身近に触れていただくため、近年、全国規模の観光キャン

は 持続してい るものと 考えております 。

少子 化対策 は、 効果 の発現ま でに一定の 期間を要する ことから、 今後

状にあ ります。

導し 、各 地持ち 回り で開催 される大規 模な大会のよ うに、観光 誘客を直

は 、現 在実施 して いる 少子化に 影響を与え る社会的要 因の調査・ 分析事

毎年 、全 国各 地で 開催され ている様々 なイベント の中で、行 政等が主
接 の目 的とし てい ない 行事など においては 、その効果 が一過性と なる場
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業等 によ り効果 検証 をきめ 細かく行う ほか、幼 児教育無償化を はじめと

やかにな っていくも のと考えてお ります。

るなど 、より効果 的に施策・事 業を推進し てまいりま す。

市 町が 限ら れた 行財 政資源を より有効に 活用できる よう、必要 な助言と

の提 供に ついて 役割 を分 担し補完 し合う連携体 制を構築す るなど、合 併

県 とし まして は、 こう した状況を踏 まえて、 市町村間で 行政サービ ス

次 に、市町村 合併と新た な自治体の 姿でござ います。

情報 の提供を行 ってまいりま す。

す る国 の支援 制度 の動 向も注視 しながら、 子育て世帯 のニーズを 把握す

まず 、自治体財 政と職員数の 変化につい てでありま す。
方 分権 による 市町 村の 役割の 増大、広域的 な行政需要 の拡大など の社会

から 計画 的・ 効率的 に配 置し直す ことは、合 併市町の大 きな課題の一 つ

合 併前 の市町 村が それ ぞれ設置 した類似の公 共施設を、 広域的な視 点

次に、市町 村合併の 成果と課題 でございま す。

情勢 の変 化を 踏まえ 、基 礎自治体 である市町 村の行財政 基盤を維持し て

でありま す。

平成 の合併 は、 少子 高齢化や 過疎化の進 行、日常生 活圏の広域 化、地

いく ため、 国の 手厚 い支援 のもとに進め られたもの で、本県も これに積

数年 は横 ばい で推 移し ているもの の、今後も 税収の大き な伸びは見 込め

等 によ る地 方税収 の伸 び悩み の影響によ り、財政力指 数が低下し 、ここ

その 後、 合併市 町に おい ては、人口減 少や従前 から続く地 域経済の低 迷

た、 廃校 後の校 舎や 体育館 については 、地域の拠点 として引き 続き活用

置づ けや 利用 見込 み、 費用対効果 の面からも 難しい状況 にあります 。ま

ら 全て の施 設を改 修し ていく ことは、広 域化した市町 における施 設の位

数の 減少 が財政 負担 の増 大につながる ことは明 らかであり 、また、こ れ

御 指摘 の温泉 施設 や観光 施設につい ては、人 口減少など による利用者

ない こと から、 同様 の傾向 が続くもの と考えており ます。加え て、合併

が 望ま れては おり ます が、統合 や再編を併 せて進めな ければ、そ の後の

極的 に取り組み 、平成十七 年度末の市町 村数は二十 五となって おります 。

市町 に対する普 通交付税の 算定の特例 が縮減さ れてきたことな どにより 、

維持 管理 は大き な負 担と なります 。こうしたこ とから、公 共施設につ い

際 には 合併市 町が 従来 からの各 種施設を全て 運営してい くことにと らわ

普通 交付 税は減 少傾 向に あり、合 併市町を取り 巻く財政状 況は厳しさ を
現 在、 このよ うな 状況に ありますが 、平成の合併 の本質は、 個別の市

れず 、市 町村間 の広 域的な 利用や共同 による整 備などを視 野に入れて進

て は、 今後 とも その目 的や性 格等を踏ま えた見直し が必要であ り、その

町村 の行 政能力 を維 持する ための、い わゆる「 守り」の合 併という側面

め ていくこと も必要ではな いかと考え ておりま す。

増 すものと認 識してお ります。

に なり 、仮に 合併 がな ければ 、地域の衰退 がさらに進 んだ市町村 もあっ

住民 サー ビス の維持 につい ては、県が 合併後に各 市町に対して 行った

アンケ ート 調査 によ ると、 住民サービス の向上等を 評価する意 見があっ

たので はないかと 考えており ます。こうし た中にあっ て、合併市 町では、
歳入の 減少 を見 据え て、財 政シミュレー ションを行 いながら、 人件費の

き 続き 、行 政サー ビス の民間 への委託な ど、よりきめ 細かな住民 サービ

た 一方 で、「 中心 部に 比べて周 辺部のサー ビスが手薄に なった」と いう

ま た、 職員 数につ きま しては、 自立市町村 と比較して削 減率が大き い

スの 提供 に取 り組 んでい く必要が あります。 今後、合併 市町に対す る普

圧 縮や 建設事 業の 見直 し、公共 施設の統合 ・再編などに より、持続 可能

こと から 、内 部管 理部門 の統合や 直営施設の アウトソー シングなど 、一

通交 付税 の算定 の特 例が平 成三十二年 度で全て終了 することか ら、これ

意見 もあ ったこ とか ら、 合併市町にお いてはそ の解決に努 めており、 引

定の 効率 化が進 んで いるも のと捉えて おりますが、 地元住民の ニーズ等

を 一つ の節目 と捉 え、 これから の基礎自治 体のあり方 や課題等に ついて

な財政運 営の確立に 取り組んで いるところ であります 。

に より 地域運 営に きめ 細かさが 求められる 中で、今後 の削減ペー スは緩

- 119 -

整理する 必要がある ものと考えて おります。

であ ると 認識し てお ります 。また、マ イ・タイ ムラインの策定 を通じて

県 とし まし ては 、要 支援者に係 る個別計画 について、 引き続き市 町村

地 域住 民相互 の連 携が 深まるこ とから、介 護高齢者や 障害者など の避難

事 業の 効率 化な どに 取り組ん できたとこ ろでありま すが、それ らをさら

に対し策定を促すとともに、地域住民を対象とした自主防災アドバイ

次 に、自立を選 択した市町 村でござい ます。

に 進め る余地 は小 さく なってき ており、全て の行政サー ビスを単独 で提

ザー によ る講座 や研 修会な どを通じ、 マイ・タ イムライン 策定の必要性

行動へ の支援にも つながるもの と考えてお ります。

供す る、 いわゆ る「 フルセ ット主義」 を見直す べき時期に 来ているもの

に つい てもわ かり やす く説明 するなど、「 自らの命は 自らが守る 」とい

自立 市町 村にお いて も、地 域の人口減 少を見据えて 、職員削減 や事務

と 考え ており ます 。現 在、国 の地方制度調 査会におい て「圏域に おける

次に、災害 対応工程管理 システムで ございま す。

う県民 の防災意識 のさらなる 醸成に努めて まいります 。

対し 各分野 のヒ アリ ングが 行われており 、先般、私 も本県の機 能合体等

県 にお いては 、地 域防災 計画や対応 マニュア ルに基づき 、災害発生時

地方 公共 団体 の協力 関係 」をテー マの一つと して、省庁 や地方自治体 に
の 取組 を報告 して まい りました が、市町村 も含め自治 体側には様々 な意

優先 業務 を適 切に 遂行 することに しておりま す。「災害 対応工程管 理シ

に市 町村 や防災 関係 機関 と連携し、被 害の拡大 防止や被災 者の救助活 動

人口 減少 社会 にお ける様 々な行政課題 への対応は 、住民の生 活範囲や

ステ ム」 は、災 害発 生時の 主な業務を タイムライン 化し、パソ コン等で

見が ある ことか ら、 具体 的な議論に至 るまでに はある程度 の時間がか か

地域 の実 情等に 照ら して弾 力的に進め ることが望ま しいことか ら、「圏

容易に把握できるものであり、マニュアル等を熟知していない職員で

な どの 災害 応急対 策を 行うと ともに、業 務継続計画に 沿って、非 常時の

域 」と いう新 しい 行政 主体の創 設にこだわ らず、市町 村が多様か つ柔軟

あっ ても 、シス テム を通 じて必要 な情報を素早 く検索し、 的確な災害 対

る ものと思わ れます。

に連 携す る仕組 みを 構築 する必要 があると考え ております 。こうした こ

県 では 、災害 時に 適切な 対応がとれ るよう、日ご ろから各部 局の危機

応 を可能とす るものと 認識してお ります。

町 村の 協働・ 連携 を一 層推進す るとともに、 公共施設の 共同利用や 事務

管理 関係 職員等 に対 してマ ニュアルの 周知を図 っておりま すが、今後、

と から 、県 とい たしま しても 、国におけ る議論も注 視しながら 、県と市
事業 の共 同化な どの 市町村 関連携につ いて、各 市町村の意 向を踏まえな

県 や市 町村に おけ るシ ステム の有効性等を 確認するた め、既に導 入して

いる熊 本県での運 用状況など について調査 ・研究をし てまいりま す。

が ら、その具 体化に向けて 研究・協議 を進めて まいります 。
次に 、災 害対 策と危 機管理 について、 マイ・タイ ムラインでご ざいま

えや 気象 情報 等の 収集、 避難の判 断から実際 の避難まで 、住民一人 一人

迅 速か つ安 全に避 難す ること が求めらて おります。こ うした災害 への備

認すると ともに、災 害時におい ては、気象 警報や河川 の水位等に留 意し、

災 害か ら自ら の命 を守る ためには、 平時から 避難所や避難経 路等を確

支援を賜 ることをお 願い申し上げ 、むすびの 言葉とさせ ていただき ます。

申し 上げ ます 。今 後とも 御健勝に て、県政の 発展に新た な立場から の御

も に、 政治 的にも 私を 力強く 後押しして いただいたこ とに心から 感謝を

して 現在 の県議 会議 員と して、多くの 貴重な御 示唆や御指 導を賜ると と

う こと でござ いま すが 、私が秋 田市長時代 には秋田市会 議員として 、そ

さて、 田口 議員 にお かれまし ては、今任期 を最後に御 勇退される とい

がと るべ き防災 行動 をあら かじめ整理 するマイ・タ イムライン は、災害

本当 にありがと うございま した。

す。

時 の初 動対応 に有 効で あり、特 に洪水発生 時の判断ツ ールとして 効果的
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以上でござ います。
●議 長（鶴田有司 議員）
暫時休 憩いたしま す。
午後 零時一分休 憩

二 十七番田口 議員の質 問は終わりまし た。
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四十三番

休憩前に同じ

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

●議長（鶴 田有司議員 ）

日 程第 一、 一般質 問を 継続いた します。七 番鈴木議員の 発言を許し ま
す。

自民会 派の鈴木健 太です。今 任期中最後 、六回

【七番（鈴 木健太議員 ）登壇】（拍 手）
●七 番（ 鈴木 健太 議員）

目とな る一般質問 の機会を与え ていただき ました先輩 、同僚議員 の皆様、

そ して 、お 寒い 中、傍 聴にお いでくださ った皆様に 対し、心から 御礼を

申し 上げて、早速 質問に入ら せていただ きます。

はじめに、 県民に対 するリーダ ーシップにつ いて伺いま す。

昨 年の 夏は、 私た ち秋 田県民に とって生涯忘 れられない ひと夏とな り

まし た。 御存 じ、金 足農 業高校野 球部の大活 躍です。特に 、劇的な逆 転

スリー ラン で横 浜高 校を破っ たあたりか ら決勝に至 るまでの時 期は、人

と 会え ばその 話で みん な笑顔に なり、私は まるで秋田が いつもと違 うま

ちに なっ たよう にさ え感じ ました。そ して、私 はそのとき 、人の心と は

か くも 大き く変わ れる ものな のだという ことを、驚き をもって学 びまし

た。 そし て、 その ころの ような空 気、今風に 言えば「マ インド」とい う

もの を仮に ずっ と維 持でき るのだとし たら、本県の 経済低迷も 、そして

人 口減 少問題 も、 目覚 ましく好 転すること ができるで あろうと確信 しま
した。

し かし 、熱 狂は いつか 冷めるも のであり、 通常モード に戻った後、 こ

の 県民の マイ ンド をい かに明るく 前向きにさ せていくか が重要です 。こ

れは 、ス ポーツ や文 化など の力だけで はなく、 様々な要素によ って影響

さ れる と思い ます が、 私はその 中の極めて 重要なプレ ーヤーが「 知事」

なの では ない かと考 えま す。知事 の行う政策 のみならず、 その振る舞 い
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を発 し続ける責 務があるはず です。

戦 とい った 前向 きな マインド を県民が持 てるように 、力強いメ ッセージ

少マ イン ドでは なく 、金 農野球部 が示してくれ たような勇 気、希望、 挑

を 与え ます。 です から 、知事に は、諦め、 悲観、言い 訳といった 人口減

や言 動は 、報道 を通 じて秋 田のイメー ジや県民 のマインドに大 きな影響

プの 姿を求めた いと思います 。

よ り大 胆で 強力 なリ ーダーシ ップ、いわ ば乱世の奸 雄とも言う べきトッ

地域 間競 争によ って 生き 残れるか どうかが決ま るこの厳し い時代には 、

る よう にお見 受け しま す。しか し、私は、 いまや人口 減少待った なし、

県職 員の 苦労を わか ってく れる良き理 解者とし て、広く信望を 集めてい

引っ張っていることに、どうかお気づきください。知事には県民のマ

そ の一 方で 、その 発言 により 県民の人口 減少マインド をますます 下へと

えて 物議 をかも すこ とで 関心を高める 効果はあ るのかもし れませんが 、

言 する ことに は何 のプ ラスもあ りません。 知事のおっ しゃるとおり 、あ

的に 分析す るこ とは 大事で すが、そこで 得た持論を ことさら公 の場で放

近年 の自 虐的 ・悲観 的な 発言は残 念に思いま す。人口減 少の原因を多 面

キ ャラクター で、そうした 才能にあふ れた方だ と私は思っ ているだけに 、

しか 発想 できま せん が、十 倍を目指す となると、も はやゼロベ ースから

いま す。 一〇 ％ア ップ を目指すと 、どうして も過去や現 在の延長線 上で

％ アッ プを 目指す より 十倍を 目指した方 が簡単なこと が実際にあ ると言

すご いこ とを狙 おう とい う理念がある そうです 。実は世の 中には、一 〇

目 指せ 。つま り、 ちま ちました ことではな く、月まで ぶっ飛ばすぐ らい

思考 という 意味 でし ょう。 グーグル社で は、一〇％ アップでな く十倍を

ショ ット とは 月を撃 つと いうこと で、要する にクレイジ ーなほど大胆 な

残 った のが、 「ム ーン ショッ ト・シンキン グ」という 言葉です。 ムーン

先日 、グー グル の関 連企業の 方の講演を 聞きました 。その中で 印象に

イン ドを 左右す る強 い影響 力があると いうことをよ く御理解い ただき、

全 く新 しい方 法を 考え ないと絶 対に達成で きない。む しろそこに 活路が

佐竹知事はもともと、テレビＣＭにも積極的に出演するなど明るい

今 後は 徹底し て明 るく 前向きな 、本来の佐 竹知事らし いリーダー シップ

あると いうのです 。

今、手詰まりの状態にある人口減少問題に対しては、まさにこの

を発揮 していただ きたいと思い ますが、知 事の思いを お聞かせく ださい。
次 に、県庁に 対するリー ダーシップ についてお聞 きします。

した 識見 を持 ち、 議会答 弁でも部 課長をしの ぐ情報量は 圧巻という ほか

種 多様 な形 があり ます 。知事 は県庁在職 二十五年で、 行政に関す る卓越

うな もの であり 、そ のた め正解は一つ ではなく 、その人の 個性により 多

念 で、 要する に、 この 人のため に頑張ろう と部下に思わ せる人間性 のよ

であり 、一 つの 科学 と言え ます。一方の 「統御」と は、よりソ フトな概

し組 織を 動か すこと を言 います。 これは、教 育によって習 得できる技 術

下 すこ と、つ まり 正し い情報 と決められた 思考過程や 様式に従っ て判断

いう 二つ の概念 を明 確に区 別して考え ます。「 指揮」とは 指示や命令を

少な くと も人口 減少 や観光 、産業振興 など攻めてい かなければ ならない

そう した 革新 的発 想のそ ぐわない 部署も多く あると思い ます。しか し、

な 文化 は、 ほとん ど感 じませ んでした。 もちろん県庁 は役所です ので、

を持 って 立ち向 かい 、ク レイジーな発 想を次々 と出してく るというよ う

秀 かつ 真面目 です が、 一見不可 能な目標に 対して燃え上 がるような 情熱

をさせ てほ しい ので す。私 の見てきた限 り、県職員 の皆さんは 極めて優

発や って やろ う」と いう 心持ち。 このような 状態に、県庁 職員の皆さ ん

火 をつ けるこ とが でき ます。 「よーし、お もしろくな ってきた」 、「一

とん でも ない目 標を 本気で 掲げると、 人間はわ くわくし始 め、気持ちに

ムー ンショット をもって挑む べき時期に 来ているの ではないで しょうか。

あり ませ ん。行 政上 の判断 を下し、県 庁組織を動か す「指揮」 は言うこ

分 野に おいて は、 県庁 職員の潜 在能力を解 き放ち、最 大限に発揮 させる

私 が前 職時代 に学 んだリ ーダーシッ プ論では、「 指揮」と「 統御」と

と なし でしょ う。 また 、「統御 」について も、明るく 温厚なお人 柄で、
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リー ダー シップ も知 事の大 きな役割で はないで しょうか。乱世 にふさわ

にば かり してい たの では何 の成長も発 展もなく 、結果として経 済低迷と

ば 、私 たち 政治 や行 政ができ ることは、 まずは自分 の側を改め てみるこ

人 口減 少が進 むば かり だという ことです。 私は、こう したなすり 合いを

そ れに関連し て、もう一 点伺います 。

と でし ょう。 思惑 どお りに使わ れなかった補 助制度なら 、どういう 部分

し い、 県職員 への これ までと違 ったリーダ ーシップに 挑戦してみ ていた

一 昨年 来、私 が主 張して きた「第四 次産業革命へ の対応」と して、知

が使 いづ らかっ たの か。就 活イベント に学生や 企業が集ま らなかったの

続け てき た結果 が、 本県 の現状な のではないか と感じてい ます。とな れ

事は 今年 度、デ ジタ ルイノ ベーション 戦略室等 を設置して くださいまし

な ら、 時期や 場所 、周 知の方 法は十分だっ たのか。ま ずは各事業 のお客

だきた いと思いま すが、いかが でしょうか 。

た 。迅速かつ 積極的な御対 応に感謝い たします 。

人間 はよ り創 造的 でイ ノベーティ ブな付加価 値の高い仕 事に専念を させ

な いでしょう か。そし て、事務作業は 思い切っ てコンピュ ーターに任 せ、

をし たい のであ れば 、ま ず県庁自身が イノベー ションを実 現すべきで は

が 期待 できる 事務 仕事 が大半の ように思え ます。県内 企業へ本気で 普及

か。 県庁の 業務 は、 人工知 能やビッグデ ータの活用 により大幅 な効率化

しょ うか 。答え は単 純で、 会社が潰れ るだけです。 どんなに知 恵を絞っ

と思 える 場合 があ りま す。そのよ うなとき、 民間事業者 ならどうす るで

ぱ い工 夫し ている のに 結果が 出ない、も はや手段は尽 きたのでは ないか

ない 店の 店主が 客の 悪口 を言っている のと同じ です。とは いえ、目い っ

し てや ってい るの に民 間はやる 気がないと いうような 考え方は、は やら

して、素 直にそれを受 け入れて改 善を重ねて いくのが当 然だと思いま す。

様に 当た る方 々、つ まり 企業や参 加者などか らしっかり と本音を聞き 出

れば 、次 々とム ーン ショッ トが生まれ るような活力 ある県庁組 織をつく

て もお 客さん が振 り向 いてくれ ないという ことは、提 供する商品 やサー

とこ ろで 、県 庁自体 の生産 性向上につ いてはどの ような状況 でしょう

り 出す ことが でき ます 。県庁自 体のデジタ ルイノベー ションと生 産性向

ビス がも はや必 要と され ていない ことを意味し 、市場から 退場を命じ ら

し かし ながら 、幸 い自治 体にはその ようなことは ありません 。どれだ

れ るというこ とになり ます。

上につ いて、知事 の構想をお聞 かせくださ い。
次 に、 脱・ 殿様 商売と 題して、 行政サービ スのあり方 について伺 いま
す。

気に もな れな い」 、「全 く現場の ことをわか っていない 」という不 満が

の です が、 そちら 側か らは決 まって、「 県の制度など は面倒すぎ て使う

こえ てき ます。 一方 で、 私は民間事業 者や一般 県民と接す ることも多 い

と き、 県側か らは よく 、「民間 事業者の意 欲が弱い」と いうぼやき が聞

利用さ れな かっ た、 いわば 不人気事業も 少なくあり ません。そ のような

スの よう に、 ある意 味好 ましいも のもある一 方で、当初の 狙いほどに は

そ の中 には、 景気 改善 により 制度融資が余 り使われな かったとい うケー

い込 みが 非常に 強く 、先輩 たちが形成 してきた県庁 としての常 識や前例

てほ しい ので す。 しかし 、私の目 には、「行 政と民間は 違う」とい う思

失 敗を 深く 分析し て、 次は違 う角度から 全く新しいチ ャレンジを してみ

でき ます 。だか らそ れに 甘えて変化や 挑戦を放 棄するので はなく、そ の

チ ャレ ンジン グな こと をしても 職を失うこ とはなく、何 度でも再挑 戦が

もっと県のために生かしてほしいと思うのです。皆さんは、どれだけ

体に 文句 をつ けるつ もり ではなく 、そのせっ かく恵まれて いる身分を 、

す ら直 接影響 を受 ける ことは 余りないでし ょう。私は 、そうした 制度自

け事 業の 成果が 思わ しくな くても、県 庁が潰れ るどころか 給与や賞与に

よく聞かれます。これはどちらが正しいのでしょうか。もちろんケー

を 外れ ること に臆 病に なってい るだけのよ うに見えま す。本当に 大切な

年度ごとに 、予算づ けした事業 に対して多く の不用額が 計上されま す。

ス ・バ イ・ケ ース だと 思います が、間違い ないのは、 双方が相手 のせい
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せく ださい。

政 サー ビス に徹 して いただき たいと考え ますが、知 事のお考え をお聞か

殿様 商売 はやめ て、 顧客 ファース ト、県民第一 で結果にコ ミットする 行

に いか に寄与 でき るの かです。 いま一度、 県庁の常識 を一から見 直し、

のは 、い かに県 民の 満足度 を上げてい くか、そ の結果として本 県の発展

デ アを 生かし て質 の高 いサービ スを実現する という仕組 みは、なか なか

コ スト で提 供す るだ けにとど まっている 事例が多く 、民間の斬 新なアイ

あり 、結 局は行 政側 の指 示どおり のサービスを 、非正規雇 用によって 低

Ｐ ＦＩ 案件で は、 公共 サービス の対価に関 する国民の 意識の低さ なども

いう 二つ の重要 な効 果を狙 ったもので した。し かし、これまで の国内の

した 努力 にも早 晩限 界が やってきます 。もはや 必要な行政 サービスを 自

こ とは 高く評 価し たい と思いま すが、今後 の人口予想 を考えると、 そう

の中 で、様 々な 財政 努力に よって投資的 経費を一千 百六十億円 確保した

実質 的な 地方 交付税 が約 五十六億 円減少する 厳しいもの であります。 そ

今 定例 会に提 案さ れま した新年 度当初予算案 は、人口減 少等に伴い 、

あ るビ ジネ スを計 画し 、それ に必要なハ ードを整備す るという順 序の思

どの よう な暮ら しを 実現 したいのかを 描き、そ れを支える ための持続 性

例 です 。そう では なく て、これ からは箱か ら発想する ことをやめ、 まず

募る 従来型 の方 式で は限界 があります。 「なかいち 」の商業施 設が典型

行政 が先 にど のよう な施 設をつく るのか決め てから民間 事業者の参画 を

本 来の ＰＦＩ の目 的で あるサー ビスの質的向 上を実現す るためには 、

確立しま せんでした 。

治体そのものが負担するという従来のモデルでは、これまでどおりの

考過 程が トレ ンド とな りつつあり ます。事業 発案の当初 段階から民 間事

次に、新し い官民連 携の形につ いてお聞き します。

サービ ス水準を維 持すること が近々不可 能になるの は間違いあり ません。

の資 金と ノウ ハウを 活用 し、民間 主導で効率 的かつ効果的 な公共サー ビ

題 にな ります 。こ れは 、公共 施設等の設計 や建設、維 持管理など に民間

中で もＰ ＦＩ、 プラ イベー ト・ファイ ナンス・ イニシアテ ィブはよく話

じみ の指定管理 者制度や外部 への業務委 託などもＰ ＰＰの概念 に含まれ、

さ れま すが 、一 口にＰ ＰＰと いっても様 々な類型が あります。 既におな

言う とパ ブリッ ク・ プラ イベート ・パートナー シップで、 ＰＰＰと略 称

キ ーム を積極 的に 導入 すること を提案いた します。官 民連携は、 英語で

よりお しゃ れな 空間 を創出 し、人口三万 人台のまち で年間八十 万人を超

基準 のバ レー ボール コー ト、宿泊 施設などが 統一感あるデ ザイン監修 に

図 書館 を集客 機能 の核 として 集まった地元 業者の商業 テナントや 、国際

三千 万円 余りの 融資 を受け ています。 そうして 整備された 複合施設は、

堅 さと 徹底し た低 コス ト建築が 金融機関に高 く評価され 、銀行から 一億

合 施設 オガ ール プラザ です。 オガールプ ラザでは、 テナント先 付けの手

し、 賃料 収入を 柱に 現在 黒字営業 を続けている のが、岩手 県紫波町の 複

設 計施 工へ至 ると いう 手順をと る。そのよ うにしてテ ナント満室 で開業

業者の関 与を認め、 市場調査やテ ナント誘致 の後に必要 床面積を算 出し、

スの提 供を 図る とい う考え 方です。例え ば、図書館 を自治体の 予算で建

え る人 が訪れ るよ うに なってい ます。「な かいち」と同 じく、官民 連携

そこで、近年、全国的に成功例が出始めている官民連携の新しいス

設す るのではな く、民間事 業体が金融機 関からの融 資等によっ て建設し 、

で駅 前の 遊休地 を活 用す るという事業 でしたが 、構想段階 から意欲と 能

力 のあ る民 間事業 者に 大きな 裁量を与え たところに最 大の違いが あるよ

その後、 自治体に売 却するとい うのが一つ の典型的な スキームです 。
我 が国 では 一九九 九年 にＰＦＩ 法が制定さ れ、効率的か つ効果的な 社

この ような 成功 例を 増やそう と、国交省 は近年、「サ ウンディン グ型

うに思 います。

目的 とさ れまし た。 それは 本来、民間 による整備で コストを削 減できる

市 場調 査」と いう 手法 を推進し ています。 これは、事 業発案段階 で民間

会資 本を 整備 し、 低廉で 良質なサ ービスを国 民に提供す るというこ とを
と いう ことと 、民 間の 創意工夫 によりサー ビスの質の 向上が図ら れると
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現 在の 県の 動き は、 まずは協議 会という場 を立ち上げ 、県内事業 者へ

おい ても 、外国 人材 の受け 入れ共生に 向けた環 境づくり事業に 二百四十

間 事業 者に よる サウ ンディン グが開催さ れています 。例えば、 仙台市青

の 外国 人技能 実習 制度 の周知と 情報共有を図 っている段 階です。し かし

事業 者に 意見や 提案 を求め 、民間事業 者との対 話を通じ、市場 性の有無

葉 山公 園の整 備事 業に 関するサ ウンディング に、首都圏 の有名遊園 地や

なが ら、 このた び出 入国管 理法が改正 され、本 年四月より 特定技能とい

万 円余 りが計 上さ れて います。 この課題に 本腰を入れ て乗り出し てくだ

動物 園の 運営会 社が 参加し て斬新な利 活用案を 提案するな ど、聞くから

う 新し い在留 資格 がス タート する見込みで あるなど、 想定以上の スピー

や 実現 可能性 の把 握、 民間事業 者が有する アイデアの 収集等を行 うもの

に おも しろい もの が生 まれそ うな事業です 。なお、昨 年のサウン ディン

ドで 状況 は変 化して おり ます。私 は、本県の 今のぺース では、また他 県

さった ことは高く 評価し、感謝 をいたしま す。

グに は、 北海 道・東 北ブ ロックで 十七の自治 体が参加し ましたが、市 町

との 人材獲 得競 争に 敗れて しまうのでは ないかとい う強い懸念 を持って

で、 平成 二十九 年か ら、 全国で八 つのブロック ごとに多く の自治体と 民

村を含め 一件の参加も なかったの は本県だけ でした。

新た な可 能性 をつぶ して ほしくな いというこ とです。これ から整備が 予

め だ」 、「あ れは 県内 にお金 が落ちないの だ」という 安易な思い 込みで

だこ とは 仕方あ りま せんが 、私が是非 お願いし たいのは、 「ＰＦＩはだ

で しっ かりと 整備 でき る新たな 手法が発案さ れたかもし れません。 済ん

ま た、 建設 工事 につい ても、 民間企業の 知見によっ て、県内事 業者だけ

結論 をひ っくり 返す よう な斬新な アイデアが出 てきたかも しれません 。

設 にで きるか 、初 めか ら民間事 業者にサウ ンディング していれば 、その

集ま るこ の施設 を、 例えば どのように おもしろく、 もうかる複 合商業施

送ら れま した 。し かし 、今考えて みれば、年 間約十二万 人もの人が 必ず

し て建 設工 事の県 内経 済への 波及効果が 小さくなるこ となどの観 点で見

検討 され ました が、 最終 的には施設の 性質上裁 量の幅が小 さいこと、 そ

して社 長や 日本 人社 員との 温かい人間関 係があり、 米や野菜を 分けても

だか らお 金の かから ない 秋田の方 が意外と貯 金できるとい うのです。 そ

に よると、東 京は賃金は高 いけど生活 費が高く 、お金を使 う機会も多い 、

楽の 少な さ」と 「人 の温か さ」です。 その会社 に来ている 中国人実習生

話 を聞 いて、 私は 本県 の強みを 見出すことが できました 。それは、 「娯

し ょう 。し かし 、二十 年以上 受け入れに 成功してい るある県内 事業者の

競争力は低いと言わざるを得ません。寒冷な気候なども不利に働くで

め て本 国に持 って 帰る というこ とであり、 賃金水準に 劣る県内事 業者の

日本 にや ってく る外 国人労 働者の使命 は、短期間に できるだけ お金をた

外国 人は 来て くれ ると いうような 簡単なもの ではないと いうことで す。

グ を行 いま した。 そこ で痛感 したのは、 こちらが体制 を整備さえ すれば

昨年 来、私 は、 外国 人を受 け入れている 業界や企業 の現場でヒ アリン

いま す。

定されている 公共施設 に関しては 、是非積極 的にサウン ディングを行 い、

ら った り、温 泉に 連れ て行って もらったり と、本当に幸 せに感謝し なが

本 県で も、昨 年、 運転免 許センター をＰＦＩ 手法で整備 するか否かが

地 元の 民間事 業者 の手 によって 効率的かつ 魅力的な、県 民が本当に いい

ら働 いて いると のこ とで す。これは東 京の大き な会社では なかなかで き

らは 表面 的な 賃金 格差を 補って余 りある魅力 となってい るようです 。つ

もの をつ くって くれ たと 思えるような 施設の整 備を目指し ていただき た
次に、 外国人労働 者に対する 本県の競争 力強化につい て伺います 。

まり 、こ れから 県で 取り組 むべきは、 まず、県内の 成功事例か ら外国人

な いこ とで しょう 。異 国の地 で勤める不 安な実習生た ちにとって 、これ

昨年 六月の 一般 質問 で求めた 外国人材の 活用について 、県は十月 に外

労 働者 との人 間関 係構 築などの スキルを学 び普及させ ること、そ して、

い と思います 。知事の 御所見をお聞か せくださ い。

国 人材 活用促 進連 絡協 議会を設 置しました 。また、来 年度当初予 算案に
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植 えつけるこ とだと考 えます。

田」 とい う、彼 ら目 線に とって魅 力的なイメー ジを地域ぐ るみで発信 し

田 」、 そして 遊ぶ 場所 も少ない ので「スト イックにお 金をためら れる秋

外国の送り出し機関などに対しては、「安心して働ける人の優しい秋

出 を決 めた との こと です。少 子化の進む 本県でも、 基礎学力だ けではな

材獲 得競 争に限 界を 感じ 、優秀な 秋田の人材を 地元で採用 するために 進

に 進出 した大 手自 動車 メーカー のＩＴ開発 部門は、首 都圏での激 しい人

結局 は成 果が上 がら ないと いう結果に なるので はないでしょう か。本県

県 内に 増やし てい けば 、賃金 水準にかかわ らず多くの 外国人労働 者が秋

は紹 介に よる実 習希 望者が 頻繁に訪れ るそうで す。そのよ うな事業者を

また 、県 外・ 国外に 向け ては秋田 がＩＴ人材 の宝庫であ ると印象づけ る

秋 田の 子供た ちを 新し い時代 でもしっかり 稼げる人材 に育てるた めに、

ることが できれば、 今のＩＴ企 業誘致の流 れも本格化で きると考え ます。

く 、Ｉ Ｔ人材 の育 成に 力を入れ ている県だと の強いイメ ージを定着 させ

田で 幸せ に働 いてく れる ようにな り、また、 そうした人 間関係を築け た

ため に、裾 野か らの 戦略的 なＩＴ啓発活 動を行う必 要があると 思います

今 はＳ ＮＳで すぐ に情報 が共有され る時代であり 、評判の良 い会社に

外国 人の場 合は 、文 化や慣 習の違いによ るトラブル も発生しに くいので

が、 知事のお考 えをお聞か せください。

最後に 、モーグルワ ールドカッ プの経済効 果について 伺います。

は ない でしょ うか 。実 習先を選 ぶのは外国 人の側です 。お客様目線 での
本県 の魅 力をし っか りと 理解し、戦略 的に発信 していくと いう方針で 今

が開 催さ れま す。 同ス キー場での 開催はこれ で五年連続 となり、誘 致活

今 年も 間も なく、 たざ わ湖スキ ー場におい てモーグルワ ールドカッ プ

次に、 戦略的ＩＴ 啓発につい て伺います 。

動や 事務 局とし ての 運営業 務における 県の努力は高 く評価した いと思い

後 の対策を行 っていた だきたいと思い ますが、 知事のお考 えを伺いま す。
世界 は第四 次産 業革 命の時代 に突入し、 これから人間 の仕事の多 くが

ところで、これまでに三億二千三百万円余りの予算を投じたこのイ

ます 。

Ｔエ ンジ ニアは ます ます 人手不足 となり、近い 将来、産業 構造や労働 市

ベ ントでは、 本県にど のような経 済効果があっ たのかお知 らせくださ い。

人 工知 能に奪 われ ると 言われて おります。 一方で、そ れらを操る 側のＩ
場 の様 相が 一変 してい くこと は確実な状 況です。ま た、ＩＴ人 材の労働

観 光・ 文化・ スポ ーツ を一人の 部長が統括す る知事肝い りの部の所 管で

先月、 スイ スの 山村 ヴェンゲ ンで開催され た、同じく ＦＩＳ主催 のア

力 不足 が深刻 な首 都圏 では、大 手ＩＴ企業が 地方の人材 を獲得する 動き

県は、 デジ タル イノ ベーショ ン戦略室の設 置や県立大 学の学科再 編な

ル ペン スキー ワー ルド カップ、 ラウバーホ ルン大会は、 世界中でテ レビ

す。 それ はスポ ーツ 振興課 の事業だか ら観光振 興課は余り 関係していな

ど によ り、県 内企 業の イノベー ション促進 とそれを支え るＩＴ人材 の育

放送 され るなど 、そ の経 済効果は三十 四億円余 りとの試算 があります 。

を活 発化 させて おり 、本県 にも相次い で事業所 を開設して います。立地

成に 力を 入れて おり ます が、私が危惧 している のは、県民 、特に今の 子

コ ンテ ンツ と立地 に大 きな違 いはありま せん。ドロー ンによる空 撮、高

い など という こと はよ もやな いと思います ので、定量 的な形でお 示しく

供 たち とそ の親世 代に 、この 世界の急速 な変化が十分 理解されて いない

品質 な動 画作 成、 ＳＮＳ による海 外への発信 など、イン バウンド振 興に

を 問わ ないＩ Ｔ産 業は 、本県 に良質の雇用 を創出でき る有力な手 段であ

ので はな いか とい うこと です。肝 心の県民側 の意識が変 わらない限 り、

つな がる 努力は 尽く されて いるのでし ょうか。田沢 湖大会を生 かした今

ださい 。

たと え小 学校の プロ グラミ ング教育を 必修化しよう と、また、 県内ＩＴ

後 のプ ロモー ショ ン戦 略につい てもお知ら せください 。これは決 しても

り、こ の流れは社 会減半減を 達成するため の大きなチ ャンスと言 えます。

産業 の雇用増大 を図ろうと 、そもそも この産業を志 向する若者 は増えず 、
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チャンスを見出そうとする商人のスピリットが足りないのではないで

地方創生に生かすべきだという提案です。あらゆる機会にビジネス

せ っか く苦労 して 実現 したこの 世界的イベ ントを、も っと経済活 性化、

うか らな いイベ ント などや めた方がよ いという 後ろ向きな話で はなく、

よう な情報発信 を行ってまい りたいと考 えておりま す。

く 語っ ても 、Ｔ ＰＯ を踏まえ ながら、総 体的には県 民に自信を いただく

ずれ にし ても、 ポピ ュリ ズムに陥 ることなく、 時には現実 や実態を厳 し

を 受け られる こと が多 い部類の 政治家では ないかと考 えておりま す。い

に語 り、 振る舞 うこ とによ って、特に 若い層や 女性層からは励 ましの声

次に 、県庁 に対 する リーダー シップにつ いての職員 の能力を発 揮させ

しょ うか。是非 とも前向きな 御答弁をお 願いします 。
質問を終え るに当た り、一言申 し上げさせ ていただきま す。

る リーダーシ ップでござい ます。

日々 変化 する 社会情 勢にお いて、行政 は新たな課 題に対しス ピード感

初 当選 以来、 私は 県外 の出身と いうことで、 秋田の歴史 やいきさつ を
よく 知り もし ないま ま好 き勝手な ことを申し 上げてまい りました。時 に

のあ る対応 が求 めら れてお り、私は常々 職員に対し 、日ごろか ら広く情

人 口減 少問 題をは じめ 、観光や 産業振興な ど県政課題へ の対応は、 継

は立 ち位置 も余 りよ くわか らず、出過ぎ たこともあ ったと自覚 をしてお

と は、 ただ の一度 もあ りませ んでした。 秋田県議会が 自由で健全 な言論

続的 で地 道な 積み 重ね が重要であ る一方、地 域間競争に 打ち勝ち、 県政

報 を集 め、新 しい 視点 から検証 を加え、施 策展開を図 ることが肝要 であ

の府 であ ると いう こと に改めて感 謝をし、ま た、このよ うな私も寛 大に

のさ らな る活性 化を 図って いくために は、大胆で斬 新なチャレ ンジが求

り ます 。しか し、 これ まで、あ のようなこ とは言うべ きでなかった とか

も受 け入 れてく ださ った全 ての先輩、 同僚議員の皆 様、そして 佐竹知事

め られ ており ます 。今 回の当初 予算案に新 規に計上し てございま す「若

ると説 いております 。

以 下県 職員の 皆様 に心 より感謝 を申し上げ まして、任 期中最後の 一般質

者チ ャレ ンジ応 援事 業」 について は、従来の枠 にとらわれ ることなく 、

発言 を慎 むよう にと いっ たような、私 の言動を たしなめら れるような こ

問を終わらせていただきます。本当にありがとうございました。（拍

あると意 を強くした ところでご ざいます。

も ので あり、 既成 概念 を打ち破 れという、議 員の認識と 相通じるも のが

若 い世 代の 地域 活性化 にかけ る情熱を引 き出したい という思い を込めた
県当 局の答弁を 求めます。

手）
●議長 （鶴田有司 議員）
【知事（佐 竹敬久君） 登壇】

全 面禁煙など について 、同様の御指摘 をいただ いたことも ありました が、

進に つな がるこ とも あり 、これまでも 、米依存 からの脱却 や県庁敷地 内

あ 」と いう雰 囲気 にな りがちな 本県におい ては、時に直 言すること が前

ともすれば、人の和を重視するあまり、本音を漏らさず、「まあま

まず、 県民に対す るリーダー シップのこと でございま す。

京間 を三 時間 で結 びたい 」という 大きな夢を 抱いており 、様々な場 で県

調 査事 業を 計上し てい るとこ ろでもあり ますが、将来 的には「秋 田・東

化や 、当 初予算 案に おい て秋田新幹線 トンネル 整備構想の 実現に向け た

あ りま す。例 えば 、他 県との間 が全て暫定 二車線である 高速道の四 車線

県政発 展の 基盤 とな る首都 圏や他県との 鉄道アクセ スの抜本的 な改善が

るジャ ンルとは思 いますが、 本県の将来を 見据えて取 り組む事項 として、

ま た、 議員の 思い 描く クレイジ ーなまでの大 胆な発想と は次元が異 な

結果 的に 望ま しい 方向に 導くこと ができたと 考えており ます。また 、あ

民に この 構想を 示し 始めて おりますし 、今後、さら なる機運の 醸成につ

鈴木健 太議員の一般 質問にお答 え申し上げ ます。

くま でも 自身の 感覚 ではあ りますが、 県民と直に接 する様々な 機会にお

なげ てまいりた いと考えて おります。

● 知事 （佐竹 敬久 君）

い て、 私自身 は気 取ら ず、どち らかと言え ば気軽に、 かつ楽しく 前向き
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にお いて も業務 の効 率化 や事業の 重点化等によ り生産性の 向上を図る こ

人 口減 少の進 行に 伴い 、県税や地方 交付税の 減少が懸念 される中、 県

次に、県庁 のデジタ ルイノベーショ ンと生産 性向上でご ざいます。

その 解決 のため には 、大 胆な発想 による挑戦的 な取組が必 要でありま す

る 県政 の課題 は、 これ までにな く多種多様 で困難なも のとなって おり、

あら われ ない事 例が あるこ とも事実で あります 。人口減少をは じめとす

これ からの 県職 員は 、新たな 課題に挑戦 しつつ、同 時に県民の 理解と

が 、ま ずは 県民 との 間に意識 や理解のギ ャップが生 じないよう 、十分な

活用 は業 務の自 動化 や省力 化につなが ると期待 できること から、第三期

協 力を 得ると いう 難し い役割 を担っていか なければな らないこと から、

と は、 喫緊 の課 題で ございま す。このた め、これま でも、県庁 内の共通

新 行財 政改革 大綱 にお いても 主要な取組の 一つとして 位置づけ、 人工知

コミ ュニ ケー ション をは じめとす る職員の能 力や意識を 一層高めてい く

制度 設計と丁寧 な説明が基本 となるもの と考えます 。

能やソ フトウェア 型ロボット を活用した業 務の効率化 を進めてお ります。

ため 、様々 な機 会を 通じて 職員の育成に 取り組み、 県民のニー ズを踏ま

事 務の 一元化 や業 務改 善等の取 組を進めてお りますが、 特に、ＩＣ Ｔの

今年 度は、 ソフ トウ ェア型 ロボットの導 入によりパ ソコン上の 入力作業

いず れにし まし ても 、私は 常々職員に対 し、県民と 密接に関連 する事

えた 効率的で効 果的な事業 の推進に努め てまいりま す。

その 本稼 働を目 指す とと もに、会議や 講演等の 議事録の作 成について 、

業 につ いて は、県 民が どのよ うに受け止 めるかなど、 相手の立場 に立っ

等の 定型的業務 を自動化す る実証実験を 行ったとこ ろであり、 来年度は 、
人 工知 能に よって 音声 から書 き起こし、 業務を省力化 する取り組 みを進

て考 えた 上で 取り 組む よう指示し ているとこ ろであり、 今後とも、 議員

御指 摘の とおり 、県 民ファ ーストとい う視点での行 政サービス に意を用

めるこ とにしてお ります。
なお 、行政 事務 は、 必ずしも 定型的業務 ばかりではな く、かなり 複雑
に合 致す るとは 限り ませ ん。また 、その他にも 、導入費用 が多額であ る

が 、一 セー ルス マンと いう意 識で、相手 には誠心誠 意説明を尽 くし、理

なお 、私 のトッ プセ ールス においては 、知事という 立場ではあ ります

いて まいります 。

に もか かわ らず 、その コスト に見合うほ ど将来継続 するか明ら かでない

解 を得 られる よう 努め ており、 決して殿様商 売ではない ことを御理 解願

な 過程 を経て 結論 を出 すものも あり、一概 に全てがＩ ＣＴによる 効率化

業 務や 、法令 等の 改正 に伴いソ フトウェアの 更新が頻繁 に行われ、 メン

次 に、新しい 官民連携の形 でございま す。

いたいと 存じます。

ま ずは 、取り 組み やす く、継 続性が見込ま れる業務を 中心に、Ｉ ＣＴの

運転 免許 セン ターの 改築に ついては、 様々な議論 があったとこ ろです

テナ ンス 費用が かさ む業務 など、様々 なものが あると考え られますが、
進歩 に合 わせ ながら 効率 的にデジ タル化を進 め、生産性の 向上を図っ て

議論 、議 会の 提言 等を踏 まえ、様 々な観点か ら検討した 上で企画・ 立案

べ く、 県民 や事業 者等 との日 常的なコミ ュニケーショ ン、各種会 議での

県の 施策・ 事業 につ いては 、県民に思い を寄せその 満足度を最 大にす

次に 、脱・殿様 商売でござ います。

調査 にお いても 、運 転免許 センターに ついては、そ の一定の検 討・研究

クセ ス面 等で 無理 がある のではな いかと考え ます。ＰＦ Ｉの導入可 能性

合 性が とれ ないほ か、 免許セ ンターへの 来訪者数が限 定され、ま た、ア

おけ る周 辺地域 の商 業化 を抑制すると いう秋田 市のまちづ くり方針と 整

た もの であり ます 。仮 に商業施 設を併設す るとした場合 、人口減少 下に

が、実 地試 験コ ース や駐車 場の確保等の 事情を勘案 し、現地改 築となっ

して おり ます。 しか しなが ら、中には 、事業・制度 について十 分な理解

の 上、 従来型 手法 によ る整備が 適当とされ たところで すが、ＰＦ Ｉその

まいります。

や 協力 が得ら れな いな ど、様々 な要因によ り当初の狙 いどおりの 成果が
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し て働 き、暮 らせ る環 境など、 本県の強み を監理団体 や海外の送 出機関

今後 、こう した 取組 を着実に 進めながら 、温かい人 間関係の中で 安心

議 員御 提案の サウ ンデ ィング型市場 調査は、 事業の発案 や検討段階 か

に積 極的 に情報 提供 する とともに 、外国人のネ ットワーク にも情報発 信

ものにつ いては、県 でも積極的に 導入を進め ていくこと にしており ます。
ら民 間事 業者の 提案 ・意 見を求め 、アイデアや 市場性の有 無を把握し 、

し 、外 国人 労働 者か ら選ばれ る地域とな るよう積極 的に取り組 んでまい

次に、戦略 的ＩＴ啓 発の強化で ございます 。

事 業者 が参 加し やす い応募条 件を設定で きる手法で もあり、国 も自治体
中、 効果 的な公 共施 設等の 整備を推進 していく ためには、 民間のアイデ

県 では 、これ まで 、県 立大学の 学科再編のほ か、高校で のＩＣＴ企 業

りま す。

アを活用し、県民のより高い満足度につながると期待されますサウン

によ る授 業、 高校生 等を 対象とし たセミナー やプログラ ミング実習等 に

の 取組 を支援 する こと にしてお ります。県と しても、財 政状況が厳 しい

ディ ング の実 施は有 効と 考えてお り、今後は 、他県の事 例も参考にし な

こ れか らの大 変革 の時 代にあっ ては、経済 活動の活性 化や様々な地 域課

より 、次世 代の ＩＣ Ｔ人材 の育成に取り 組んできた ところであ ります。

次に 、外国人労 働者に対す る競争力強化 でございま す。

題の 解決 を支え るＩ ＣＴ への理解と、 ＩＣＴ人 材の確保・ 育成は、本 県

がら調査 ・研究を進め 、積極的に 取り入れて まいりたい と存じます。
新た な在留 資格 制度 の運用 に係る国の基 本方針では 、特定技能 外国人

い 年齢 層の子 供た ちや 親のほか 、広く県民 に向けた啓 発を強化し てまい

に とっ ても 必須の 課題 である と考えてお ります。この ため、来年 度はこ

本 県が 外国人 労働 者の 就労先として 、賃金水 準などの不 利な面があ る

りま す。 二〇二 〇年 四月 には、小 学校から順次 プログラミ ング教育が 必

が 大都 市圏 等の特 定地 域に過 度に集中す ることを防止 するため、 必要な

こと は御 指摘の とお りで あります が、県内企業 の中には、 私も経営者 と

修 化さ れる こと になっ ており 、子供たち の情報化に 適応する能 力、いわ

れま での 取組 に加 え、 国の外郭団 体による大 規模な小学 生向けプロ グラ

お 付き 合い があ ります が、様 々な工夫に より、長年 にわたり技 能実習生

ゆ るＩ ＣＴリ テラ シー の向上や 興味歓喜とと もに、親に 対しても、 今後

措置 を講 ずる とさ れて おりますが 、いずれ地 域間の競争 になること は避

か ら選 ばれて きた とこ ろがあり ます。こうし た企業は、 母国の文化 や習

の産 業や 社会の 動向 をはじ め、必要性 の高まる 技術、ＩＣ Ｔ人材の可能

ミン グ体 験イベ ント の誘致 や、「ＩＣ Ｔフェア」の 開催等によ り、幅広

慣を 尊重 しなが ら相 互理解 を図るとと もに、住 居や買い物 等、生活面で

性 など 、ＩＣ Ｔの キャ リア形 成に向けた理 解促進を図 ってまいり ます。

けられな いものと考 えております 。

の 支援 を充実 させ るこ とで技 能実習生から 評価されて おり、これ らの実

国人 労働 者等 の生 活にか かわる相 談機能の充 実を図ると ともに、市 町村

え 、県 とし ても、 秋田 県外国 人相談セン ターに専門相 談員を配置 し、外

周知 を図 ってま いり たい と思います。 また、こ のような企 業の取組に 加

サ ポー トデス クや セミ ナー等を 通じ、こう したノウハウ の県内企業 への

生の確 保に つな がる など好 事例も見られ ることから 、今後、外 国人雇用

が国 の選 手にと って 体格的 に不利な面 がある一方、 モーグル競 技につい

スキ ー競 技の 中で 滑降やス ーパー大回 転などのア ルペン競技 では、我

次 に、モーグ ルワールド カップの経済 効果でござ います。

しながら 、ＩＣＴ人 材が活躍す る秋田を目 指してまい ります。

等 を通 じ、人 材の 裾野 の拡大と 高度化を進 め、産業界や 大学等とも 連携

地域ぐ るみ のク ラブ 活動や 民間企業のプ ログラミン グ教育事業 への支援

県とし ましては、 今後、あら ゆる世代に対 するＩＣＴ の啓発とと もに、

との 協働 会議に おい て、地 域での受入 環境の整備や 生活面での サポート

て は日 本の選 手も 世界 的な水準 に達してい ることから 、雪国であ る本県

習生 がＳ ＮＳ 等によ って 情報を発 信すること により、さら に新たな実 習

体制 の強化につ いて協議し 、共生社会 の実現を目指 してまいり ます。
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にも生 かそうと考 え、本大会の 誘致に取り 組んできた ところであ ります。

タ ース ポーツ の振 興を 主たる目 的としなが ら、併せて 地域経済の 活性化

においては、たざわ湖スキー場を「モーグルの聖地」として、ウイン

沢湖 まで 俯瞰で きる 周辺 の風景を ドローンで空 撮した動画 を作成し、 Ｐ

ほ か、 スノー ボー ダー の目線で 撮影したス キー場の迫 力ある動画 や、田

ショ ン・ ツアー を実 施し、 選手自身に よるＳＮ Ｓでの情報発信 に努めた

事業 によ り地元 企業 に雇用 された国内 トップレ ベルの選手 が、たざわ湖

な どが 小・中 学生 を対 象にジュ ニアキャンプ を開催して いるほか、 県の

こ れま での取 組に 加え 、中国 への売り込み を強化する など、大会 の開催

スキーヤ ーを五千万 人に拡大す ることを計 画しているこ とから、今 後は、

北京 オリンピッ クを控える中 国において は、二〇二 二年の開催 に向け、

Ｒ 等に活用し ておりま す。

ス キー 場を拠 点と して 、自身 の競技活動の 傍ら地元選 手の育成に 取り組

効果を 一層高めつ つ、冬季誘 客の拡大に努 めてまいり ます。

ス ポー ツ振 興に おい ては、本大 会の開催を 契機に、オ リンピック 選手

むなど 、徐々に本 県のモーグ ル競技定着の 環境が整い つつありま す。

集 い、 一人 五泊程 度、 現地に 滞在するほ か、期間中の 観客が昨年 は初め

われ てお りませ んが 、大 会には国内外 から百名 を超える選 手・関係者 が

この 先、 例え ば外 国人 材であれば 、県内の受 入事業所数 をどこまで 増や

れ に関 して 非常に 前向 きな御 答弁をいた だいたと認識 しておりま すが、

いで す。 外国人 材に 対す る競争力強化 、それか ら戦略的な ＩＴ啓発、 こ

以上でござ います。

て一 万人 を突 破す るな ど、地域経 済に与える 効果は年々 高まってき てい

すと か、 労働者 数を 何人ま で増やすと か、そういっ た明確な目 標を今後

一方 、観光 面の 効果 について は、大会の主 目的がスポ ーツ振興で ある

るも のと 考えて おり ます。 さらに、昨 年五月にシド ニーで開催 された冬

定 める 予定が ある かと いうこと と、ＩＴ啓 発に関して 、これはす ごく測

一点だ けというか 、まとめて 三つ分お聞き した

季 観光 の見本 市で ある 「スキー エキスポ」 において、 たざわ湖ス キー場

りづ らい と思う ので すが 、どうい った小学校、 何人に対し てそういう イ

●七 番（ 鈴木 健太議 員）

の魅 力を ＰＲし たと ころ 、ワール ドカップ開催 会場である ことが高く 評

ベ ント をで きた とか、 そうい う明確な目 標というも のを定める 予定があ

こ とか ら、こ れま でイ ベントと しての経済 効果に係る 定量的な分析 は行

価 され るな ど、 スキー 場のブ ランド力の 向上にもつ ながってお ります。

るの でしょうか 。
● 知事 （佐竹 敬久 君）

外国人 の導入につい ては、一定 の業種ごと に人員

【知事（佐 竹敬久君） 】

ま た、 大会の 映像 は、 国内はも とより、ユー ロ圏や米国 、カナダな どへ
も配 信さ れてお り、 国内へ の配信分だ けでも年 間約四億円 に相当するＰ
Ｒ 効果 という こと にな ってご ざいます。こ うした効果 と相まって 、以前

不足 の状 況、 また、 受入 環境の状 況、こうい うものを一定 程度把握す る

業種 にお いて、 資格 の問 題もございま すが、一 定程度、全 体の数もわ か

はほ とん ど見 かける こと のなかっ た欧米やオ ーストラリア から訪れる ス

県で は、観 光の 振興 を図る 上で、気象条 件が厳しく 入込客の少 ない冬

り ます ので 、目標 を立 てなが ら、それに 沿って導入を 進めるとい うこと

ことに よっ て、 どの くらい のキャパシテ ィーがある か、また、 受入環境

期 間の 誘客 が必要 との 認識か ら、たざわ 湖スキー場を 極上のパウ ダース

と、 業界 とと もに 研究し ながら、 そういう目 標はつくれ ると思いま す。

キーヤ ーが 徐々 に増 加し、 今シーズンは 一月末現在 で二百名を 超えるま

ノー が堪 能で きる スキー リゾート の中核施設 に据え、地 元自治体や 民間

ただ 、Ｉ Ｔ人材 の方 は、県 内の学校等 の教育環境の キャパシテ ィーがひ

が どの くらい 備わ って いるかと いうことを 、業種ごとに 、特に足り ない

事業 者等 と一体 にな りなが ら、国内外 からの誘客を 進めること にいたし

とつ の目安でご ざいます。 ただ、そこ の人材も、レ ベルが相当 違います 。

でに 至っており ます。

ております。このため、大会参加選手による周辺観光地のエクスカー
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少し ずつ 増や すこと は必 要だと思 います。そ こはちょっ とまだ研究の 段

全 体の 中であ る程 度、 これか らのＩＴ環境 の見通しを 得ながら、 やはり

が必 要な のかと いう ことは 、そればか り伸ばす わけにはい きませんが、

ど のく らいの 定員 数、 あるいは 可能性が、全 体の中でど のくらいの 割合

専 門学校、あ るいは高 校、そのレ ベルごとに 、他県の例も ございます が、

います が、今、秋 田大学の方で もそのよう な動向があ ります。そ れから、

学 です 。そう いう こと で、県立 大学の方で 今、そうい う計画をつ くって

今求 めら れるの は、 かなり 高いレベル であり、 そうしますと、 やはり大

そこ のス キー 場の実 態に 合ったレ ベルで、焦 点を決めて プロモーショ ン

で 、団 体客と して 受け 入れや すいので、そ ういうとこ ろを集中的 に、あ

で二 百名 とかを よん で、そ こら辺は一 般の安価 なというか 普通のホテル

た くさ ん来て いま した が、今は 、中国の学生 が集団で来 ますから、 一回

に プロ モー ショ ンす ると、一 定の数は整 います。あ とは、前は 韓国から

客で す。 そうい うと ころ を、中国 関係のあるレ ベルに合わ せて、集中 的

あ るい は全県 のほ かの ところに 泊まり、そ こに泊まる 客というの は団体

すから、 台湾とかタ イの方は、あ そこに行き ますが、そ れ以外に、 角館、

七 番鈴木議員の 質問は終わ りました。

するとい うことになる と思います 。

午後 二時二十三 分休憩

二

番

番

石

川

加賀屋

俊比 古

徹

千鶴子

午後二時四 十分再開

司

四

本

三十八名

彦

杉

員
井
清

番

議
薄

方

六

信

出
番

吉

太

藤

席

暫時休 憩いたします 。再開は十 四時四十分 といたしま す。

●議長 （鶴田有司 議員）

階で すが、 まず 学校 の当面 の目標は定数 です。これ はできます ので、そ
こ をま ず起点 とし て、 将来それ をさらにど のようにし ていくかは、 タイ

了解しま した。目標 に関して、 モーグルワ ール

ムス ケジ ュール 的に 一定 の動向を見な がら検討 するという ことになる と
思 います。
●七 番（ 鈴木健 太議 員）

ドカ ップ に関し ても お聞き したかった のですが、今 、中国人の 観光客の
お 話が ちょっ と出 まし たが、や はり本県、 ニセコと違 って白人が わっと

一

番

雄

佐

押し 寄せ るとい うよ うな 感じでは ないと思いま す。今現在 のインバウ ン

三

佐々 木

番

ド の状 況か らい くと、 台湾で あったり、 タイであっ たり、その 辺が有望

番

八

正 一郎

五

太

藤

なところなのかなと思っておりますが、これをてことして、モーグル

健

佐

一

聡

喜

木

番

鈴

十

番

里

晃

七

麻

正

ワー ルド カップ でた ざわ湖 スキー場を 武器にし てお客さん を増やすとい

藤

原

加

小

番

十 二 番

九

人

策

う ので あれば 、や はり ターゲ ットをはっき りと、こう いうところ のこう

茂

雄

浦

川

三

今

浩

十 一 番

十 四 番

武

いう 人た ちを 集める とい うふうに 、これも目 標を定めて私 はやってい た

純

橋

谷

髙

沼

十 六 番

ひとみ

十 三 番

大

川

だきたいと思 うのです が、それに ついてはい かがでしょ うか。

雄

石

木

十 八 番

文

鈴

彦

博

十 五 番

【知事 （佐竹敬 久君）】

晴

原

英

山

菅

博

平

例えば台湾のス キー連盟 と協定を結 んでいます 。

二十一番

下

十 七 番

●知事 （佐 竹敬 久君 ）

洋

竹

東 海林

二十 四番

十 九 番

正

た だ、 やは りあそ この スキー 場で豪華な ホテルがない というのが 一番の

丈

林

北

口

二十 三番

田

ネッ クで す。 ただ 、その 客層をど のくらい、 例えば中国 との関係で 一般

二十七番

原

子

二十 五番

幸

客が ある 程度、 今、 台湾、 タイは相当 なビップで、 一泊五万円 とかその

浦

田

英

三

石

二 十九番

二 十八番

寛

ク ラス なので す。 ただ 、中国は 五千万人と なると、も う少しのレ ベルで
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谷
健一 郎

勝
三 十三番

三十一番
小

加

工
松

藤

藤
隆

鉱

嘉
明

一

範

来 創造 部」 を設 置し て、少子 化や移住・ 定住促進に 力を入れて いく姿勢

本県 でも 、平成 二十 九年四 月に、人口 減少対策に特 化した「あ きた未

へ の移住を考え ている若年 層が多くな ってきて おります。

圏へ の人 口集中 が加 速して いる一方で 、自分ら しい暮らしを求 めて地方

悦

土
藤
三十 五番
衛

三 十 番
近
賢一郎
関

三 十二番
藤
大

佐
三十八番

を 明確 にしま した 。ま た、平成 二十七年十月 に策定され た「秋田県 人口

三十 四番
敏
美恵 子

正
田

田
小

ビジ ョン 」及び 「あ きた未 来総合戦略 」では、 「高質な田 舎」を思い描

柴
四 十 番
司

三 十七 番
一
康

口
林

川
北

三 十九番
四十三番

木

い て、 秋田県 内で は、 秋田市、 能代市、横 手市、大館 市、湯沢市 、鹿角

いわ ば通 信簿的 なも のだと 解釈してい ます。また、 当該ランキ ングにお

ランキ ングづけし たものであ って、私自 身は、移住・ 定住施策に 対する、

果ではなく、地方自治体に対するアンケートを同社が独自に評点して

を比 較し たもの であ りま すが、実際の 移住者ま たは移住希 望者の回答 結

が 発表 されま した 。こ のランキ ングは、回 答した全国六 百六十三市 町村

の企画 にお いて 、「 二〇一 九年版『住み たい田舎』 ベストラン キング」

この よう な中 、先日 、株式 会社宝島社 が発行する 「田舎暮らし の本」

さ れておりま す。

取組 を進 め、移 住先 に秋田 を選択して いただけ るよう、日 々チャレンジ

行 って いるほ か、 県内 各市町村 とも連携し、 協力を密に しながら様 々な

らしをサポートするための引っ越し助成や暖房器具の購入助成などを

ポー トの ため東 京で 開催 される移 住イベントの 参加、はじ めての秋田 暮

発信するプロモーションイベントの実施、移住に関心を持つ方へのサ

田暮らし “はじめの一歩』」を作成して、地方への移住・定住に関心
のあ る方 々に対 して 秋田暮 らしの魅力 を伝えるとと もに、秋田 の魅力を

記 しま した 。課題 解決 のため 、県は、「 秋田県移住ガ イドブック 『

百人 、本 県への 移住 者数 二百二十人な どがあり 、社会減の 早期解消を 明
”
秋

今 後五 年間の 雇用 創出 数一万二 千六百三十 人、Ａター ン就職者数一 千七

ています 。この中で、 移住・定住 施策に関す る具体的な 数値目標とし て、

これ を実 現す る取組 を推 進するた めの四つの 目標と取組 の方向性を掲 げ

き なが ら「日 本に 貢献 する秋 田、自立する 秋田」を基 本的な視点 とし、

一

鈴

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

洋

四十 二番

休憩前に 同じ
●副議 長（竹下博英 議員）

日程 第一、 一般 質問 を継続い たします。 五番佐々木 議員の発言を 許し
ま す。
自 由民主党会 派の佐々木 雄太です。 今定例会

【五番（ 佐々木雄太 議員）登壇 】（拍手）
●五番 （佐 々木雄 太議 員）

ラ スト バッタ ーの 一般 質問とな りました。 登壇の機会を 与えていた だき
まし た先 輩議員 、そ して、 お足元の悪 い中、本 日傍聴にお 越しくださ い
ま した 皆様 方に対 しま して心 から感謝を 申し上げ、質 問通告に従 いまし
て一般 質問をさせ ていただき ます。
まずはじめ に、移住政策 についてお 伺いいた します。
本 県人 口は、 一昨 年の四 月に九十九 万九千六 百三十六人 となり、戦後
初め て百 万人を 切り まし た。九十 万人台となる のは八十七 年ぶりで、 人
口 だけを見れ ば、昭和 一桁台と同 じ状況になっ たというこ とになりま す。
死 亡数が 出生 数を 上回 る自然減は 、平成五年 から続くよ うになり、 社会
減は 、大 学進学 の高 まりや 経済の景気 変動の影 響などにより、 縮小と拡
大 を繰 り返し なが らも 一環して 減少してお ります。県 内二十五市 町村全
てで 、前 年に 比べ人 口が 減少して います。し かしながら、 近年は、首 都
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も あり ます。 今の 課題 を将来に おいて繰り 返さないよ う、なぜ本 県の若

住さ れた 場合で も、 将来、 子供は就職 や大学進学な どで転出す る可能性

はな いの かと 懸念 して おります。 さらに、御 縁があり、 家族で本県 へ移

を 打ち 出し てきた もの の、実 は有効な特 効薬が打ち出 せていない 現状で

好結 果に つなが って いる とは言えず、 これまで 様々な施策 を講じて対 策

ま せん 。こう した 現実 を見ると 、ランキン グ上位にあ ることが必ず しも

自治 体が複 数存 在す るのに もかかわらず 、転入者数 は増加に転 じており

りま す。 移住 ・定住 施策 を積極的 に推進し、 ランキング 上位に位置す る

て おり 、平成 三十 年十 月現在 における転入 者数は、過 去十年で最 少であ

いま す。 しかし なが ら、本 県の社会増 減率は下 位に低迷し たまま推移し

こ れは ひとえ に、 各市 町村の移 住・定住施策 が功を奏し ているのだ と思

市 が三 位、 由利 本荘 市が四位 と続き、非 常に良い結 果となって います。

い田 舎部 門」に おい て全 体の四位 、東北で酒田 市に次ぐ二 位で、にか ほ

町 がア ンケー トに 参加 しており ます。秋田 市は、「シ ニア世代が 住みた

市、 由利 本荘市 、大 仙市、 にかほ市、 藤里町、 三種町、五城目 町、羽後

間が ありません 。

一八 年は 四・三 冊、 高校生 に至っては 一・三冊と、 ほとんど本 を読む時

あり ます 。ま た、 中学 生は、近年 増加傾向で 推移してい るものの、 二〇

間 の平 均読 書冊数 は、 二〇一 八年で九・ 八冊となって おり、減少 傾向に

読書 離れ が言わ れて おり ます。先ほど の小学四 年生から六 年生の一カ 月

加 え、 娯楽の 多様 化や 忙しい毎 日を送る中 で時間のな さなどから、 再び

しか しなが ら、 現在 は、テ レビやインタ ーネットな どメディア の普及に

け、生 徒に読書の 習慣を持た せるよう活動 を推進した 効果だと思 います。

掲 げ、 「朝の 読書 活動 」、い わゆる朝読の 時間を五分 から十五分 程度設

感を 持っ た文部 科学 省が、 二〇〇一年 に「朝の 読書活動の 推進」方針を

年 には 十一・ 四冊 と二 倍以上に 増えています 。これは、 読書離れに 危機

去 三十 年間 で一 番低 かった一 九九五年で は五・四冊 でしたが、 二〇一四

査」 によ ると、 小学 四年 生から六 年生の一カ月 間の平均読 書冊数は、 過

全 国学 校図書 館協 議会 が毎日新聞と 共同で実 施している 「学校読書 調

次に、読書 活動の推 進についてお伺 いいたし ます。

本県 では 、「秋 田県 民の読 書活動の推 進に関する条 例に基づき 策定さ

進計 画」 を策定 する ことな どに取り組 んだ結果 、計画の終 期である平成

者は 本県 を離れ るの か、 地元定着 には何が必要 なのか、次 の世代にも 同

移住 ・定住 を考 える 方は、最 初の窓口と して、各市 町村や支援 組織の

二十七年度には、読書活動を行う小・中学校は一〇〇％、読書好きの

れ た「 第一 次秋 田県読 書活動 推進基本計 画」では、 県民読書の 日を制定

担 当者 に相談 する と思 われま す。窓口とな る方の第一 印象で、「 秋田の

小・ 中学 生が 八○％ とな っており ます。一方 、課題として 、一日平均 約

じ 課題 を先 送り するの ではな く、将来を 見据え、今 しっかりと 結果につ

ここ に住 みた い」と 思っ てもらう ことが何よ りも重要であ ります。こ の

三十分 以上 読書 をし ている 人の割合は五 四・四％で 、目標の七 〇％には

し 、ふ るさと 秋田 文学 賞を創設 、また、全市 町村で「子 ども読書活 動推

ことは 、同 雑誌 にも 意見と して掲載して おりました 。こうした ことから

達 して おりま せん 。さ らに、「 第二次秋田 県読書活動推 進基本計画 」で

なが る取組が大 事であります 。

も、移住・定住を進めるためには、移住・定住に特化した、いわゆる

は、 市町 村、企 業、 民間 団体と連携・ 協力し、 県民総ぐる みの読書活 動

そこ で知 事に お伺 いいたし ます。知的 書評合戦「 ビブリオバ トル」な

コー ディ ネータ ーの 養成 が必要だと思 います。 市町村では 、他の業務 と
えば 、コ ーデ ィネ ーター の市町村 への派遣も 含め、今後 さらに移住 政策

どの 施策 を通じ て、 三十二 年度には、 「本を読むの が好きだと 答える県

を 一層盛り上 げていく と掲げておりま す。

をど のよ うに取 り組 んでい かれるので しょうか。知 事にお伺い いたしま

民 の割 合が八 〇％ 以上 、一日三 十分以上読 書をしてい る人の割合 が七〇

掛 け持 ちで 移住・ 定住 施策に 取り組んで いるところも ありますの で、例

す。
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に なっ ていま すか 。と りわけ、 小・中高校 の児童・生 徒の読書率 向上は

％」 とす る計画 であ ります が、計画に 対する現 時点での成果は どのよう

う人材 を育成する ことにあり、 これまで行 ってきた活 動の経験を もとに、

能 等を 有効に 活用 しな がら、活 力ある地域 社会の形成 と地域の未 来を担

関す る協 定」が 締結 されま した。その 目的は、 それぞれの持つ 資源や機

ま での にかほ 地域 にお ける学校 の活動と、地 域の少子高 齢化や人口 減少

課題 であ り、若 年層 の読 書率向上 について、今 後どのよう に取り組ん で
平 均読 書冊数 が落 ち込ん でいるとは いえ、読書習 慣を持つよ うになっ

が進 展す る中で の存 在意義 を見れば、 この協定 はごく自然 のことであっ

両 者の 連携 をさ らに 発展させ ていく内容 となってお ります。私 は、これ

た小 ・中 学生。 どう したら 積み上がっ た読書習 慣を持ち続 けていられる

た よう に思い ます し、 むしろ 今まで結んで いなかった ことの方が 不思議

い かれるので しょうか 。お伺いい たします。

の か。 この問 いに 対す る施策 の一つとして 、近年、「 読書通帳」 が多く

この ような 中で 、秋 田県教育 委員会では、 平成二十八 年三月に、 平成

であっ たなと感じ ております 。

のタ イトル や貸 出日 など、 読書の記録を 印字して残 すというも のであり

二 十八 年度か ら三 十七 年度まで の十年間に おける秋田 県高等学校教 育の

の図 書館 に広 がって いま す。この 事業は、預 金通帳のよ うに、借りた 本
ま す。 読書通 帳の 先進 地の一つ でもある山 口県下関市 の図書館では 、読

方向 性を 示す、 「第 七次 秋田県高等学 校総合整 備計画」を 策定してお り

い配 置の 実現 」と いっ た項目があ り、「生徒 数減少に対 応するには 学級

書通 帳を 小・中 ・高 校生 に無料で配っ ており、 図書の貸出 数が前年度 に
本県 では 、秋 田市 におい て、平成三十 年五月から 読書を習慣 化させる

減だ けで は限界 があ るため 、小規模校 を中心に統合 等再編整備 を推進す

ま す。 この 計画に は、 「全日 制課程にお ける学校規模 の適正化と 望まし

よう 、読 書の記 録帳 をゼロ 歳から小学 生までの子供 に配布する 「秋田市

る 」と 明記し てお りま す。由利 本荘・にか ほ地区の中 学校卒業者 数は、

比 べて大幅に 増えたと 聞いております 。

読 書の 通帳事 業」 を実 施してお ります。こ のような取 組を県立図 書館や

平成 二十 七年三 月の 九百 九十七人 から、平成三 十七年三月 には七百四 十

西 目高 校、仁 賀保 高校 及び由利 工業高校を視 野に入れて 、後期計画 に具

他市 町村 立の図 書館 にも 広げてい く必要がある と思います が、いかが で
次に 、高等学校 総合整備計画 についてお 伺いいたし ます。

体的 な構 想案を 示す として おります。 現行のま までは維持 が難しいこと

九 人と減少す る見込み で、将来的 に二校から三 校を統合す る必要があ り、

仁賀 保高校 は、 当時 の仁賀保 地区に普通 科高等学校 の開校を望 む多く

に は一 定の理 解を 示す もので ありますが、 一方で、同 計画では、 「社会

し ょうか。教 育長の考 えをお伺い いたします。

の 地元 住民の 声に より 、昭和 五十二年に誕 生しました 。また、平 成十五

さ きに 述べた 「に かほ市 と仁賀保高 校の連携 協定」は、地域 社会全体

に貢 献す る意 識を高 める 取組の推 進」、「地 域との連携に 基づく、教 育

昨 年、 創立四 十周 年を 迎えまし た。それま での間、市を はじめ各種 団体

で学 校を 支え、 そし て学 校が地域社会 を支え、 より一層地 域に根差し て

年に は、 全国 でも数 少な い「情報 」を学ぶ専 門学科である 「情報メデ ィ

と連 携し 、また 、生 徒自 らの行動によ り、地域 の一員とし て課題解決 や

い くと の考 えに基 づく もので あり、建学 以来、一貫し て地域を支 える存

資源の有効活 用の推進 」が掲げて おります。

地 域行 事に 積極的 に取 り組ん できた結果 、地域住民か ら高い評価 を得て

在であ ることを掲 げた姿勢は 、まさに計 画の目標と合 致すると考 えます。

ア科」を新設 しており ます。その 仁賀保高校 も、地域の 皆様に支えら れ、

いま す。 市民 にと っての 誇りであ り、学校で 学ぶ生徒た ちは、今後 の未

また 、仁 賀保高 校に は「情 報メディア 科」がありま すが、この 学科は全

国 に二 十校ほ どし かな く、普通 高校に学科 を新設した 非常にまれ な存在

来を担う 希望の宝と 言えるでしょ う。
本 年一 月十五 日に 、「に かほ市と秋 田県立仁 賀保高等学 校との連携 に
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であ り、 外部講 師を 登用し て、最先端 技術を導 入し、実践に重 きを置い

わ らず 、こち らも 一年 前と比べ て五・八％ 低くなって いる状況に ありま

転じ てお り、検 挙件 数に至 っては、認 知件数が 増加しているの にもかか

そ こで 、秋 田県 警察 のトップで ある警察本 部長に再度 お伺いいた しま

た カリ キュラ ムを 取り 入れてい るほか、生 徒が講師を 務め、市内 の小学
動 して いま す。 私は 、にかほ 市に集積す るものづく りとＩＴは 相性がい

す 。「 日本一 安全 で誰 もが安心 して暮らせる 秋田」の実 現に向け、 先月

す。

い と思 ってお りま す。 情報化社 会の進展と相 まって、今 後は習得し た技

就任され た鈴木達也 本部長の考 えと意気込 みをお聞かせ 願います。

校教 諭に プログ ラミ ング を教える 勉強会を開催 しているな ど、活発に 活

術を 地元 で生か し、 子供た ちが地域で 活躍でき るよう取り 組んでいくた

ます 。併 せて、 当地 区の 再編計画は、 関係者と の調整を図 りながら平 成

で しょ うか。 情報 メデ ィア科の あり方も含 めて、教育 長にお伺いい たし

であ り、私 は現 状を 維持す る地域があっ てもいいと 考えますが 、いかが

以上 を踏 まえ 、検討 に当た っては各地 域の事情に 配慮した計 画が必要

が 明ら かに なって 以降 、秋田 県警察によ る住民説明会 の開催や、 地元市

老朽 化な どを考 慮し たも のだとしてお ります。 新聞紙上に よりこの計 画

件 ・事 故取扱 件数 や交 通量に加 え、警察組 織における 非効率性や施 設の

署」のあり方について、近年のにかほ署管轄区域であるにかほ市の事

機能 強化 プラ ン」に 基づ き幹部交 番による存 続を検討し ている「にか ほ

秋 田県 警察は 、組 織の 体制・機 能強化を目的 に策定した 「秋田県警 察

三 十二 年ま での前 期期 間中に 検討を進め るとしており ますので、 計画策

民団 体に よる にか ほ署 の存続を求 める署名の 提出など、 約一年に及 び、

め には、情報 メディア科の 存在は重要 であると 考えていま す。

定か らこ れま での 期間 において議 論されてき たこと、ま た、これか ら約

秋田 県警 察とに かほ 市、市 民の話合い がなされてき ました。当 初の計画

案 は、 幹部交 番化 によ り、にか ほ署の人員 は現在約四 十五人体制 から約

二年間の スケジョー ルについても お聞かせく ださい。
次 に、 「日本 一安 全で 誰もが安心し て暮らせ る秋田」の 実現につい て

犯検 挙率 は六 二・ 四％で 六位に後 退し、昨年 一年間にお ける検挙率 も七

か しな がら 、昨年 上半 期の秋 田県警察の 実績を見ます と、同時期 の刑法

とす べく 、強力 に取 り組 む」との力強 い答弁を いただいて おります。 し

を 定め 、「ど こま でも 県民の安 全と安心を 守り抜く警察 を確固たる もの

の強化 」、 「犯 罪の 起きに くい社会づく りの推進」 など七つの 重点目標

とが でき た」 と述べ ると ともに、 「社会環境 の変化に対応 した警察機 能

「 刑法 犯検挙 率は 全国 一位、 交通事故発生 件数等も大 幅に減少さ せるこ

まし た。 その際 、前 本部長 は、秋田県 警察の警 察力強化の 成果として、

任 され たばか りの 森末 治前本部 長にも同様の 質問をし、 意気込みを 伺い

私 は、 昨年 の第 一回定 例会の一 般質問にお いて、当時 警察本部長 に就

能の 強化 が計画 どお りなさ れているこ となどを、直 接地域住民 に伝える

は、 引き 続き 、地 域住民 の声を聞 くこと、そ して、にか ほ地域の警 察機

条 例を 改正 し、四 月か らにか ほ幹部交番 となった場合 でも、秋田 県警察

懸念 の声 はなく なら ない と思います。 今県議会 において秋 田県警察組 織

化 を不 安視す る地 域住 民の声が 多く聞かれ 、今後も幹部 交番化に対 する

漂着船 の問 題や 、犯 罪の抑 止力として機 能する警察 力低下によ る治安悪

あり ます 。し かしな がら 、話し合 いの期間中 には、北朝鮮 籍とみられ る

域 住民 の声に 応え 、要 望に沿 った計画案と する姿勢は 評価はする もので

態の 改善 と担当 地域 での活 動時間の増 加を確保 するなど、 一定程度、地

で どお りの体 制を 維持 、運転免 許更新等の業 務は継続、 駐在所の不 在状

ど の削 減に とど め、約 四十人 体制を維持 するととも に、駐在所 はこれま

二十 人に 半減さ れる もの でありま したが、修正 案では、署 長や事務職 な

二・ 九％ と、前 年に 比べて 五・五％低 くなっていま す。また、 認知件数

こ とが 大切で あり ます 。そうで なければ、 不安の声は 高まり、ひ いては

お伺い いたします 。

は 、平 成十四 年以 降、 十六年連 続で減少し ていました が、昨年は 増加に
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警察組織 に対する信 頼が失われて しまうこと になりかね ません。

推し 進め ること がで きたと 理解をして おります 。この四年間に 及ぶ百周

この 一月十 七日 、秋 田県出身 の冒険家、 夢を追う男 「阿部雅龍 」氏が

最後 に、若者の チャレンジに 対する施策 ついてお伺 いいたしま す。

の 協力 が必要 では ない かと考 えております 。しかしな がら、百周 年記念

所と の包 括連携 協定 もその 一つであり ます。私 は、ここで 再度、秋田県

り ます 。まさ に今 日同 時刻に行 われています 、にかほ市 と国立極地 研究

年 記念 事業に よっ て、 にかほ市 にある白瀬 南極探検隊 記念館を中 心とし

南 極点 に到達 しま した 。今回 彼が通ったル ートは、日 本人初の単 独徒歩

事業 と同 様の あり方 では 、県も支 援はなかな かできない だろうとも思 っ

こ れら の経緯 を踏 まえ た「安全で安 心して暮 らせるにか ほ」の実現 に

到達 とな るメ スナー ルー トで、総 距離九百十 八キロメー トルを五十五 日

てお ります 。さ きの プロジ ェクト実行委 員会が秋田 の元気づく りを進め

た独自のネットワークが構築され、南極や環境をキーワードとした団

かけ て踏破 しま した 。彼は 、重いそりを 引きながら 標高約三千 メートル

るた めに取り組 んだことは 、今の秋田に とって必要 なことだと 思います 。

向け 、今 後、秋 田県 警察 がどのよ うに取り組む のか、県警 本部長のお 考

に 近い 山を登 り、 例年 になく雪 の多い環境 の中、疲れ 切った体にく じけ

阿部 雅龍氏 は、 今回 の南極 点到達の際、 南十字星を デザインし た白瀬

体 ・機 関や 関係 する 人々との つながりや 結びつきが 多方面で生 まれてお

そう にな りなが らも 、今 回のチャレン ジを成功 で終えるこ とができた の

南 極探 検旗 ととも に秋 田県旗 を掲げまし た。彼は、偉 人に学び、 それに

え をお聞かせ 願います 。

は 、こ れま で応援 して 支えて くださった 方々への感謝 の気持ちが あった

を 自由 に描け 、笑 顔に なれる社 会を目指し ていく積極 果敢な姿勢 が重要

チャ レン ジす るこ とで 夢を実現し 、多くの県 民、特に若 者たちに感 動と

阿 部雅 龍氏と 白瀬 矗と の出会いは、 阿部雅龍 氏が子供の ころに読ん だ

であ ると 考えま すが 、今 後、若者 の活躍に何を 期待し、そ のためには 県

から だと メッ セー ジを つづってお ります。私 は改めて、 感謝の気持 ちを

冒険 家の 話にあ りま す。 日本人と して初めて南 極に行った 白瀬矗とい う

と して どの よう な施策 を取り 組んでいく のか、知事 のお考えを お聞かせ

勇気 を与 えてく れま した。 人口減少社 会の中にあっ ても、彼の ように夢

人 物が、自分 と同じ秋 田県人だと 知り、そのこ とが強く心 に残り、以 来、

くだ さい。

持つこと の大切さを 教えていただ きました。

白 瀬矗 にあこ がれ 、冒 険を通し て誰もが夢を 自由に描け 、笑顔にな れる

県 当局の答弁を 求めます。

以上 、壇上 から の質 問を終わ らせていた だきます。 御清聴あり がとう
ご ざいました 。（拍手）

社会を目 指して活動 されてきま した。
さ て、 秋田県 では 、平 成二十一 年から五カ年 にわたり、 にかほ市や 南

●副議長 （竹下博英 議員）
●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

佐々木議 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】

極Ｏ Ｂ会 など ととも に、 「白瀬日 本南極探検 隊百周年記念 プロジェク ト
実行委 員会 」を 組織 しまし た。世界が認 める本県の 偉人、白瀬 矗を隊長
と する 「日本 南極 探検 隊」が、 当時、人跡 未踏の地であ った南極に 挑ん

移住政策に ついてで あります。

力や 各種 の支 援情 報を提 供すると ともに、移 住をコーデ ィネートす る市

だ壮 挙を たたえ ると とも に、その功績 を県民運 動として県 内外や全世 界
たもの であります 。この取組 は、佐竹知 事が一期目に 行った事業 であり、

町村 職員 や、移 住後 にフォ ローを行う 民間の定住サ ポーターの 育成研修

県 では 、首 都圏の 移住 相談窓口 にＡターン 相談員を配置 し、秋田の 魅

知事 にお かれま して も、明 治という時 代を背景に、 日本南極探 検隊にま

等 によ り、移 住者 との 信頼関係 を構築でき る人材の育 成に努める など、

に 伝え てい くこと によ り、秋 田の元気づ くりを図るこ とを期して 設立し

つわ る当時の人 間の生き様 や、人々の 夢にかける思 いに共感す ればこそ 、
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し 協力 隊制度 の活 用や 、移住者 に対する仕 事・住居の あっせんな どの取

受入 態勢 の充実 を図 ってま いりました 。また、 市町村独自に、 地域おこ

に より、読書離 れが進んで いるのでは ないかと 考えております 。

加え 、ス マート フォ ンでの ゲームや動 画視聴等 に時間を費やす ことなど

書 意欲 を喚起 して おり ます。 さらに、来年 度は、こだ わりのある 本をそ

この ため 、県で は、 発達段 階に応じた 読書への関心 を高める取 組の充

今 後は 、東京 圏か らの 移住の促 進を図るため 、国の新た な支援制度 の

ろえ る書 店や ブック カフ ェを取材 し、ＳＮＳ で情報発信 するほか、著 名

組を 積極 的に進 めて きて おります 。こうした取 組により、 今年度の移 住

活用 に加 え、 人材不 足が 深刻な業 種やＡＩ関 連技術など の成長分野へ の

人が 読書の 魅力 を語 る動画 を作成するな どにより、 若者の読書 への関心

実 が、 大人 にな って からの読 書意欲の向 上につなが ると考えら れること

就業 につい ては 、県 独自の 支援制度を組 み合わせる ことで本県 への人の

を一層高めていきたいと考えております。加えて、近年はスマートフ

者数は、一月までに四百十二人と、既に昨年度の総数三百十四人を上

流 れを 拡大す るほ か、 移住希望 者の相談内 容や支援情 報を関係機関 で共

ォン やタ ブレッ ト等 の電 子端末により ニュース やコラム等 を閲覧して い

か ら、 プロス ポー ツと 連携した 情報発信や、 若い世代に 訴求力のあ る著

有す るシ ステム を構 築す るなど、受入 態勢の充 実・強化を 図ることに し

る 方々 も相 当数い ると 想定さ れることか ら、今後は、 こうした方 々に対

回 って おり、 Ａタ ーン 就職者数 も昨年度と同 程度で推移 し、年度末 には

て おり ます 。さら に、 既に移 住された方 々に、移住者 視点からの 情報発

する アン ケー トの 手法 を工夫する など、実態 の正確な把 握・分析に も努

名人 をゲ ストに 迎え た読書 イベントの 実施など 、若者を中 心に県民の読

信や 、秋 田暮 らし の魅 力を体験で きる現地交 流のコーデ ィネート活 動に

めてまい ります。

一千人を 超える見通 しでありま す。

取り 組ん でいた だく など、 移住者が移 住者を呼び込 む好循環を 創出する

読 書は 、知識 を得 るだ けでなく、本 の作者と の対話を繰 り返すこと に

次 に、若者の チャレンジに 対する施策 でございま す。

仕 組み づくり を進 めて まいりま す。こうし た取組に加 え、若者の 県内定

次 に、読書活 動の推進でご ざいます。

県で は、 本県 出身の 白瀬矗 中尉を隊長 とする南極 探検隊の偉業 を国内

よって 、新たな発 想を生み出す 想像力を高 めることが できるもの であり、

読書 活動 推進 基本計 画の成 果と今後の 取組でござ いますが、今 年度、

外に発 信す るた め、 平成二 十一年に「白 瀬日本南極 探検隊百周 年記念プ

着・ 回帰 を図る ため 、企 業の受入 態勢を強化す るとともに 、地元企業 情

十八歳 以上 の県 民を 対象に 行った県民意 識調査の結 果によれば 、本を読

ロジェクト」を立ち上げ、自衛隊や商工団体等と連携し、南極観測船

あ らゆ る世 代の 県民が こうし た読書の大 切さを認識 し、心豊か な人生を

む のが 好きだ と答 えた 県民の割 合は六七・ 六％で、一日 三十分以上 読書

「し らせ 」の秋 田港 寄港 やミュージカ ルの公演 などを県民 運動として 実

報 をタ イム リー に提供 するな ど、経営者 や教育機関 、市町村等 が緊密に

をし てい る割合 は四 四・ 一％と、現時 点では平 成三十二年 度の目標に 届

施 いた しま した。 こう した取 組により、 県民の「ふる さと」に対 する愛

送 るこ とがで きる よう 、引き続 き、県を挙げ て読書活動 の推進に力 を入

い てい ない 状況に あり 、その 理由として は、仕事や育 児等による 多忙な

着と 誇り が高 まっ たほか 、ＮＰＯ 法人が小・ 中学生向け の出前講座 等に

連 携し ながら 、社 会減 の抑制に 向けた取組を 積極的に推 進してまい りま

どが 挙げ られ てお ります 。また、 小・中学生 については 、学校や地 域、

取り 組み 、白瀬 中尉 の偉業 が改めて国 内外に広く周 知されるな ど、地域

れてまい ります。

家庭 での 取組を 通じ て、一 定の読書習 慣の定着が図 られている ものの、

の元 気創出につ ながったも のと考えて おります。

す。

高 校生 や大学 生に つい ては、部 活動やアル バイト等で 多忙である ことに
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先月 、本県 出身 の冒 険家であ る阿部雅龍 さんが、白 瀬中尉の「フ ロン

の訪 問に よる、 効果 的な本 の展示方法 に関する 助言や読書通帳 等の先進

力の 高い レスト ラン の開業 や園芸作物 の高品質 化、さらに 、これまでの

め 、県 として は、 海外 修行や先 進技術の習得 等を通じて 、例えば、 集客

え てく れま した 。こ うした若 い世代のチ ャレンジを 積極的に応 援するた

スナ ール ートで 南極 点に 到達した 快挙は、多く の県民に勇 気と希望を 与

な 取組 につい て、 情報 共有と 発信の強化に 努め、より 一層の普及 啓発を

立図 書館 等に対 し、 読書通 帳の活用な ど、読書 への意欲を 喚起する多様

料 の整 備や図 書館 運営 に関する 支援体制の充 実を図ると ともに、市 町村

は 重要 な課 題で ある ことから 、県立図書 館としては 、引き続き 、図書資

日本 一の 読書県 を目 指す本 県において 、幼少期から の読書習慣 の定着

事 例の情報提供 を行ってお ります。

既 成概 念にと らわ れな い手法 により国内外 に「秋田」 を強くアピ ールす

図って まいります 。

テ ィア 精神」 を受 け継 ぎ、いく つもの困難 を乗り越え て日本人未 踏のメ

る活 動な ど、 地域の 活性 化につな がる多様な 取組を支援 することにい た

口 減少 が進む 中、 生徒 一人一人 がふるさと を支える気 概を持ち、地 域の

次に 、高等 学校 総合 整備計画 についてであ りますが、 少子高齢化 や人

い つの 時代に あっ ても、 現状を打破 し、新し い扉を開い ていくのは若

課題 に主 体的に 取り 組も うとする意欲 を高める ことが、こ れからの本 県

しており ます。
者で あり 、自ら の未 来、 秋田の未来を 切り拓こ うとする情 熱を持った 若

の 高等学校教 育にとっ て大切なことで あると考 えておりま す。

なキ ャリ ア教育 を展 開して おり、情報 メディア科で は、地元企 業のＰＲ

仁賀 保高 校で は、 ボラン ティア活動を はじめ、地 域に根差し た体験的

い 世代 が、 それぞ れの ステー ジにおいて 一層活躍でき るよう、夢 の実現
に向け た挑戦を後 押ししてま いります。
私からは以 上でござ います。

動 画の 制作に おい て企 画段階か ら生徒が主 体的にかか わるなど、 地域を

舞台 とし た実践 的な 学習 を行って いるところで す。また、 この一月に 締

は じめ に、読 書通 帳の推 進について でありますが 、読書活動 によって

層高 まる ものと 考え られま す。特に情 報メディ ア科は、こ の協定に基づ

能 を活 用しな がら 、将 来を担う 若者を地域全 体で育てる という機運 が一

佐々木議員か らの御質問 にお答えい た

【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）

培わ れる 読解力 や表 現力、 豊かな感性 は、子供 の健やかな 成長を促し、

く 取組 におい て中 心的 な役割 を果たすもの として、地 域の方々の 熱い期

結 した 、に かほ 市との 連携協 定により、 学校と市が それぞれの 資源や機

豊 かな 人生を 送る ため の支え となるもので あることか ら、県では 「秋田

待が寄 せられてい るところで す。

し ます。

県読 書活 動推 進基本 計画 」を策定 し、学校や 家庭、地域に おいて、幼 少

供たちの 読書への興 味を高める 工夫を図っ ている図書 館は増加して おり、

近 年、 県内の 市町 村にお いて、読書 通帳や読 書ノート等を配 付し、子

校の役割や中学生の進路選択への影響などを考慮し、関係者をはじめ

三年 度に スター トす る後 期計画の策定 を進める 中で、地域 における各 学

統 合等 再編整 備の 対象 地区の一 つとなって おりますが、 今後、平成 三十

由利本荘にか ほ地区は、 第七次秋田 県高等学 校総合整備 計画において 、

知 の拠 点で ある身 近な 図書館 と子供たち を結ぶ意義の ある取組で あると

様々 な方 々か ら広 く御意 見をいた だきながら 、計画の見 直しや修正 も視

期から 読書 習慣 を身 につけ させるための 施策を推進 してきてお ります。

認識 して いる とこ ろです 。一方、 県立図書館 では、来館 する県民へ の直

野に入れ 、具体的な 構想案につい て総合的に 検討してま いります。
以上 でございま す。

接的 なサ ービス の提 供に努 めるととも に、「図書館 のための図 書館」と
し て、 市町村 立図 書館 及び学校 図書館への 本のセット 貸出や、司 書職員
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佐 々木議員か らの御質問 にお答えい たしま

【警察本部 長（鈴木達 也君）登壇】
● 警察本 部長 （鈴 木達 也君）
す。
平 成三 十年 にお ける 県警察の刑 法犯認知件 数は二千四 百六十件で 、前

ほ警察署の由利本荘警察署への統合計画を含む秋田県警察機能強化プ

ラ ンを 発表い たし まし た。現在 も警察署の 存続を求め る声が一部 に根強

く残 って いるこ とは 承知 しており まして、これ は県警察に 対する信頼 の

声 であ り、 県警 察に よる安全 の確保を必 要としてい る住民の声 であると

が被 害者 とな る事 案に つきまして は、事案の 認知直後か ら、関係者 の安

に 向け た総 合的な 対策 を進め ていく必要 があります。 また、子供 や女性

せな いた めの水 際対 策な ど、関係機関 ・事業者 と連携しな がら被害防 止

悪 質、 巧妙化 の傾 向を 強めてお り、手口に 関する広報 啓発活動や送 金さ

被害 が発生 して いる 特殊詐 欺につきまし ては、社会 情勢の変化 に応じて

おり ます 。し かしな がら 、犯罪情 勢を踏まえ ますと、依 然として深刻 な

し て七 二・九 ％と なっ ており ますが、わず かな差で全 国一位を維 持して

りま す。 また、 検挙 率は、 御指摘のと おり前年 より五・五 ポイント低下

にか ほ市 内の警 察力 は維持 できるもの と考えており ます。統合 後も引き

交番 にお いて は運 転免 許更新や許 認可等の業 務も継続い たしますの で、

の 予防 や取 締り、 各種 相談対 応などの活 動を維持する ほか、にか ほ幹部

ほ幹 部交 番及び 四カ 所の 駐在所によっ て、パト ロールや巡 回連絡、犯 罪

も 強化 される こと とな ります。 また、にか ほ市内の体 制としては、 にか

遭難 、木造 船の 漂着 といっ た事案が発生 した場合の 対処能力が 従来より

ること が可能な大 規模警察署 となることか ら、各種の 事件・事故 、災害、

て は、 統合後 の由 利本 荘警察 署は、約百四 十人の署員 を広域的に 運用す

にか ほ市内 の警 察力 が低下す るのではな いかという 御懸念につ きまし

真摯 受け止めて おります。

全確保を 最優先とし た迅速かつ組 織的な対応 を徹底する 必要があり ます。

続 き、 関係機 関・ 団体 、ボラン ティアの方 々や住民の 皆様の協力 もいた

年 と比 べ三十 二件 増加 しており ますが、全国 で二番目に 少なくなっ てお

今 後も 、県内 にお ける 犯罪の発 生状況や全 国的な情勢 を踏まえな がら、

だきな がら、にか ほ市の安全・ 安心の確保 に努めてま いります。
私 からは以上 でございま す。

予防と 検挙の両面 で犯罪抑止対 策をさらに 進めてまい ります。
続 きま して 、御 質問の ありまし た、にかほ 市の安全・ 安心の確保 につ

に 受け 止め 、昨年 一一 月に、 統合後のに かほ幹部交番 を約四十人 体制に

会等 を通 じて、 統合 後の 治安について 不安の声 が寄せられ たことを真 摯

を 開催 し、延 べ約 五百 六十人の 方々に説明 を行ってまい りました。 説明

の統合 計画 に御 理解 をいた だくべく、に かほ市にお いて四十回 の説明会

県警 察機 能強 化プラ ン（ 案）を公 表いたしま した。以降、 にかほ警察 署

に 向け た検討 を行 い、 昨年三 月に、にかほ 警察署の統 合計画を含 む秋田

県警 察では 、治 安情 勢の変化 に的確に対 応するため 、警察の機 能強化

とに よっ て、 子供 たちの わくわく どきどき感 があって、 ためるがた めに

ち ょっ と減 ってい く一 方でが っくりしま すが、やはり 記載されて いくこ

関にいた人間とすると、通帳にたまっていく喜びというか、最近は

の 冊数 が増え てい ると いう現状 であり、何 よりも、私も もともと金 融機

に比べ て、 小学 生は 一・三 倍、それから 中学生に関 しては約二 倍に読書

明徳 館に お伺 いをし て、 実態を調 査をしてま いりました。 昨年の同時 期

の です が、こ の読 書通 帳の存 在は知ってお ったでしょ うか。私、 昨日、

ら御 答弁 をいた だき ました 。ちょっと 知事にも お伺いした いなと思った

先ほ どの読書通帳 についてで すが、教育 長か

増強 する 修正 案を 発表い たしまし た。これ以 降は、統合 後の治安に 対す

通う 。当 然、本 を読 むので すが、そう いったところ で、これは 子供たち

●五 番（ 佐々木 雄太 議員 ）

る不 安の 声が聞 かれ なくな ったことか ら、県警察と いたしまし ては、住

にも すごく夢が ある事業だ なと思って います。また 、お子さん を連れて 、

いて お答えいた します。

民 の方 々から 一定 の御 理解を得 られたもの と判断し、 一月十六日 、にか
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者も おっ しゃっ てい まし た。知事 、是非これを 県立図書館 で導入して い

れ る機 会が増 えて いく という相 乗効果も生 まれてくる と、明徳館 の担当

一緒 に親 御さん も図 書館に 来ます。そ うすると 、親御さん世代 も本に触

ま す。 由利 本荘 地区 、にかほ 地区は、基 本的にまだ 生徒の減少 の仕方も

トし 、そ のとき は生 徒数 がどんど ん増えてきた ということ も背景にあ り

り 、そ れは十 分認 識し ておりま す。仁賀保 高校が昭和 五十二年に スター

県外 に、 特に山 形に 流れて いっている というの は、もうだいぶ 前からあ

緩 やか だとい うこ とも あります が、今、時代 がちょっと 変わってき てい

た だけません か。
【知事 （佐竹敬 久君）】

るこ とも ありま す。 この後 は、先ほど お話しま したように 、後期計画を

改 めて どうし てい くの か、そ の方向性を今 、まずは出 すべく、こ の後、

明徳 館のものも 私は見て いますし、 他の図書館の

も のも 見てお りま す。 特に明 徳館のものは 、本当の銀 行の通帳の ような

本格 的に 検討 をして いく という状 況でありま すので、も う少し時間を い

●知事 （佐 竹敬 久君 ）
感じ です が、 単に通 帳と いうより も、どうい う本が、ど ういう状況に お

ただきた いと思います 。
以上 です。
●五番（ 佐々木雄太議 員）

県警 本部長にも 一言お伺い したいと思い ます。

いて 、どの 世代 で一 番閲覧 されているか というデー タもとれま す。そう
い うこ とで、 県立 図書 館でもど ういうもの がいいのか 。若干、一般 の図
書館 と県 立図書 館と では 本の種類が違 いますが 、そういう データの収 集

こ の約 一年 間を通 じて 、にかほ 署統合に関 し、私も各場 面で、特に 総

括質疑 の場では前 県警本部長 とも喧々諤 々議論をさ せていただき ました。

その 都度 、やは り市 民から 寄せられる 不安の声も届 け続け、県 警の方で

に かほ 市と いう 土地の 位置か らしても、 県境区間で あります。 現に、に

今回 は仁 賀保高 校に スポッ トを当てて 質問させてい ただきまし たが、

で も審 査して いく こと になると 思いますが、 依然として やはりこう いう

の 検証 を求 める 陳情書 があが ってきてい ます。これ は、この後 、委員会

し、 感謝 を申し 上げ る次 第でござ いますが、今 議会にもプ ラン策定過 程

続いて教育 長にお伺いし ます。高校 再編総合

に も役 立ち ますの で、 教育委 員会と一体 となって十分 に検討した いと思
います 。
●五番 （佐 々木雄 太議 員）

か ほ市 と由利 本荘 市の 中学校の 卒業生が、平 成二十九年 は二十三人 、平

不安 な声 という か、 地元か らの陳情も あがって きています ので、委員会

も 修正 案を出 して くだ さいまし たことには 、本当に一 定の評価を します

成二 十八 年は十 九人 、それ から平成二 十七年に は二十一人 と、毎年二十

の 際に 、市民 の皆 様方 に対し まして誠心誠 意答えてい ただけます ようお

整備 計画であり ます。

人 近く 、山形 県内 の高 校に進 学しています 。当然、そ れぞれの目 的・目

願いし たいと思い ます。その 点についてお 伺いします 。

【警察本部長 （鈴木達也 君）】

標が あっ て進 学して おり ますので 、その目的 ・目標を別に 私は批判す る
わけで もあ りま せん し、目 的・目標があ って進学し ているのは それは大

御 指摘のとお り、県議会に 対しまして 、に

かほ 市自 治会長 連絡 協議 会及びにかほ 警察署の 存続を求め る会の連名 で

●警 察本 部長 （鈴木 達也 君）

なる とい うこと にな って しまうと、よ り一層、 県外という か、お隣の 県

陳 情書 が提 出され てい ること は、承知し ておるところ でございま す。ま

い に結 構だと 思い ます が、例え ば、にかほ という地から 県立高校が なく
の 高校 への 進学流 出が 加速し てしまうの ではないかな という懸念 もある

た、 先ほ ども お答 え申し 上げまし たとおり、 現在も警察 署の存続を 求め

は 県警 察によ る安 全の 確保を必 要としてい る住民の声 であると真 摯に受

る声 が一 部に残 って いると いうことも 承知しており ますが、こ うした声

のです 。この点、 教育長いか がでしょう か。
今お話が ありました 件も含めま して、

【教育委員 会教育長（ 米田進君）】
●教 育委 員会 教育 長（米 田進君）
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け止 めて いると ころ であり ます。一方 で、県警 察は、昨年十一 月に統合
後 のに かほ幹 部交 番の 体制を増 強するとい う修正案を 発表して以 降、そ
の統 合後 の治安 に対 する 不安の声 というものは 余り聞かれ なくなり、 一
定 の御 理解 が得 られ たと判断 したところ でございま す。統合後 も、にか
ほ幹部交番において、パトロールや巡回連絡、犯罪の予防・取締りと
いっ た業 務を継 続す るほか 、治安対処 能力がよ り強化され ます由利本荘
警 察署 が、引 き続 き、 関係機 関や団体、ボ ランティア の方々や住 民の皆
さん の御 協力 もいた だき ながら、 にかほ市民 の皆様が治 安に不安を感 じ

五番 佐々木議員 の質問は終 わりました。

ない よう、 にか ほ市 の安全 ・安心の確保 に努めてま いりたいと 考えてお
りま す。
●副議長 （竹下博英議 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 十三分散会
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