平成三 十一 年秋 田県 議会 第一 回定 例会 会議 録

議事日程第 七号
平 成三十一年 三月七日（木 曜日）
第
二 、議案第
三七 号

五八号

一、弔 詞贈呈の件
平成三 十一年度秋 田県一般会 計予算

秋 田県教育委 員会教育長の 任命につい て

第 七号

第
三、 議案第
平成三十一年 度秋田県 証紙特別会 計予算

午後一 時開議

第
三八号

四八 号

平成三 十一年度秋 田県下水道 事業特別会 計予算

設用地整 備事業特別 会計予算
第 一四、 議案 第

平成三十 一年度秋田県 港湾整備事 業特別会計 予

平 成三十一年度 秋田県環境 保全センタ ー事業特

整備事 業特別会計 予算

平成 三十一年度秋 田県秋田港 飯島地区工 業用地

計予算

平成三 十一年度秋田 県地域総合 整備資金特 別会

算

四 九号

五二 号

五一 号

五 〇号

第一 五、 議案第
第一 六、 議案第
第 一七 、議案 第
第一八 、議 案第

別会 計予算

平成三十一年 度秋田県 公債費管理 特別会計予 算

四、議案第

五 三号

第

第一 九、議 案第

平成 三十一年度 地方独立行政 法人秋田県 立病院

平成三十 一年度秋田 県母子父子 寡婦福祉資 金特

五四 号

機構施 設整備等貸 付金特別会 計予算

平 成三十一年 度秋田県国民 健康保険特 別会計予
五 六号

平成 三十一年度 秋田県工業 用水道事業 会計予算

平成三 十一年度秋 田県電気事 業会計予算

算
第二二、 議案第

五七 号

五五 号

第 二〇 、議 案第

平成三 十一年度秋 田県就農支 援資金貸付 事業等
特別会 計予算
金特 別会計予算

第 二三 、議 案第

平成 三十一年度 秋田県中小 企業設備導 入助成資
平 成三十一年 度秋田県 土地取得事 業特別会計予

平成三十年度秋田県一般会計補正予算（第八

平成 三十年度地方 独立行政法 人秋田県立 病院機

号）

第二 四、 議案第 一一 三号

平成三十 一年度秋田 県工業団地 開発事業特別 会
計予算

構施設整備等貸付金特別会計補正予算（第三

職 員の大学院 派遣研修費用 の償還に関 する条例

改正す る条例案

職員 の勤務時間 、休暇等に関 する条例の 一部を

案

秋田県 行政機関設 置条例の一部 を改正する 条例

平成三 十一年度秋 田県林業・ 木材産業改善 資金
五 九号

六一 号

六〇 号

号）

第二八 、議 案第

第 二七 、議 案第

特別会 計予算
平成 三十一年度 秋田県市町村 振興資金特 別会計
予算
平 成三十一年 度秋田県沿岸 漁業改善資 金特別会
計予 算
平成三十 一年度秋田県 能代港エネ ルギー基地 建

第二 六、 議案 第

第 二五 、議案 第一 一四 号

算

第二一 、議 案第

別会計予 算

三 九号

四 七号

四六 号

四五 号

四 四号

四 三号

四 二号

四一 号

四〇 号

五、 議案第

九、 議案第

八 、議 案第

七 、議 案第

六、 議案 第

第
第
第
第
第
第一 〇、 議案 第
第 一一 、議 案第
第一二 、議 案第
第一 三、 議案第

及 び職 員の自 己啓 発等 休業に関 する条例の 一部
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第二 九、議案第
六 三号

六二号
市町村へ の権限移譲の 推進に関す る条例の一 部

秋 田県県税条 例等の一 部を改正する条 例案

を改正す る条例案
第三 〇、 議案第
第三一 、議案第
六 五号

六四号
秋 田県男女共 同参画セ ンター条例 及び秋田県ゆ

秋田 県児童会館 条例の一部 を改正する 条例案

を 改正する条 例案
第三二 、議 案第
と り生 活創造 セン ター 条例の 一部を改正す る条
例案
包 括外部監査契 約の締結に ついて

秋田県県 税条例の一 部を改正す る条例案

九一号

第三三、議 案第一一五号
第三四 、議案第

公立大学法人 国際教養 大学が徴収 する料金の 上

秋 田県リサイ クル製品の認 定及び利用 の推進に

正する 条例案

秋田 県歯科衛生 士修学資金貸 与条例の一 部を改

する条例 案

秋田県 看護職員修 学資金貸与条 例の一部を 改正

推進に関する 条例案

秋田県障 害者への理 解の促進及び 差別の解消 の

改 正する条例 案

秋 田県介護保 険法関係 手数料徴収 条例の一部を

正す る条例案

秋田 県民生委員 の定数を定 める条例の 一部を改

る条例 案

秋田県 福祉相談セ ンター条例 等の一部を 改正す

限の変更 に関する認 可について

公立大学 法人秋田県 立大学が徴 収する料金 の上

限 の変更に関 する認可 について

九 二号

七五 号

七四 号

七 三号

七 二号

七一 号

七〇 号

六九 号

九 三号

第三 五、議 案第
第三 六、 議案第
第三 七、 議案 第
第 三八 、議 案第
第三九 、議 案第
第四 〇、 議案第
第四 一、 議案 第
第 四二 、議 案第
第四三 、議 案第

関す る条例の一 部を改正す る条例案

第四四 、議 案第
第四 五、 議案第

七六 号
七 七号

六七 号

六六 号

九 九号

九 八号

九七 号

八〇 号

七九 号

七 八号

九 六号

九五 号

九四 号

第四 六、 議案第 一一 六号
第 四七 、議案 第
第四八 、議 案第
第四 九、議 案第
第五 〇、 議案第
第五 一、 議案 第
第 五二 、議 案第
第五三 、議 案第
第五 四、 議案第
第五 五、 議案 第
第 五六 、議 案第
第五七 、議 案第

秋 田県環境保 全センタ ー条例及び秋田 県営自然

公 園施設条例の 一部を改正 する条例案

秋田県専 用水道の水道 技術管理者 の資格を定 め

る 条例の一部 を改正す る条例案

秋田県 児童福祉施設 の設備及び 運営に関す る基

準を定め る条例の一 部を改正す る条例案

地方 独立行政法人 秋田県立療 育機構が徴 収する

料金の 上限の変更 に関する認 可について

地 方独立行政法 人秋田県立 病院機構の 中期計画

に関 する認可に ついて

平成三十一年 度自然公 園事業に要 する経費の 一

部 負担につい て

秋田県水 産振興セン ター条例等 の一部を改 正す

る条例案

秋田県 家畜保健衛 生所使用料 および手数 料徴収

条例の 一部を改正 する条例案

秋田 県家畜検査 等手数料徴 収条例の一 部を改正

する 条例案

平 成三十一年 度県営土 地改良事業 に要する経費

の 一部負担に ついて

平成三十 一年度水産 基盤整備事業 に要する経 費

の一部負担に ついて

平成三 十一年度林 道事業に要す る経費の一 部負

担につい て

秋田 県営観光レ クリエーショ ン施設条例 等の一

部を改 正する条例 案

秋 田県総合生 活文化会館条 例の一部を 改正する
条例 案
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第五八 、議 案第
第五 九、 議案第
第六 〇、 議案第
第 六一 、議案 第
第六二 、議 案第

六八 号
八 一号
八 二号
八三 号
八四 号

秋 田県スポー ツ科学セ ンター条例の一 部を改正
す る条例案
秋田県産 業振興プラザ 条例等の一 部を改正す る
条 例案
秋田県 法定外公共用 財産の使用 等に関する 条例
等の一部 を改正する 条例案
秋田 県所有者不明 土地の利用 の円滑化等 に関す

第七三 、議 案第一 〇六 号
第七 四、 議案第 一〇 七号

八九 号

第七 五、 議案第 一〇 八号
第 七六 、議案 第

平 成三十一年 度県北地 区広域汚泥処理 事業に要

す る経費の一部 負担につい て

平成三十 一年度急傾斜 地崩壊対策 事業に要す る

経 費の一部負 担につい て

平成三 十一年度港湾 事業に要す る経費の一 部負

担につい て

学校 職員の定数に 関する条例 の一部を改 正する
条例案

秋 田県立美術館 条例等の一 部を改正す る条例案

る特別 措置法関係 手数料徴収 条例案
第七七 、議 案第

九〇 号

秋 田県道路占用 料徴収条例 の一部を改 正する条

第 七九 、委 員会審 査、 調査継続 の件（請願 審査（請願第 五四号、請 願第五

特別 措置 に関す る条 例の 一部を改正す る条例案

義務教 育諸学校等 の教育職員 の給与等に関 する

秋田県 営住宅条例 の一部を改 正する条例案

第七 八、 議案 第一一 七号

八五 号

秋田 県建築基準 条例等の一部 を改正する 条例案

例案
第六三、 議案第
八六 号

六号、 請願第五七 号、請願第 五八号、

第 六四 、議 案第

請願第二 号、請願第 七号、請願第 一

秋田県建 築基準法関 係手数料徴 収条例の一 部を
改正する 条例案

一号 、請願第二 四号、請願 第二五号 、

薄

方

井
清

太

彦

司

八

六

四

二

番

番

番

番

佐

杉

石

藤

本

川

加賀屋

信

俊比古

徹

千 鶴子

事項 調査）

（常 任委員会 、議会運営 委員会の所 管

秋田県 行政財産使 用料徴収条 例の一部を 改正す

八 七号
八八 号

本日 の会議に付 した事件
議事日程 に同じ

請願第 五五号））

平成 三十一年度 都市計画事 業に要する 経費の一
部負 担について
平 成三十一年 度秋田湾 ・雄物川流 域下水道事業
に 要する経費 の一部負担に ついて
平成三十 一年度米代 川流域下水道 事業に要す る
経費の一部負 担につい て

番

吉

雄

太

午後一 時開議
一

番

佐 々木

健

平成三 十一年度流 域下水道汚泥 焼却施設の 維持
平成 三十一年度 流域下水道汚 泥炭化施設 の維持

三

番

木

本日の出席 議員
管理に 要する経費 の一部負担 について

五

鈴

管理に要 する経費の 一部負担に ついて

平 成三十一年 度県北地区広 域汚泥処理 施設の維

番

四十名

る条例 案

第六 五、 議案第
第六 六、 議案 第
第 六七 、議 案第一 〇〇 号
第六八 、議 案第 一〇一 号
第六 九、 議案第 一〇 二号
第七 〇、 議案 第一〇 三号
第 七一 、議 案第一 〇四 号
第七二 、議 案第一 〇五 号

七

喜

持管 理に要する 経費の一部 負担につい て
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三十 四番

三 十二 番

三 十 番

二 十八番

二十 五番

二十 三番

二 十一 番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

柴

佐

近

土

石

原

北

菅

鈴

沼

三

加

田

藤

藤

谷

田

林

原

東海林

平

田

山

木

谷

浦

藤

洋

美恵 子

正

健一 郎

幸

丈

博

晴

雄

茂

麻

敏

賢一郎

勝

一

悦

寛

子

正

文

洋

彦

大

純

人

里

四十 三番

四 十一番

三十九番

三十 五番

三十三番

三十一番

二 十九番

二十七番

二十 四番

二十二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

北

鶴

川

小

加

工

三

田

竹

佐

渡

石

髙

今

小

佐

林

田

口

松

藤

藤

浦

口

下

藤

部

川

橋

川

原

藤

康

有

隆

鉱

嘉

英

博

雄

英

雄

正

司

明

一

範

一

英

孝

治

ひと み

武

司

浩

策

晃

正一郎

番

三十 七番
小
木

番

四 十 番
鈴

知

事

事

事

前

川

堀

佐

越

川

原

井

竹

一

啓

敬

郎

浩

誠

一

久

一

聡

四十 二番

地方自 治法第百二 十一条による 出席者

副

知

名

知

観光文化スポーツ部理事

副

長

晴

部

廣

務

口

総

) 出

総 務部危 機管理 監 兼
(
広
報
監

●議 長（鶴田有 司議員）

長

産 業 労 働 部 長

農 林 水 産 部 長

生 活 環 境 部 長

健 康 福 祉 部 長

観光文化スポーツ部長

あきた 未来創造 部長

企 画 振 興 部 長

鎌

小

水

齋

高

保

妹

田

川

澤

藤

橋

坂

佐 々木

湯

部

元

尾

和

秀

雅

智

三

行

人

弘

聡

了

修

学

司

巌

明

務

部

課

次

部

神

田

設

会計管理者（兼）
出
納
局
長

建

長

猿

政

部

長

田

総

財

米

木

本

也

進

教育委員会教育長

鈴

察

達

長

警

こ れより本日 の会議を 開きます。

報

告

（ 朗読省略）

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

長

すので、 朗読を省略い たします。
議

一 、三 月六 日、次 の議 案につい て予算特別 委員長から 審査報告書が 提出さ
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同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

第 一一四号

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

議 案第

五七 号

五五号

五三号

五 一号

四九号

四七 号

四 五号

四三号

四一 号

三九号

三七号

れた。

同

同

同

同

第

第

第

第

議案第

九三号

九一 号

六 五号

六三号

六一 号

五九号

同
第

第

議案第

七 五号

七三号

七一 号

六 九号

同

同

同

同

第

第

第

第

第

四八号

四六号

四四号

四 二号

四〇号

三八号
れ た。

九 四号

同
第
五〇号

れた。

第

同
第
五 二号

同

同
第
五四号

九六号

同
第
五六号

第

同
第

同

同
第一一三号

同

同

同

同

第

第一一 五号

第

第

第

六四号

六二号

六〇号

九二号

同

同

同

同

同

同

第一一六号

第

第

第

第

七 六号

七四号

七二号

七〇号

同

第

第

議案 第

九八 号

八 〇号

七八号

議案 第

六八号

六六号

同

同

同

同

同

同

第一〇七 号

第一〇 五号

第一〇三号

第一〇一 号

第

第

第

議案第

八八号

八六号

八 四号

八二号

れた。
議案 第

第一一 七号

同

第

九 五号

同

同

同

第

第

第

九九号

九七号

七九号

同

同

第

第

八一号

六七号

同

同

同

同

同

同

同

同

第一〇八号

第一〇 六号

第 一〇四号

第一〇二号

第一 〇〇号

第

第

第

八七号

八 五号

八三号

同

第

九〇号

一、 関係 委員 会に おける 請願の審 査の結果は 、別紙「請 願審査結果 表」の

教育公安 委員長

総務企 画委員長

一、 三月六日、 次の委員 長から請願審査 継続申出 書が提出さ れた。

同

八九号

一、 三月 六日、 次の 議案 について教 育公安委員 長から審査報 告書が提出 さ

同

一、 三月六日、 次の議案 について建設委 員長から 審査報告書 が提出され た。

同

第

一、 三月 六日、 次の 議案 について産 業観光委員 長から審査 報告書が提出 さ

同

一、 三月 六日、 次の 議案 について農 林水産委員長 から審査報 告書が提出 さ

同

(5) (3) (1)

一、三 月六 日、次 の議 案につ いて総務企 画委員長から 審査報告書 が提出さ

同
第

れた 。

同

同
第

七七号

(13)(11)

(3) (1)

一、三 月六 日、次 の議 案につ いて福祉環境 委員長から 審査報告書 が提出さ

同

第

れた 。

同
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(12)

(6) (4) (2)

(4) (2)

(16)(14)(12)(10)(8) (6) (4) (2)

(2)

(22)(20)(18)(16)(14)(12)(10)(8) (6) (4) (2)
(10)(8) (6) (4) (2)
(10)(8) (6) (4) (2)

(15)(13)(11)(9) (7) (5) (3) (1)

(3) (1)

(23)(21)(19)(17)(15)(13)(11)(9) (7) (5) (3) (1)

(11)(9) (7) (5) (3) (1)

(9) (7) (5) (3) (1)

とおりで ある。
一 、三月 六日 、次 の委 員長から所 管事項の調 査継続申出 書が提出さ れた。
総務企 画委員長
福 祉環境委員 長
農林 水産委員長
産業観光 委員長
建 設 委 員 長
教育公 安委員長
一、三 月七 日、次 の事 項につ いて議会運営 委員長から 調査継続申 出書が提
出さ れた。
議会の 運営に関する 事項

議長の 諮問に関す る事項

一、三 月四 日、監 査委 員から 例月出納検 査の結果に関 する報告が あり、同
日、 各議員に配 付した。
【平 成三十一 年第一回定 例会（二月 議会）請願審 査
（委 員会）結果 表は巻末に登 載】
登載省略

日 程第一、弔詞 贈呈の件を 議題といた します。

例月 出納検査 報告書
●議長 （鶴 田有司 議員 ）

御報告 いたします 。

【議長 （鶴田有 司議員）起 立】
●議長（鶴 田有司議員 ）

本 県議 会大 関衛議 員は 、病気の ため、昨日 、午前十一時 十六分逝去 さ
れま した 。誠 に痛 惜の極 みであり 、哀悼の念 にたえませ ん。ここに 謹ん
で御報告 を申し上げ ます。
この 際、大関衛 議員の御冥 福を祈り、 黙禱を行いた いと思いま すので、

御起立願 います。
【 総員起立】
●議長（ 鶴田有司議 員）
【 総員黙禱】
●議長 （鶴田有司 議員）
【総員着席 】
● 議長 （鶴田 有司 議員 ）

黙禱を 始めます。

黙禱 を終わりま す。どうぞ 御着席願い ます。

お諮 りします。大 関衛議員に 対し、本議 会の議

決を もっ て弔 詞を贈 呈し たいと思 います。ま た、弔詞の 文案は、私に 一

任された いと存じます 。これに御 異議ありま せんか。

田

県

議

会

御異議ないも のと認め 、そのよう に決定いた し

【「異 議なし」 と呼ぶ者あ り】
●議 長（鶴 田有 司議 員）
ま す。

起草い たしました 弔詞文を朗 読いたしま す。
詞

【議長（鶴 田有司議員 ）起立】
弔
秋田県 議会議員と して
総 務企画委員 長並びに

建設 委員長の任 につかれるな ど

連続五期二 十年の長 きにわたり
県 勢発展のた め力を尽くさ れ

地域経 済や教育文 化の振興な ど

県民生活の向 上に大きく 貢献された

大関 衛議員の長 逝に対しま して
謹んで哀悼 の意を表 し
恭 しく弔詞を 捧げます。

秋

平成三 十一年三月 七日

【議長 （鶴田有 司議員）着 席】
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議 会の会議規 則、委員会 に関する条例 等に関する 事項

(3) (2) (1)

●議長 （鶴 田有司 議員 ）
に いたします。

弔 詞の贈呈方 について は、私が取り計 らうこと

お諮 りし ます。 日程 第二、 議案第五十 八号は、委員 会付託を省 略し、
直 ちに本会議 において 審議するこ とに御異議 ありませんか 。
御 異議ないも のと認め 、そのよう に決定いたし

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】
●議長 （鶴 田有 司議 員）
ま す。
日程 第二 、議 案第五 十八号 秋田県教育 委員会教育 長の任命に ついてを
議題とい たします。
本 案は 、秋田 県教 育委員 会の教育長 として米 田進氏を任 命するため、
議会の 同意を得よう とするもの であります 。
お 諮り しま すが、 本案 は、趣旨 説明、質疑 、討論を省略 し、直ちに 採
決する ことに御異 議ありませ んか。
御 異議ないも のと認め ます。

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議長 （鶴田有司 議員）

起 立者全員で あります 。よって、 議案第五十八

起立 によ り採決 いた します 。本案は、 同意すること に賛成の方 、御起
立 願います。
【賛成 者起立】
●議長 （鶴 田有 司議員 ）
号 は同意され ました。
次に 、日 程第 三、議 案第三 十七号から 日程第七十 八、議案第百 十七号
までの議案七 十六件を 一括議題と いたします 。
各委 員長の報告 を求めます 。まず、予算 特別委員長 の報告を求 めます。
ただい ま議題となり ました案件 につい

【三十九番 （予算特別 委員長川口 一議員）登 壇】
● 予算 特別 委員長 （川 口一議員 ）

て、予 算特別委員 会における 審査の経過 と結果を報告 申し上げま す。
本委 員会に おい て審 査した案 件は、当初 予算では、議 案第三十七 号平
成 三十 一年度 秋田 県一 般会計予 算、総額五 千七百四十 億八千九百 万円の

ほか 、議 案第三 十八 号、議 案第三十九 号、議案 第四十号、議案 第四十一

号 、議 案第四 十二 号、 議案第四 十三号、議 案第四十四 号、議案第 四十五

号、 議案 第四十 六号 、議 案第四十 七号、議案第 四十八号、 議案第四十 九

号 、議案第五 十号、議 案第五十一 号、議案第 五十二号、議 案第五十三 号、

議案 第五十四号 、議案第五十 五号、議案 第五十六号 及び議案第 五十七号、
合わせて 二十一件で あります。

今 回の 当初予 算案 は、 本県の最 重要課題であ る人口減少 社会への対 応

と、 「第 三期 ふるさ と秋 田元気創 造プラン」 に基づく施 策等の推進の 加

速化の二つの視点に立ち、第三期プランの「重点戦略」及び「基本政

策 」に 基づく 施策 等に 重点的に 取り組むこ とを基本に して計上され てお
ります 。

ま た、 追加 付託さ れた 補正予算 関係は、議 案第百十三号 平成三十年 度

秋田 県一 般会 計補 正予 算（第八号 ）及び議案 第百十四号 平成三十年 度地

方独立行政法人秋田県立病院機構施設整備等貸付金特別会計補正予算
（第 三号）の二 件でありま す。

今回 の追 加付託 され た一般 会計補正予 算案は、決算 見込みによ る事業

費 の減 につ いて 計上さ れてお り、五億九 千八百九十 六万円の減 額であり

ま す。 これに より 、平 成三十年 度の補正後の 予算総額は 、六千百十 六億
六千百十 二万円とな ります。

審 査に 当たっ ては 、ま ず当局か ら説明を聞き 、各分科会 及び総括審 査

におい てそれぞれ 質疑を行い ました。

その主な内容 について申 し上げます 。

ま ず 、 総 務 企 画 分 科 会 で は 、 「 自 主 防 災 リ ー ダ ー 育 成 支 援 事 業 」、

「秋 田Ｉ ＣＴ戦 略事 業」 、「すこやか 子育て支 援事業」な どについて 質
疑 がありまし た。

また 、福 祉環 境分 科会では 、「介護人 材確保対策 事業」、「 水道事業

基盤強化 対策事業」 などについて 質疑があり ました。

ま た、 農林水 産分 科会で は、「研究 ・活動費 」、「経営 体育成基盤 整
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備事 業」 、「全 国豊 かな海 づくり大会 推進事業 」などについて 質疑があ

ド 感に 欠ける と言 わざ るを得な い。今回の 報告を一つ の区切りと し、県

を費 やし ながら 、い まだ何 も結論が出 ないとい う点については 、スピー

とし て建 設場所 につ いて 何らかの 方針を示すべ きであると 考えるがど う

り ました。
また 、産 業観光 分科 会では 、「『東京 オリ・パラ』 あきたの文 化発信

か とた だし たの に対 し、新た なスタジア ムの整備に ついては、 これまで

タジ アム 整備の あり 方検討 委員会」か らの提言 等を踏まえ 、協議会にお

事 業」 、「 スポ ーツ 王国創成 事業」、「 あきた創業 スタートア ップ支援
また 、建設 分科 会で は、「あ きた循環の みず協働推 進事業」、 「県単

い て、 「秋田 市八 橋運 動公園 」など三カ所 を候補地と しながら、 施設規

手 順を 踏んで 検討 を進 めてきた ところであり 、今年度は 、昨年度の 「ス

秋 田空 港駐車 場利 便性 向上事 業」、「県有 財産利活用 推進事業」 などに

模や 機能 、概 算事業 費、 ランニン グコストな どの検討と ともに、候補 地

事業 」、「人材 確保対策事業 」などにつ いて質疑が ありました 。

ついて 質疑があり ました。

ごと の立地 条件 を踏 まえた 広さ、駐車場 の確保など について協 議が行わ

れ た結 果、い ずれ の候 補地にも 課題がある と報告され たところであ る。

また、教育 公安分科会で は、「サイ バーセキ ュリティ戦 略推進事業」 、
「 社会 教育施 設改 修事 業」、「 運動部活動 活力アップ 支援事業」な どに

この ため 、平成 三十 一年 度は、まずは 報告書で 示された三 カ所の候補 地

がら 、秋 田市 とと もに 解決策を探 っていきた いと考えて いる。例え ば、

の 課題 につ いて、 先進 地から の情報収集 のほか、専門 家の意見を 伺いな

ついて 質疑がありま した。
次 に、 総括 審査に つい てですが 、はじめに 「離職者の県 内定着につ い
て」で あります。

定 に、 全力 を挙 げて取 り組む べきではな いかとただ したのに対 し、県内

の情 報の 把握や 、引 き続 き県内企 業に就職して いただくた めの方策の 策

秋 田労 働局や 産業 労働 部、教育 庁などの関 係者が連携 して、離職 した方

可 能性 を見極 める とと もに、三 カ所ともふさ わしくない となった場 合に

深 めて まい りた い。そ うした 検討を重ね た上で、ま ずは三つの 候補地の

を含 めた 検討な ど、 それ ぞれの候 補地について 、幅広い観 点から検討 を

さ らに は、解 体予 定と なってい る秋田市文 化会館など の周辺敷地 の活用

八橋運動 公園につい ては、公園内 のスポーツ 科学センタ ーや県立体 育館、

企 業を 離職さ れた 方に 改めて県 内企業に就職 していただ くためには 、離

は、 新た な候補 地の 選定も 視野に入れ なければ ならないと 考えていると

県内 企業に 就職 して も、数年 後に離職す る新規学卒者 は少なくな い。

職者 に対 して、 県内 企業に ついての詳 細な情報 を提供する ことが一つの

次に、 「イージス ・アショア について」で あります。

の 答弁があり ました。

し、 離職 され た方の 情報 を把握で きる仕組み や手法を研究 し、その結 果

来年度、防衛 省から調査 結果等の説 明がある と思われる が、その間に 、

手 法に なると 思う 。ま た、来 年度には、秋 田労働局や 市町村など と連携
を可能 な限 り実 施に 移せる よう取り組み たいと思う との答弁が ありまし

万二 千円 、平 成三 十年度 は、県と 秋田市等の ホームタウ ンが合わせ て一

新 たな スタ ジアム の整 備につい ては、平成 二十九年度は 、県が八十 九

次に、「新 スタジア ム整備構想 について」 であります 。

ただ した のに対 し、 国に対 しては、幾 ら予算をかけ てでも絶対 に住民を

予算 が必 要に なっ たとし ても、予 算措置が間 に合わない のではない かと

イ トに なる と思わ れる が、県 や市が調査 結果等を検証 ・協議する ための

が決 まる ことと なる 。そ の後の配備決 定までの スケジュー ルは非常に タ

国 会に おいて イー ジス ・アショ ア関連の予 算が可決され 、購入する こと

千万 円の 予算を かけ て検討 を重ねてき たところであ る。このた び「新ス

守 ると いう対 応が 必要 であると 伝えており 、配備計画 が示される までは

た。

タ ジア ム整備 構想 策定 協議会」 から報告書 が提出され たが、多く の労力
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地 元を 含め て議 論を していく ことが必要 であると考 えており、 そのため

県と して は、ま ずは 配備 計画等を 含めた全体像 が示された 後で、議会 や

に 要す る経費 を国 が予 算化する のは、平成 三十二年度 以降と思わ れる。

業 」は 、この 利用 状況 や課題を 踏まえて実施 するものと 思われるが 、ど

経過した。基金を活用した「農産物グローバルマーケティング推進事

品を 西日 本やア ジア に翌 日に配達 するサービス が開始され てから二年 が

ａ ｒｇ ｏと「 秋田 県産 品の販路 拡大に向け た連携協定 」を締結し 、県産

Ｃ

の 時間 を十分 に確 保す ることや 、地元の理解 が得られな い限り、物 理的

のように して県産品 の輸出拡大 につなげて いくのかとた だしたのに 対し、

県で は、平 成二 十八 年度、ヤ マト運輸株 式会社、株 式会社ＡＮＡ

な工 事に は着手 しな いこと などについ て、防衛 省に対して 申し入れをし

連 携協 定によ る関 西圏 、ある いは沖縄を経 由したアジ ア圏への航 空輸送

一定 の時 間があ るの ではな いかと考え られるこ とから、物理的 な工事等

て まいりたい との答弁があ りました。

が低 くな る計 算方 法を 用いている ようだが、 根拠となっ たデータな どの

と ただ した のに対 し、 医師偏 在指標は、 高齢化の顕著 な本県では 、数値

域偏 在解 消等に つい て、 もっと大胆な 対策を取 るべきと考 えるがどう か

全 国最 下位と なっ た。 県は、要 因を調査す るとともに 、医師の確保 や地

二百 万人 の外国 人が 訪れる 沖縄県の琉 球王国市場と いう商業施 設におい

ティ ング 推進 事業 では 、本県のタ ーゲットで あるアジア 圏を中心に 年間

仕 組み づく りが課 題と 考えて いる。この ため、農産物 グローバル マーケ

かく 把握 するほ か、 比較 的小規模の農 業法人や 個人がチャ レンジでき る

今 後さ らに輸 出を 拡大 していく ためには、 輸出国ごと のニーズをよ り細

サー ビス は、 これま で企 業や団体 に利用され 、主に枝豆 や比内地鶏な ど

詳細 は、 まだ公 表さ れてい ないため、 現時点では十 分な要因分 析ができ

て 、秋 田なら では の農 産物を通 年で展示・ 販売しなが ら、外国人 の嗜好

次に、 「医師確保 について」 であります。

な い状 況にあ る。 医師 不足等の 解決のため 、県ではこ れまで、秋 田大学

に合 った 品質や 味、 食べ 方などに ついてマーケ ティング調 査し、アジ ア

の農産物 を輸送してき たが、海外 にはサンプ ル的なもの に限られてい る。

地域 枠修 学資金 の活 用な どにより 様々な対策を 講じてきた ところであ る

圏 への 輸出 拡大 に努め るとと もに、本県 に対するイ メージアッ プを図っ

先般 、厚生 労働 省が 公表した 医師偏在指標 において、 北秋田医療 圏が

が 、来 年度 は、 地域バ ランス の改善もと れるよう目 標を掲げて 、「医師

て秋 田への誘客 促進にも寄与 してまいり たいとの答 弁がありま した。

その ほか、 「新 幹線 構想につ いて」、「 洋上風力発 電等の再生 可能エ

確保計画」を策定するほか、新たに「地域の外来医療機能維持支援事
業」 によ り、病 院を 退職す る医師と後 継者のい ない診療所 とのマッチン

質疑を 終了 し、 討論 なく、採 決の結果、議 案第三十七 号、議案第 五十

ネ ルギ ーにつ いて 」、 「漁業 振興について 」などに関 して質疑が ありま

国に対 して 、こ れま でも過 疎地や医師不 足地域に医 師を誘導す るような

五 号及 び議案 第五 十六 号、以上 三件につい ては、賛成多 数をもって 、議

グ を促 進する など 、医 師確保 や偏在解消の 対策に努め てまいりた い。ま

政 策を 繰り返 し要 望や 提案をし てきている が、今後の人 口減少を見 据え

案第 三十 八号か ら議 案第 五十四号まで 、議案第 五十七号、 議案第百十 三

した。

た医 師数 の抑制 や、 居住 地や職業選択 の自由な どのため、 なかなか進 展

号 及び 議案 第百十 四号 、以上 二十件につ いては、全会 一致をもっ て原案

た、医 師の不足や 偏在は国全 体の問題であ ることから 、全国知事 会では、

が みら れな いこと から 、引き 続き、地方 で勤務する医 師に対する 診療報

のとお り可決すべ きものと決 定した次第 であります。
●議長 （鶴田有司 議員）

総 務企画委員 長の報告を求 めます。

以上、報告 を申し上 げます。

酬で の評 価や 首都 圏から の協力体 制の構築な ど、抜本的 な対策を講 ずる
ようしっ かりと国へ 要望してまい りたいとの 答弁があり ました。
次に 、「農林漁 業振興臨時 対策基金事 業について」 であります 。
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【二十三番 （総務企画 委員長北林丈 正議員）登 壇】

条第二項 の規定に基 づき、議会の 議決を求め るものであ ります。

議 案第 百十五 号は 、地 方税法の一部 改正に伴 い、都道府 県等に対す る

寄附 金に 係る個 人県 民税 の特例控 除及び環境へ の負荷の少 ない自動車 を

ただい ま議題とな りました、 議案第

五十 九号 、議案 第六 十号 、議案第 六十一号、議 案第六十二 号、議案第 六

対 象と した 自動 車取 得税の特 例措置の見 直し等を行 おうとする ものであ

● 総務企 画委 員長 （北 林丈正議員 ）
十 三号 、議 案第 六十 四号、議 案第六十五 号、議案第 九十一号、 議案第九
りま す。

度 であ るか ら、そ の基 準とな る「地場産 品」の定義は 明確なもの とする

ない 場合 、特例 控除 の対 象とならなく なるとの ことだが、 税に関する 制

今 回の 地方税 法の 改正に より、ふる さと納税 の返礼品が 基準を満たさ

ります。

議案 第百 十五 号秋田 県県税 条例の一部 を改正する 条例案につ いてであ

が 、その主な 内容について 申し上げま す。

審査 に当た って は、 当局から それぞれ説 明を聞き、 質疑を行い ました

十 二号 、議案 第九 十三 号及び議 案第百十五号 、以上十一 件について 、総
務企画委 員会におけ る審査の経 過と結果を 報告申し上げ ます。
本 委員 会に付 託さ れま した議案 第五十九号は 、動物の愛 護及び管理 に
関す る施 策を 一層推 進す るため、 秋田県動物 管理センタ ーを秋田県動 物
愛護セン ターに改編し ようとする ものであり ます。
議 案第 六十号 は、 労働基 準法の一部 改正に鑑 み、正規の 勤務時間以外
の時間 における勤務 に関する事 項を定めよ うとするも のであります 。
議 案第 六十 一号は 、学 校教育法 の一部を改 正する法律の 施行に伴い 、

形が 定着 してい るが 、ふる さとへの支 援を行ったと して名誉を たたえる

必要 があ る。 地場 産業 の振興につ ながること から、品物 を返礼品と する

議案 第六十 二号 は、 地方税法 の一部改正 に伴い、一定 の申告等を 電子

な ど、 新しい 返礼 の形 も示すこ とができれ ば、ふるさ と秋田とし てのＰ

所要の 規定の整理 を行おうと するもので あります。
情 報処 理組織 を使 用し 、かつ、 地方税共同 機構を経由 して行う場 合に係

す こと を検 討し てはど うかと ただしたの に対し、ふ るさと納税 制度の趣

Ｒに もな る。市 町村 と相 談の上で 、秋田県全体 でそういっ た方向性を 示

議 案第 六十 三号 は、知 事の権限 に属する事 務の市町村 への移譲の 推進

旨 に鑑 み、県 より も住 民に身近 である市町村 が中心とな って取り組 むべ

る規定 の整備を行 おうとするも のでありま す。
を 図る ため、 経由 事務 に建築物 の建蔽率の特 例に関する 許可申請の 受理

と って きたと ころ であ る。そ の後、各市町 村も様々な 工夫を凝ら し、独

きと考え、制度開始当初から、県は、市町村の取組を支援する立場を

議 案第 六十四 号は 、秋 田県児童 会館のホール 等の使用料 の時間区分 を

自性 を打 ち出 してき たの がこの十 年間の歩み であり、これ まで各市町 村

等の事務 を加えよう とするもの であります。
改め ると とも に、プ ロジ ェクター を使用する 者から使用料 を徴収しよ う

の取組 とと もに 成長 してき た制度でもあ ることから 、今回の制 度改正を

●議長 （鶴田有司 議員）

福 祉環境委員 長の報告を求 めます。

以上、報告 申し上げ ます。

一致 をも って 原案 のとお り可決す べきものと 決定した次 第でありま す。

質 疑を 終了 し、討 論な く、採決 の結果、議 案第五十九外 十件は、全 会

たいと考 えていると の答弁があ りました。

踏 まえ つつ、 今後 も各 市町村の 自主性を尊 重しながら取 り組んでま いり

とするものな どであり ます。
議 案第 六十五 号は 、消費 税法の一部 改正及び 秋田県県税条例 の一部を
改正 する 条例の 一部 の施 行に鑑み、あ きた未来 創造部関係 条例の使用 料
の 額を改定し ようとす るものでありま す。
議案 第九 十一 号は 、平成三 十一年度の 包括外部監 査について 、委託契
約を締結 しようとす るものであり ます。
議 案第 九十二 号及 び議案 第九十三号 は、地方 独立行政法 人法第二十 三
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【十一番（ 福祉環境委 員長三浦茂人 議員）登壇 】
ただい ま議題とな りました、 議案第

理を行お うとするも のであります 。

議 案第 七十六 号は 、消 費税法の一部 改正及び 秋田県県税 条例の一部 を

改正 する 条例の 一部 の施 行に鑑み 、生活環境部 関係条例の 使用料の額 を

● 福祉環 境委 員長 （三 浦茂人議員 ）
六十 九号 、議案 第七 十号 、議案第 七十一号、議 案第七十二 号、議案第 七

改 定しようと するもの であります 。

る基 準の 一部改 正に より 、乳児院 等の職員の資 格要件につ いて所要の 規

議 案第 百十六 号は 、省 令で定める児 童福祉施 設の設備及 び運営に関 す

を関係市 町村に負担 させようとす るものであ ります。

議案 第九 十六 号は 、平成 三十一年度自 然公園事業 に要する経 費の一部

づ き、議会の 議決を求 めるものであり ます。

関す る認 可につ いて 、地 方独立行政法 人法第八 十三条第三 項の規定に 基

議 案第 九十五 号は 、地方 独立行政法 人秋田県 立病院機構 の中期計画に

第二項の 規定に基づき 、議会の議 決を求める ものであり ます。

金の 上限 の変 更に関 する 認可につ いて、地方 独立行政法 人法第二十三 条

議 案第 九十四 号は 、地 方独立行 政法人秋田県 立療育機構 が徴収する 料

備を行お うとするも のでありま す。

議 案第 七十七 号は 、水道 法施行令の 一部改正に伴 い、所要の 規定の整

十 三号 、議 案第 七十 四号、議 案第七十五 号、議案第 七十六号、 議案第七
十 七号 、議案 第九 十四 号、議案 第九十五号、 議案第九十 六号及び議 案第
百十 六号 、以上 十三 件につ いて、福祉 環境委員 会における 審査の経過と
結 果を報告申 し上げます。
本委 員会 に付 託され ました 議案第六十 九号は、消 費税法の一 部改正及
び秋 田県県 税条 例の 一部を 改正する条例 の一部の施 行に鑑み、 健康福祉
部関 係条例の使 用料等の額 を改定しよう とするもの であります 。
議案 第七十 号は 、地 域の実 情に鑑み、民 生委員の定 数を改めよ うとす
る ものであり ます。
議案 第七 十一 号は 、介護 支援専門員実 務研修受講 試験及び介 護支援専
門員 実務 研修の 実施 に要す る費用の適 正な負担を確 保するため 、同試験
の 試験 問題作 成事 務等 の手数料 の額を引き 上げようと するもので ありま
す。

審 査に 当たっ ては 、当局 からそれぞ れ説明を聞き 、質疑、討 論なく、

定 の整備を行 おうとす るものであ ります。

本 理念 を定め 、県 の責 務等を明 らかにすると ともに、障 害を理由と する

採決 の結 果、議 案第 六十九 号外十二件 は、全会 一致をもっ て原案のとお

議 案第 七十 二号 は、障 害を理由 とする差別 の解消の推 進について 、基
差別 に関 する相 談及 び紛争 の解決のた めの体制 の整備や、 障害を理由と

り 可決すべき ものと決定し た次第であ ります。

案に ついて」で あります。

はじめ に、 健康 福祉 部関係の 「秋田県受動 喫煙防止条 例（仮称） 骨子

次に、 所管事項審 査における 主なる質疑に ついて申し 上げます。

す る差 別の解 消に 関す る施策 の基本的な事 項を定める ことにより 、障害
を理由 とする差別 の解消を推 進しようとす るものであ ります。
議案第 七十 三号 は、 学校教育 法の一部改正 により、専 門職大学に 在学
す る者 に係る 修学 資金 の返還等 に関し、所 要の規定の整 備を行おう とす

規 模飲 食店 であっ ても 、従業 員を使用し ている場合は 規制の対象 にして

骨子 案によ ると 、県 が制定 しようとする 条例では、 猶予措置の ある小

議 案第 七十 四号は 、医 療従事者 に係る他の 修学資金制度 との均衡を 図

いる とと もに 、指 定たば こ専用喫 煙室につい ても設置し ないよう努 める

るもので あります。
るた め、 修学 資金 の返還 の債務を 免除する要 件を緩和し ようとする もの

こと を求 めてお り、 改正健 康増進法よ りも、事業者 にとって厳 しい内容

と なっ ている 。さ らに 、駅や空 港などにつ いても屋内 禁煙とする とのこ

でありま す。
議 案第 七十五 号は 、工業 標準化法の 一部改正 に伴い、所 要の規定の 整
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とで は、 飲食店 でも 一定 の基準を満た す場合は 、外部に煙 が漏れない 喫

う でな いエリ アの 区分 を明確に しようとす るものであ る。当該条例 のも

被害 から子 供を はじ めとす る県民を守る ため、喫煙 が可能なエ リアとそ

康へ の影 響が 明らか にな っている たばこの煙 、特に受動 喫煙による健 康

え てい くこと がで きる よう、 健康寿命の延 伸を図る環 境整備とし て、健

行と いう 本県の 将来 的な課 題を背景に 、高齢に 達しても元 気に秋田を支

の かと ただし たの に対 し、当該 条例は、人口 減少と高齢 化のさらな る進

で はな いか と懸 念す る。本当 にここまで 厳しい規制 を設ける必 要がある

を与 える ほか、 かえ って 屋外での 無秩序な喫煙 を助長する 結果を招く の

て いる よう に、目 撃情 報が多 い地域での 巡視時にイノ シシを発見 次第、

う手 順で は迅速 な対 応が できないため 、ニホン ザル対策に おいて実施 し

害 等の 情報に 基づ いて 有害捕獲 許可を出し 、それから 捕獲に向かう とい

える ことと して いる 。捕獲 の手法につい ては、通常 行っている 農作物被

はな いこ とか ら、第 二種 特定鳥獣 管理計画に おいても強 力な捕獲圧を 加

た だし たのに 対し 、イ ノシシ は従来秋田県 内に生息し ていた野生 動物で

喫緊 の対 策が必 要と 考える が、どのよ うな対策 法を検討し ているのかと

の 訴え を聞く 機会 も増 えている 。他県におけ る急激な増 加状況を見 ても

か ら話 題と され てき たが、昨 今は、農家 からイノシ シによる農 作物被害

また 、県 内にお ける イノシ シの増加に ついては、当 委員会でも かねて

じめ 、各 種総合 的な 対策を 実施し、適 正な個体 数管理を図って いく考え

煙 専用 室を 設けた り、 屋外の 受動喫煙が 生じる恐れが ない箇所に 喫煙所

捕獲 でき るよ うな 態勢 づくりの検 討を行って いきたいと 考えている 。対

とで 、屋 内でた ばこ を吸え る場所はほ とんどな くなってしまう ようにも

を設 けた りす るこ とは 可能である 。また、規 制内容につ いては、条 例制

策推 進の ための 予算 確保に ついては、 農林水産部と の連携のも と、農林

で あるとの答弁 がありまし た。

定の 検討 過程で 実施 したア ンケート調 査において、 飲食店の経 営者から

水 産省 所管の 鳥獣 被害 防止総合 対策交付金 等の財源を 活用するこ とで、

思 われ るが、 これ ほど に規制を 強めると、 経済活性化 や観光振興 に影響

一 律な 対応を 望む 声が 多く聞か れたことを 反映したも のであるこ とを御

必要な 施策を展開 してまいりた いとの答弁 がありまし た。

農林 水産委員長 の報告を求 めます。

ただい ま議題とな りました、 議案第

十八号 及び 議案 第九 十九号 、以上六件に ついて、農 林水産委員 会におけ

七十 八号 、議 案第七 十九 号、議案 第八十号、 議案第九十七 号、議案第 九

● 農林 水産委 員長 （小 松隆明議 員）

【三十五番 （農林水産 委員長小松 隆明議員）登 壇】

●議長 （鶴田有司 議員）

以 上、報告を 申し上げま す。

理解 いた だきた い。 本県 の受動喫 煙に係る現状 を念頭に置 きつつ、そ の
改 善を 目指 し、 受動喫 煙を望 まない方々 と喫煙者や 事業者の方 々のいず
れ に対 しても 十分 な配 慮を欠か さないことを 前提に、秋 田県独自の 受動
喫煙 防止 のため の条 例を制 定する必要 があると いうのが県 の立場である
と の答弁があ りました。
次に 、生 活環 境部関 係の「 ツキノワグ マの推定生 息数について 」及び
「秋田県第二 種特定鳥 獣管理計画 の変更につ いて」であ ります。

本委 員会に 付託 され ました 議案第七十八 号は、消費 税法の一部 改正及

る審 査の経過と 結果を報告 申し上げます 。

グマ の生 息数調 査に より 、今年四月一 日現在の 推定生息数 として約三 千

び 秋田 県県 税条例 の一 部を改 正する条例 の一部の施行 に鑑み、農 林水産

昨 年度 から実 施し ている 、カメラト ラップ法 を用いた県内の ツキノワ
七 百頭 とい う数値 が得 られた とのことだ が、これを踏 まえてどの ような

議案 第七十 九号 は、 家畜の病 理解剖検査 を受けようと する者等か ら手

部関係 条例の使用 料等の額を 改定しよう とするもので あります。

ら、 秋田 県の個 体群 はある 程度捕獲圧 を強めたとし ても、当面 、絶滅す

数 料等 を徴収 する とと もに、牛 の「ヨーネ 病」及び蜜 蜂の「腐そ 病」の

対策 を講 じて いく のかと ただした のに対し、 今回得られ た推定生息 数か
る 恐れ はない と推 測さ れるため 、今後は一 定の捕獲圧 を加えるこ とをは
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検査 に要 する費 用の 適正な 負担を確保 するため 、これらの手数 料の限度

表 現す るもの 、こ れま でにない 斬新な名称 など、様々 な切り口が 考えら

を想 定し ている 。名 称につ いては、秋 田をイメ ージさせるもの や食味を

れるの で、慎重に 検討してまい りたいとの 答弁があり ました。

額 を引き上げよ うとするも のでありま す。
議案 第八 十号は 、牛 の「ヨ ーネ病」及 び蜜蜂の検査 に要する費 用の適

四県 の会 議が開 催さ れると のことであ る。ハタ ハタに対す る思いが非常

次 に、「ハタ ハタの漁獲 状況と今後 の対応に ついて」であり ます。

議案 第九十 七号 、議 案第九十 八号及び議 案第九十九 号は、当該 事業に

に 強い 本県が 、こ の会 議をリ ードしなけれ ばならない と考えるが どうか

正 な負 担を 確保 する ため、こ れらの手数 料の額を引 き上げよう とするも

要 する 経費の 一部 を関 係市町 村に負担させ ようとする ものであり ます。

とた だし たの に対し 、ハ タハタは 、まさに県 の魚であり 、県民のハタ ハ

こ の三 月に「 北部 日本海 海域ハタハ タ資源管理協 定」を更新 する関係

審査 に当 たっ ては、 当局か ら説明を聞 き、質疑、 討論なく、 採決の結

タに かける 強い 思い は十分 に感じており 、安定した 漁獲が続け られるよ

ので あります。

果、 議案第 七十 八号 外五件 は、全会一致 をもって原 案のとおり 可決すべ

う 、資 源管理 を徹 底し たいと考 えている。 このため、 三月に秋田市 で開

催す る会 議では 、各 県の 資源管理に向 けた取組 や今後の取 組の方向性 に

きも のと決定し た次第であ ります。
次に、 所管事項審査 における主 なる質疑に ついて申し 上げます。

つ いて 意見 交換を 行う など、 県漁協とと もに議論をリ ードしてま いりた

産 業観光委員 長の報告 を求めます。

【三十四 番（産業観 光委員長佐藤 賢一郎議員 ）登壇】

●議長 （鶴田有司 議員）

以上、報告 申し上げ ます。

いと考 えていると の答弁があ りました。

は じめ に、 「極良 食味 新品種と なる系統の 選定等につい て」であり ま
す。
新品 種の食 味は 非常 によく、 この食味を 維持しブラン ドを確立し てい
く ため には、 栽培 地域 や栽培方 法など厳格 な基準を定 める必要が あると
思う 。平 成三十 四年 度に は一般作 付が始まるス ケジュール となってい る

第 六十 六号、 議案 第六 十七号、 議案第六十八 号及び議案 第八十一号 、以

た だいま議題 となりまし た、議案

品種 は、成熟期 が「あきたこ まち」より も十日ほど 遅い晩生品 種であり、

上四 件に ついて 、産 業観光 委員会にお ける審査 の経過と結 果を報告申し

● 産業 観光 委員長 （佐 藤賢一郎 議員）

気象 条件 によっ ては 登熟不 良や食味低 下といっ たリスクが 高まることか

上 げます。

が 、ど のよ うな 地域に 作付を 誘導してい くのかとた だしたのに 対し、新

ら 、県 内全域 での 栽培 は難し いと考えてい る。しかし 、中山間地 であっ

本委 員会 に付 託され ました 議案第六十 六号は、消 費税法の一部 改正及

び秋田 県県 税条 例の 一部を 改正する条例 の一部の施 行に鑑み、 観光文化

ても 、地 域に よって は、 田植えを 早めること によって登熟 期間を確保 で
きる可能性が あること から、現地 栽培試験の 結果や地域 の実情を踏ま え、

議案 第六十 七号 及び 議案第 六十八号は、 消費税法の 一部改正及 び秋田

スポ ーツ部関係 条例の使用 料等の額を改 定しようと するもので あります 。

また 、新品 種の デビ ューに 当たっては、 極良食味米 にふさわし い名称

県 県税 条例 の一部 を改 正する 条例の一部 の施行に鑑み 、秋田県総 合生活

栽培 適地を決め てまいりた いとの答弁が ありました 。
に する こと が必要 だと 思うが 、どのよう に決定してい くのかとた だした

議案 第八十 一号 は、 消費税法 の一部改正 及び秋田県県 税条例の一 部を

文化会 館等の使用 料の額の改 定等をしよ うとするもの であります 。

ド化 戦略 本部」 にお いて検 討すること になるが、現 時点では、 平成三十

改 正す る条例 の一 部の 施行に鑑 み、産業労 働部関係条 例の使用料 の額を

のに 対し 、名 称決 定の方 法は、今 年の五月に 立ち上げる 「新品種ブ ラン
二 年四 月以降 に全 国か ら公募を 開始し、同 年十月には 最終決定す ること
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改定しよ うとするも のであります 。
審 査に 当たっ ては 、当 局からそれぞ れ説明を 聞き、質疑 を行い、討 論
なく 、採 決の結 果、 議案 第六十六 号外三件は、 賛成多数を もって原案 の
と おり可決す べきもの と決定した 次第であり ます。
次に 、所管事項 審査における 主なる質疑 について申 し上げます 。
「新 スタジ アム 整備 構想策定 協議会報告 書の概要に ついて」で ありま
す。

び秋 田県 県税条 例の 一部を 改正する条 例の一部 の施行に鑑み、 建設部関

係 条例の使用料 等の額を改 定しようと するもの であります。

議案 第八 十三号 は、 所有者 不明土地の 利用の円滑化 等に関する 特別措

置 法の 施行 によ り、 土地使用 権等の取得 の裁定を受 けようとす る者等か

ら手 数料を徴収 しようとする ものであり ます。

議案 第八十 四号 は、 道路法施 行令の一部 改正により 、所要の規 定の整

備 を行おうと するものであ ります。

の使用の 実態により、 これらの施 設を廃止し ようとする ものでありま す。

議案 第八 十五 号は、 県営矢 留改良住宅 児童遊園及 び同改良住 宅集会所

進展 が見ら れず 、県 民から も、いつ建設 に向けた結 論が出され るのか、

議 案第 八十六 号は 、建築 基準法の一 部改正に より、所要 の規定の整理

協議 会か らの 報告書 が示さ れたが、こ れまでの議 論を含めて 具体的な
先 が見 えない とい う声 も聞こえ てきている 。今回調査 した三カ所の 候補

議 案第 八十 七号は 、建 築基準法 の一部改正 により、建築 物の建蔽率 に

を行お うとするもの であります 。

く のか とた だした のに 対し、 本協議会で は、新スタジ アムの整備 候補地

関す る特 例許 可を 受け ようとする 者等から手 数料を徴収 しようとす るも

地そ れぞ れに課 題が ある とされた中で 、今後ど のように議 論を進めて い
は秋 田市 市街 地が 望ま しいという 、昨年度の 「スタジア ム整備のあ り方

議 案第 八十八 号は 、消 費税法の一部 改正及び 秋田県県税 条例の一部 を

のであり ます。

を 整理 するこ とを 第一 の目的と して議論を 進めてきた ところであ る。今

改正 する 条例の 一部 の施 行に鑑み 、行政財産の 目的外使用 に係る使用 料

検討 委員 会」か らの 提言を 踏まえて候 補地を選定し 、候補地ご との課題
後は 、県 と秋田 市と で専 門家から の聞き取りな どを行いな がら、今回 整

の 額を引き上 げようと するもので あります。

のとおり可決 すべきも のと決定し た次第であ ります。

なく 、採 決の 結果、 議案 第八十二 号外十五件 は、全会一致 をもって原 案

審 査に 当たっ ては 、当 局からそ れぞれ説明を 聞き、質疑 を行い、討 論

一部を関 係市町村等 に負担させ ようとするも のでありま す。

議 案第 百号か ら議 案第百 八号までの 九件は、当該 事業に要す る経費の

理 され た課 題が 解決可 能か、 一つ一つ時 間をかけて 、しっかり と丁寧に
検討 を進めてま いりたいとの 答弁があり ました。
建 設委員長の 報告を求 めます。

以上、報告 申し上げ ます。
●議 長（鶴田有 司議員）

【二十五 番（建設委 員長原幸子 議員）登壇】
ただいま議 題となりま した、議案 第八十二

次に 、所管事項 審査におけ る主なる質疑 について申 し上げます 。

●建設 委員 長（原 幸子 議員）

号 、議 案第八 十三 号、 議案第八 十四号、議 案第八十五号 、議案第八 十六

はじ めに、 建設 部関 係の「 公共工事にお ける設計労 務単価とＡ Ｉの活

な どに 応じた 、き め細 かな設計 労務単価の 設定が必要 と考えるが どうか

われ てい るが、 将来 的には ＡＩなどを 活用すること で、現場条 件や熟度

建設 工事 従事 者の 賃金につ いては、熟 練した職人 でも賃金が 安いと言

用 について」 でありま す。

号、 議案 第八十 七号 、議 案第八十八号 、議案第 百号、議案 第百一号、 議
案 第百 二号 、議案 第百 三号、 議案第百四 号、議案第百 五号、議案 第百六
号、 議案 第百 七号 及び議 案第百八 号、以上十 六件につい て、建設委 員会
における 審査の経過 と結果を報告 申し上げま す。
本 委員 会に付 託さ れまし た議案第八 十二号は 、消費税法 の一部改正 及
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議 案第 九十号 は、 消費 税法の一部改 正及び秋 田県県税条 例の一部を 改

伴い、学 校職員の定 数を改めよう とするもの であります 。

定 する ために は、 おの おのの現 場における 作業員等の 人数や職種 、熟度

正す る条 例の一 部の 施行 に鑑み、 教育委員会関 係条例の使 用料の額を 改

とた だし たのに 対し 、ＡＩ を活用して 熟度等に 応じた設計労務 単価を設
など のデ ータの 蓄積 が必 要になる と考えられる 。国では、 建設工事従 事

定 しようとす るもので あります。

議案 第八十 九号 学校 職員の定 数に関する条 例の一部を 改正する条 例案

主な内 容について 申し上げま す。

審 査に 当たっ ては 、当 局から説 明を聞き、質 疑を行いま したが、そ の

教員特殊 業務手当の 額を引き下 げようとす るものであり ます。

議案 第百十七号 は、国におけ る義務教育 費国庫負担 金の見直し に鑑み、

者 の技 能や 保有 資格 、就業実 績などのデ ータを統一 的に蓄積す る「建設
キ ャリ アアッ プシ ステ ム」の運 用を来年度か ら開始する 予定であり 、こ
のよ うな 取組は 、設 計労務 単価の設定 や工事費 の積算等に ＡＩを活用す
る 第一 歩とな るた め、 県とし ては、国の動 向を注視し つつ、まず は各種
デー タの 蓄積 等に向 けて 取り組ん でまいりた いとの答弁 がありました 。
次に 、出納 局関 係の 「地域振 興局庁舎にお けるエレベ ーターの設 置に

委 員会 での 意見 を踏ま え、こ れまで、地 域振興局庁 舎を所管す るあきた

せて その 設置を 検討 する べきでは ないかとただ したのに対 し、決算特 別

地 域振 興局庁 舎に おい て大規模 修繕工事を 予定してい るため、こ れに併

討を 行っ ている のか 。あき た公共施設 等総合管理計 画に基づき 、複数の

検討 すべ き」 との 意見 があったが 、その後、 県庁内部で はどのよう な検

多 くの 県民 が利用 する 施設で あるため、 エレベーター の設置を積 極的に

昨年 の決算 特別 委員 会にお いて、「地域 振興局庁舎 は、障害者 を含む

例 定数 どおり に正 職員 である教 諭を配置する ことは困難 であるが、 秋田

の 統廃 合や 児童 生徒数 の減少 により定数 が減少する ことを鑑み れば、条

置す る分 などに つい ては 、単年度 の計画による ものである ことや、学 校

で 措置 する少 人数 学級 対応分等 の人数を加 えて算出さ れる。県単 独で措

だし たの に対し 、県 の条例 で定める定 数は、法律で 定める定数 に県単独

る教 員の 定数 に占 める 教諭の割合 を高めるべ きだと考え るがどうか とた

じ 業務 を行 ってい る臨 時講師 を積極的に 教諭として採 用し、条例 で定め

学校 に配置 して いる 教員に は臨時講師も 含まれると 思うが、教 諭と同

につ いてであり ます。

未 来戦 略課の ほか 、県 有建築物 の維持修繕を 担っている 営繕課など と、

県の 全体 の教育 力低 下につ ながらない よう、将 来の定数減 や統合計画を

つい て」であり ます。

複数 回、 協議を 行っ たとこ ろである。 早急な設 置は困難で あると認識し

見 据えて教職 員の配置を行 ってまいり たいとの 答弁があり ました。

質疑 を終 了し 、討論 なく、 採決の結果 、議案第八 十九号外二件 は、全

て いる が、今 後も 関係 部局と 連携して、さ らに検討し ていきたい と考え
ている との答弁が ありました 。

ト や就 職案内 を工 夫す るなど、 ＰＲ方法に ついて県の 関係部局と 協議し

ても 十分 に将来 設計 が立つ ことが理解 されるように 、企業のパ ンフレッ

好景 気に より 就職 者が首都 圏に流れる 傾向にある ので、県内 に就職し

定 状況」につ いてであ ります。

教育 委員会 にお ける 「平成 三十一年三月 高等学校卒 業予定者の 就職内

次に 、所管事項 審査におけ る主なる質疑 について申 し上げます 。

会一致をもっ て原案の とおり可決 すべきもの と決定した 次第でありま す。
教 育公安委員長 の報告を求 めます。

以上、報告申 し上げます 。
●議長 （鶴田有司 議員）

ただ いま議題とな りました、 議案第

【二十一番 （教育公安 委員長菅原 博文議員） 登壇】
● 教育 公安 委員長 （菅 原博文議 員）

八十 九号 、議 案第 九十号 及び議案 第百十七号 、以上三件 について、 教育
公安委員 会における 審査の経過と 結果を報告 申し上げま す。
本 委員 会に付 託さ れまし た議案第八 十九号は 、児童生徒 数の増減等 に
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と ころ である 。こ うい った企 業の努力が県 内就職に結 びついてい ること

数は 、平 成三十 年十 二月末 時点で前年 度比プラ ス二十七名 となっている

内 企業 や業界 の積 極的 な高校へ のＰＲにより 、建設業界 への就職内 定者

内 就職 者数 は、 十二 月末現在 で前年同期 比一．九％ 減少してい るが、県

を講 ずる 必要が ある と考 えるがど うかとただし たのに対し 、県全体の 県

年 で離 職して しま う原 因につい て調査分析 し、離職防 止につなげ る対策

てい くこ とはで きな いか。 また、せっ かく県内 企業に就職して も二、三

の間か らも問題が 指摘されて います。

果 主義 重視が 進み 、こ れまで の財源保障機 能が低めら れています 。識者

述べ てい ますが 、地 方交付 税における トップラ ンナー方式 の導入など成

現 状と 見通し につ いて 」で、「 今後も地方交 付税の増が 見込めない 」と

優 遇税 制を 改め 、応 分の負担 を求めるべ きです。ま た、県が「 県財政の

て、 アベ ノミク スで もう けを上げ てきた富裕層 ・大企業へ の行き過ぎ た

増 税の 根拠は 、統 計不 正によっ て崩れてい ます。消費 税十％増税 はやめ

下が り、 家計に も経 済にも 大打撃を与 えること は明らかです。 しかも、

く施 策の 推進 を加 速さ せるとしま した。しか し、さきに 述べたよう に、

へ の対 応を はじめ とす る「第 三期ふるさ と秋田元気創 造プラン」 に基づ

知事 は、新 年度 予算 につい て、本県の最 重要課題で ある人口減 少社会

に編 成された予 算であるこ とを指摘した いと思いま す。

この 二点に つい ては 、国の問 題ではありま すが、この ような前提 の上

から 、県 教育 委員会 とし ても、様 々な関係業 界や企業、 関係部局と連 携
して 、県内 就職 者が 増加す るよう取組を 進めてまい りたい。ま た、離職
防 止に ついて は、 現在 各地区に 一名配置し ている職場 定着支援員を 中心
に、今 後、精力的に 取組を行っ てまいりた いとの答弁 がありました 。
以 上、報告申 し上げます 。
以上 で各委員長 の報告は終 わりました。

臨時 財政 対策債 を含 め、実 質的な地方 交付税が五十 六億円減り 、厳しい

●議長（ 鶴田有司議 員）
各委員長に 対する質 疑を行います。

予算編成です。政策経費、県単事業は、三十％カットなどとし、公益

性・ 公共 性の高 い住 宅リ フォーム 助成制度など が削減され ることにな り

【「な し」と呼 ぶ者あり】
質疑は ないものと 認めます。

ま す。こうい うときだ からこそ、 不要不急の事 業を抜本的 に見直しを し、

●議長（ 鶴田有司議 員）
討 論を行いま す。

中 止を して、 地域 経済 を全体と して底上げし 、県民の暮 らしと命を 守る

ム整 備事 業は 、事業 主体 、県の財 政負担がど うなるか定ま らない状況 の

け た県 ・市連 携文 化施 設は、 中止すべきで す。また、 サッカース タジア

予算 に重 点を置 くべ きでは ないでしょ うか。成 瀬ダムや事 業費が増え続

二 番加 賀屋千 鶴子 議員か ら討論の通 告があります ので、発言 を許しま
す。
日本 共産党の加 賀屋千鶴子で す。ただい ま

【 二番（加賀 屋千鶴子議員 ）登壇】
●二 番（ 加賀屋 千鶴 子議 員）

はじめに、 一般会計 予算につい てです。

小 ・小規模事 業者に支 援をして、賃金 の引き上 げなど働く 環境を改善 し、

そし て、 小規模 家族 農業 にも目を向け 、農業を 振興してい くことや、 中

まま整 備に 向け た秋 田市と の検討を進め る、この予 算が計上さ れていま

本 予算 案は 、国の 消費 税十％増 税を前提に しています。 消費税が十 ％

人口流 出を防ぐた めに努力す べきです。 幼児教育・保 育の無償化 に伴い、

議題と なり まし た、 議案第 三十七号平成 三十一年度 秋田県一般 会計予算

にな れば 、「 軽減 税率」 がとられ たとしても 、消費支出 が二〇一七 年水

対象から 外れる給食 費について県 が助成する ことを歓迎 するもので すが、

すが 、県民の要 望があった としても立ち 止まるべき ではないで しょうか 。

準で 見る と、年 間消 費税負 担額は五万 一千円も増え るという試 算もあり

こ の機 会に、 子供 の医 療費助成 事業拡充な ど子育て世 代の経済的 負担の

をは じめ、議案 十七件につ いて討論いた します。

ま す。 幼児教 育・ 保育 の無償化 など実施さ れたとして も、可処分 所得は
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軽減 や、 秋田県 をよ り一層 子育てしや すい環境 にするために、 市町村と

よ って、本予算 案には賛成 できません 。

の 立 場 で 被 保 険 者 の 負 担 軽 減 や 独 自 補 助 な ど 検 討 し 実 施 す べ き で す。

案は 、知事 が認 める 「地域 福祉増進事業 」に活用す る場合、土 地使用権

知事 の裁 定」 に代え るこ とを可能 にする特例 が設けられ ました。本条 例

象 とす る場合 に、 収用 委員会 の審理・採決 の手続を省 略し、「都 道府県

特別 措置 法」が 成立 しまし た。この中 で、「所 有者不明土 地」を収用対

昨 年六 月、国 にお いて、 「所有者不 明土地の利用 の円滑化等 に関する

措 置法関係手 数料徴収 条例案につ いてです。

議案 第八 十三号 秋田 県所有 者不明土地 の利用の円滑 化等に関す る特別

も 協力 し、検 討し 、実 施すべき です。一般 会計の中の 商工費の占 める割
合が 高い 状況は 評価 する ものです が、もっと広 い業種層に 影響が及ぶ 事
業 に心を砕く 必要があ ります。
防 災対 策など 求め てきた 対応が図ら れる点なども ありますが 、これま
で述べて きたことな どから、本 予算案には 賛成できませ ん。
議 案第 五十五 号平 成三 十一年度 秋田県国民健 康保険特別 会計予算に つ
いてで す。
今年 度から 、都 道府 県に国保 行政の監督権 限が与えら れ、県は国 保財

と なっ てい ます。 しか し、秋 田市をはじ め七市町村は 高くなって おり、

の税 額は 、県平 均十 一万 九千四百三十 二円で、 前年度より も一・七％ 減

地の 発生 や増 加に 根本 的な対策を 施すもので はなく、利 用の促進を 図る

に つい ては 、対策 が必 要です 。しかし、 今回の措置で は、所有者 不明土

長期 間相続 登記 がさ れない などの事情に より発生す る所有者不 明土地

等の 取得の裁定 申請に係る 手数料を定め ようとする ものです。

被保 険者 の税 額を どう するかは市 町村の判断 ですが、こ れまでも問 題に

もの にな ってい ます 。土地 収用は、最 も直接的な財 産権の剥奪 ではない

政 を担 うこと にな り、 二年目の 予算編成で す。県内の 国保の一人当 たり

しているように、ほかの健康保険に比べて高い状況に変わりはありま

で しょ うか。 事業 者が 自らの判 断で、利害 関係者や住 民に何らの 説明も

議 案第 六十五 号外 十三件 については 、国の消費税 増税に伴い 、県有施

う な問題を含 んでおり 、本条例案 には反対です 。

する こと なく事 業を 進め るという 事態を招きか ねないもの です。この よ

せん 。
「国 保の 構造的 問題 」につ いて、地方 団体や国保中 央会が一致 して主
張 し、 政府 も厚 労省も 認めざ るを得ない 大問題にな っています 。全国知
事 会は 、二〇 一七 年、 「一兆円 の公費投入増 」により国 保税を引き 下げ

消 費税 につい ては 、前 に述べた ことから反対 ですし、こ れにあわせ て

設の使用 料などを引 き上げるた めの条例改正 です。

国 の「 一兆円 の公 費負 担増」 を実現させ、 国保税を「 協会けんぽ 並みの

引き 上げ るこ とは、 県民 にさらに 負担を押し つけることに なり、賛成 で

る要望を しています 。日本共産 党が昨年十一 月に発表し た国保政策 では、
保険 料」 に引 き下げ る提 起をして います。実 現に向け、全 力を上げる も

きるものでは ありませ ん。

討論は 終局したも のと認めま す。

以上をもちま して、通 告者の発言 は終了いた し

以上 で私の討論 を終わりま す。御清聴あ りがとうご ざいました 。

のです。
国 保の 被保険 者負 担が限 界に達し、 県内でも 幾つかの市町村 が負担軽

減のため に繰り入れ を行ってい ました。国 は、国保の 県単位化によ って、 ●議長 （鶴 田有 司議 員）
負担 増を 進め るの か、住 民を守る 防波堤とな るのかが、 県、市町村 には

採決 いたし ます 。ま ず、議案 第三十七号 、議案第五十 五号、議案 第五

ま した。

今厳 しく 問われ てい ます。 全国的には 、自治体独自 の負担軽減 を取り出

十 六号 、議案 第六 十五 号、議案 第九十二号 、議案第九 十三号、議 案第六

そ の法 定外 繰り入 れの 解消を 進めようと していますが 、国と一緒 に住民

し た自 治体も あり ます 。国保の 財政を担う ことになっ た秋田県が 、住民
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で、 議案 第八十 八号 及び 議案第九 十号、以上十 八件を一括 し、起立に よ

十 六号 から議 案第 六十 八号まで 、議案第八 十一号から 議案第八十 三号ま

十九 号、 議案第 七十 六号、 議案第九十 四号、議 案第七十八号、 議案第六

り 可決されま した。

号、 議案 第百八 号、 議案 第八十九 号及び議案第 百十七号は 、原案のと お

案 第百 三号、 議案 第百 四号、議 案第百五号 、議案第百 六号、議案 第百七

六号 、議 案第八 十七 号、議 案第百号、 議案第百 一号、議案第百 二号、議

二 十八 番石田 寛議 員、 十八番石 川ひとみ議員 、九番加藤 麻里議員、 十

討論を行い ます。

次に 、日程第七 十九、委員会 審査、調査 継続の件を 議題といた します。

り 採決 いた しま す。 以上の議 案十八件は 、いずれも 原案のとお り可決す
るこ とに賛成の 方、御起立願 います。
【賛成者起 立】
起立 者過半数であ ります。よ って、議案 第三十

三番 沼谷 純議 員、二 番加 賀屋千鶴 子議員、以 上の五名か らそれぞれ討 論

● 議長 （鶴田 有司 議員 ）
七号 、議 案第 五十五 号、 議案第五 十六号、議 案第六十五 号、議案第九 十

の通告が ありますので 、順次発言 を許します 。

【二十八 番（石田寛議 員）登壇】

まず 、二十八番 石田寛議員 の発言を許し ます。

二号 、議案 第九 十三 号、議 案第六十九号 、議案第七 十六号、議 案第九十
四 号、 議案第 七十 八号 、議案第 六十六号、 議案第六十 七号、議案第 六十
八号 、議 案第八 十一 号、 議案第八十二 号、議案 第八十三号 、議案第八 十

た だいま議題 となりました 、請願第五 十四号

秋田 市新 屋地 区へ のイ ージス・ア ショア配備 計画に反対 する意思を 示す

● 二十 八番 （石田 寛議 員）

次に 、残 る議 案五 十八件 について一括 し、採決い たします。 以上の議

こと を求 める請 願に ついて 、継続審査 とすることに 反対の立場 で討論を

八 号及び議案 第九十号 は、原案のとお り可決さ れました。
案五 十八 件は、 いず れも原 案のとおり 可決すること に御異議あ りません

行い ます。

請願 理由 にある よう に、地 元住民は生 活への重大な 悪影響を心 配して

か。
【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

十 一号 、議 案第七 十二 号、議 案第七十三 号、議案第七 十四号、議 案第七

六十 四号 、議案 第百 十五 号、議案第九 十一号、 議案第七十 号、議案第 七

第 六十 号、議 案第 六十 一号、議 案第六十二 号、議案第六 十三号、議 案第

第五十 七号 、議 案第 百十三 号、議案第百 十四号、議 案第五十九 号、議案

第五 十一 号、 議案第 五十 二号、議 案第五十三 号、議案第五 十四号、議 案

案 第四 十七号 、議 案第 四十八 号、議案第四 十九号、議 案第五十号 、議案

案第 四十 三号、 議案 第四十 四号、議案 第四十五 号、議案第 四十六号、議

議 案第 三十九 号、 議案 第四十号 、議案第四十 一号、議案 第四十二号 、議

はな いの であ りま す。ま た、秋田 沖に数百と いう数の洋 上風力発電 計画

査 はで きま せん。 机上 の計算 で説明され ても、地元住 民が納得す ること

ます 。こ れは、 まだ 未完 成のレーダー 機器であ ることから 、環境影響 調

チ ン社 のＬＭ ＳＳ Ｒと いう、開 発途上にあ るレーダー・ システムで あり

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・マー

ほど の電 磁波 が発生 する ことが予 想されます 。特に、この たびの防衛 省

え る距 離にな りま す。 ですか ら電気の出力 も膨大にな り、想像で きない

を探 知す る必要 があ ります 。五百五十 キロと言 えば、秋田 から東京を超

す 。ミ サイル 迎撃 のた めに使用 するレーダー は、五百五 十キロ先の 物体

い るも ので あり ます。 特に、 電磁波によ る生活や健 康への影響 でありま

十五 号、 議案 第七 十七号 、議案第 百十六号、 議案第九十 五号、議案 第九

があ りま す。洋 上風 力発電 が生む健康 被害は、低周 波音・超低 周波音と

御異 議ないもの と認めます 。議案第三 十八号、

十六 号、 議案第 七十 九号、 議案第八十 号、議案第九 十七号、議 案第九十

い って 風車の 羽が 空気 を切り裂 いて生まれ る振動を主 な原因とす るもの

● 議長 （鶴 田有司 議員 ）

八 号、 議案第 九十 九号 、議案第 八十四号、 議案第八十 五号、議案 第八十
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な どの 自律神 経失 調症 に似た症 状を生むと 言われてい ます。この ような

で、 それ は、頭 痛、 不眠、 動悸や胸の 圧迫感、 息切れ、めまい 、吐き気
施 設でのＷｉ

奨さ れる 風潮に 変化 してお ります。フ ランスで は、四年前、つ いに児童
－

Ｆ ｉ使用を禁止 する法案が 可決成立し たそうです 。

私た ちの 周りに は、 多くの 周波数が飛 んでおり、ど こまで増え るのか

知 りま せん 。生 活が 便利にな る反面、新 たな複合汚 染が伴う時 代に突入

健康 被害 が心配 な洋 上風 力発電計 画があること と、イージ ス・アショ ア
配 備が重なる ことは、 電磁波と低 周波音・超 低周波音が相 乗効果を招 き、

以 上か ら、自 分た ちの ふるさと 、自然あふれ る秋田を守 り、県民の 健

し てき たもの であ りま す。とに かく危険なも のからは距 離を確保す るこ

防 衛省 は、早 くて も契 約を結ん でから六年間 を要すると 言っており ま

康を 守る ため に、住 宅密 集地であ る新屋地区 へのイージ ス・アショア 配

複 合汚 染とし て新 たな 健康被害 をもたらす可 能性がある と考えるべ きで

す。 十年 後、 二十年 後に 複合汚染 による健康 被害が出て きたときに、 誰

備は 、絶対 行わ せて はいけ ません。そう いう意味で 、今日の本 会議でこ

とが一番 と言えます 。

が責 任を取 ると 言え るので しょうか。知 事をはじめ 同僚議員の 皆さんに

の 請願 を継続 審議 とせ ず、反対 の意思を示 すべきと考 えるものであ りま

あります 。

お かれ まして も、 大半 は議場に いないかも しれません 。責任の取れ ない

す。 同僚 議員多 数の 賛成 が得られます よう期待 し、私の討 論を終わり ま
す。
●議長（ 鶴田有司議 員）

社 民党会派の 石川ひとみ です。ただ いま議

【十八番（ 石川ひとみ 議員）登壇】

十八 番石川ひと み議員の発 言を許します 。

ものは 通すべきであ りません。
最 近 耳 に し た こ と で す が 、 次 世 代 通 信 規 格 「 ５ Ｇ 」 の 実 現 が 迫 り、
イン ター ネッ トの 利用 の仕方が一 変するとあ りました。 ５Ｇとは、 高速
かつ 大量 のデー タ送 受信が これまで以 上に可能にな るＩＴ技術 ですが、

●十 八番 （石 川ひ とみ 議員）

題と なり ました 、請 願第 五十六号 陸上自衛隊新 屋演習場に イージス・ ア

密 集し ている 多数 の端 末と基地 局が効率よ く通信でき るようビー ムを分
割多 重し て発射 し、 これ まで使わ れていなかっ た高周波数 帯であるミ リ

イー ジス・ アシ ョア に関して は、これま でも幾つか の請願が提 出され

シ ョア を配 備す る計画 を受け 入れること はできない とする決議 を求める

ロー ドに 一分か かっ たもの が、わずか 一秒でダ ウンロード できると言わ

て きま したが 、本 請願 は新屋 演習場への配 備計画に県 議会として 反対の

波 帯を 主に 使い 、多数 のアン テナ素子を 用いて電波 を目的の方 向に集中

れ 、全 てのイ ンタ ーネ ット接 続装置をひと まとめにつ ないでしま う、ま

決議 を上 げて ほしい との 内容です 。地方自治 を預かる場に 身を置く地 方

請願 」について 、継続審査と することに 反対の立場 で討論しま す。

さに 電磁 波の 集大成 と言 われてお ります。昨 秋にオランダ において５ Ｇ

議員と して 、住 民の 声を聞 き、真摯に向 き合う姿勢 が問われて いるので

させるというもので、その通信速度は、現在の百倍。これまでダウン

の実験 を行 った らし いとき に、ムクドリ 数百羽が墜 落し息絶え たという

イー ジス・ アシ ョア を山口 県むつみ演習 場と秋田市 新屋演習場 に配備

はな いでしょう か。

と、 文明 が進む と新 たな 複合汚染が生 じるのは 時間の問題 ではないの か

予 定候 補地 とする 旨の 報道が なされて以 降、昨年六月 一日、秋田 県と秋

記 事を 目にし まし た。 因果関係 はわからな いが、このよ うな情報を 見る
と 思わ ざる を得ま せん 。超低 周波音、電 磁波、マイク 口波が複合 汚染を

田市 に対 して の防 衛省に よる説明 を皮切りに 、今日まで 、秋田県、 秋田
－

Ｆｉはあっ て当然だっ た
－

Ｆｉ のスイッチ を切ること が推

明 して おりま すし 、県 議会が行 った意見募 集では八割 方反対とい う結果

市の 大き な問題 ・課 題であ ります。新 屋勝平地区振 興会が配備 反対を表

起こす ことによっ て、予想も できない健 康被害が出な いとも限り ません。
陸続 きの ヨーロ ッパ の国々 では、フリ ーＷｉ
も のの 、次第 に保 育所 や小学校 でＷｉ
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れ てい ると いう 点だ 」との報 告がありま した。それ でも、採択 、不採択

も、 多く の視察 に行 った 議員から 、「大きな違 いは広大な 敷地に配備 さ

ア 、ア メリカ のイ ージ ス・アシ ョアに関す る現地調査 報告会」に おいて

で ある ことか ら、 最優 先の先制 核攻撃の対象 となるから です。十二 月に

撃 シス テム は、 常時 移動が可 能な洋上イ ージス艦と 違い、地上 固定基地

密集 地に 隣接し てい る」 という一 点であります 。地上配備 型ミサイル 迎

住 民が 懸念す るイ ージ ス・アショア の配備の 一番の問題 点は、「住 宅

すること は今の段階 ではできない 」と答弁し ました。

で はな く、委 員会 で継 続審査と する決定が下 されました 。とても残 念で

イー ジス ・アシ ョア が配備 されている ルーマニ アやポーラ ンド、ハワイ

でし た。 加えて 、昨 年十二 月十三日に 行われた 「ポーランド・ ルーマニ

す。

こ のた び請願 書を 提出さ れた方たち は、戦争 の悲惨さと 理不尽さを体

を 視察 してき た県 議の 方たち の感想は、い ずれも敷地 が広かった という

底 無理 があり ます 。も う明らか ではないで しょうか。 イージス・ア ショ

験し てき た高齢 者・ 退職 者団体であり 、私の両 親と同じ世 代の方たち で

配 備候 補地の 秋田 市新 屋演習場 は、住宅密集 地でもあり 、学校や公 共

アが 配備 される とい うこ とになれば、 れっきと した軍事基 地、それも 最

す 。自 分の 親兄弟 を戦 争で亡 くし、人生 の歯車を大き く狂わされ た方も

点で した 。こ の違い こそ 、防衛省 の調査結果 など見なく ても反対すべ き

先 端の ミサ イル防 衛基 地にな るというこ とです。攻撃 の対象にな りかね

多い こと と思 いま す。 誰もが二度 と再び戦争 のない平和 な日本を、 そし

施設 が隣 接し ており ます 。すぐそ ばを国道七 号線が通っ ており、この 事

ない 、有 事の 際の 危険 性、爆風や 炎の威力が どの程度か と不安は募 りま

て世 界を 願った こと と思い ます。今の 日本は、必要 以上に近隣 諸国との

現状では ないでしょう か。

す。 日ロ 平和条 約交 渉へも 影響が及ぶ のではとの心 配の声もあ ります。

関 係を 脅威だ とあ おり 立て、関 係を悪化さ せているよ うに思えて なりま

実は 歴然と して いま す。イ ージス・アシ ョアを配備 するには狭 隘で、到

大人 として、自 然豊かなこ の郷土秋田 を子供た ちに残す責任が あります 。

せん。 様々な軍備 増強策が近隣 諸国の緊張 を高めてい ることも事 実です。

我 が秋 田県 の知 事が、 私は軍 備増強論者 だと県議会 で堂々と発 言したこ

知事 御自 身は「 軍備 増強論 者」とおっ しゃいました が、私は軍 備縮小
を 願っ てい る一 人とし て請願 の趣旨に賛 同し、継続 審査には反 対で、皆

地元で は、 様々 な団 体の新年 会でお会いし た多くの方 たちから、 絶対

はなり ません。

消 のた めのイ ージ ス・ アショ アの配備が優 先されるよ うなことが あって

心暗 鬼の 軍拡競 争に 突き進 むのは許さ れません 。アメリカ の貿易赤字解

と も、 残念で なり ませ ん。国を 守るためとい う大義名分 で際限のな い疑

九 番加藤麻里 議員の発 言を許しま す。

様の 心ある判断 をお願いし討 論とします 。
以上です。
●議 長（鶴田有 司議員）

【九番（ 加藤麻里議 員）登壇】
社 民党会派の加 藤麻里です 。請願第五 十七号地

に 配備 させな いよ う頑 張ってく れとお願い されました。 ここで暮ら して

●九番 （加 藤麻里 議員 ）

上 配備 型ミサ イル 迎撃 システム 「イージス ・アショア」 の陸上自衛 隊新

い る 県 民 の 切 実 な 声 と 受 け 止 め ま し た 。 新 屋 勝 平 地 区 の 子 供 た ち は、

け止 め、 みん なで 意見を 言う場も ないでしょ うし、友達 と話すこと もな

屋演 習場 への配 備計 画を 認めない決議 を求める 請願につい て、継続審 査
三月 四日 の総 括審 査で、石 川ひとみ議 員がイージ ス・アショ アの配備

いと 思い ます。 でも きっと 自分たちの 将来がどうな るのか、不 安でたま

ど んな に不 安な毎 日を 過ごし ていること でしょう。そ の不安を学 校が受

反対 を表 明する よう 求めた ことに対し 、知事は自身 を防衛力増 強論者だ

らな いと思いま す。

と することに 反対の立 場で討論を行い ます。

と した 上で、 「国 の専 権事項で あり、調査 結果などの 状況を見ず に反対
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陸 上自 衛隊新 屋演 習場 への配備 計画を認め ない決議を 上げるべき との対

よっ て、地 上配 備型 ミサイル 迎撃システ ム「イージ ス・アショア 」の

変わる ものである ことを私たち は認識しな ければなり ません。す なわち、

審 査と 、この 二月 議会 における 継続審査で は、同じ言 葉でも全く 意味が

の請 願と して受 理し たもの があるわけ ですが、 十二月議会にお ける継続

ない もの の、常 識的 には、 本日、今日 をもって 私たちが議 員として任期

ら かの 事情が 発生 し、 臨時議会 が招集される といった可 能性はゼロ では

私 たち の任 期が 来月 末をもっ て満了する ということ は、今後想 定外の何

場から 、この請願 を継続審査と することに 対し、反対 するもので す。
十三 番沼谷純議 員の発言を 許します。

以 上、同僚議 員の御賛同 をお願いし て討論と いたします。
●議長 （鶴田有司 議員）
【十三番（ 沼谷純議員 ）登壇】

中 にな し得る 最後 の議 決の機 会であり、こ こで議決し ないもの、 継続審

査と した もの は、任 期満 了をもっ て廃案とな るわけです 。継続審査と い

次の 世代につなぐ 会の沼谷純 です。請願 第五十

四号 、五 十六 号、五 十七 号及び五 十八号を継 続審査とす ることに反対 の

うも のは、 当然 何ら かの継 続的な審査や 調査をなお 要するとい う意味合

● 十三 番（沼 谷純 議員 ）
立場から 討論を行いま す。

しか りを 受ける かも しれ ませんけ れども、私は 、この地方 議会には大 き

こ こに いらっ しゃ る先 輩、同僚議員 の皆様に は釈迦に説 法のような お

あ あで もな いこ うでも ない、 わからない 、判断でき ないとたら い回しに

する とい うのは 、言 って みれば、 受け取った要 望書を机の 上に上げて 、

べ きで ありま す。 任期 内に受理 した請願を 、任期内に 判断せずに 廃案に

い なわ けです が、 私た ちの任期 満了が目の 前に迫って いる以上、当 然、

く 三つ の役 割が あると 考えて おります。 一つは、県 当局からの 予算や議

した 挙げ句に、 ごみ箱に廃棄 ・廃案にす るというこ とにほかな りません。

ま ずも って、 十二 月議会 に続いてこ の場に立 ち、この反 対討論を行わ

案 の提 案を受 け、 それ を審議し 、時に修正し 、議決をし ていくとい うも

これ が、 県民の 声を 受け止 め判断する 県議会の 正常な姿と は、私は到底

私た ちの 任期内 に、 その 請願に対して 、その時 点での判断 を一旦行う と

ので 、こ れは県 当局 からの アクション に基づく ものですの で、受動的な

思 えま せん。 私た ちは 知事に 対して、時に 掲げられた 公約を踏ま え、そ

なく ては いけな いと いう ことが本当に 残念でな りません。 私は、今討 論

権 能と 言えま す。 二つ 目は、 県議会自らの 発意、意思 に基づく条 例制定

の任期中に成果や結果を出すことを求めることもありますが、それは

い うこ とが 自然で あり ます。 任期を超え て継続審査を するという ことは

など であ り、 これは いわ ば能動的 な権能と言 えます。そし て三つ目が 、

翻って 見れ ば県 議会 も同様 であり、私た ちもまた、 制度上は、 私も含め

を され たお 三方と は少 し違う 観点とはな りますが、こ のままでは 秋田県

こうし た陳 情や 請願 など、 県民の声を直 接受け、そ れにどう応 えるか、

選挙 においてこ こにいる全 員が入れ替わ ってしまう 可能性を持 っており 、

でき ない わけ であ りま すので、任 期満了とな る前に請願 内容に賛同 でき

ど う受 け止め るか とい う、県民 の代表・代 弁者たる県議 会の言わば 本来

やは りこ の議会 、こ のメ ンバー、この 任期内に 出されたも のに対して 、

議会 の信 頼性 、正 当性 の根幹が揺 らぐのでは ないかとい う危機感か ら討

的権 能で ありま す。 そし てこの三つ目 の本来的 な権能につ いては、陳 情

こ の任 期内 に何ら かの 判断を 示すという のが政治的な 意味合いで も自然

るな らば 採択す べき ですし 、その時点 で賛同できな いならば不 採択とす

や 請願 とい う形で 正式 に議会 が受け取っ たものである 以上、県当 局から

な道 理だ と私 は思 います 。採択し てくれとは 申し上げて おりません 。不

論を行さ せていただ くものであり ます。

のア クシ ョン や県 議会の 発意、意 思というこ ととは関係 なく、これ に対

採択 でも 結構で すの で、現 時点での議 会の意思、議 員お一人お 一人の意
思を お示しくだ さい。

して何ら かの対応・ リアクション をする義務 が発生する わけであり ます。
今 回の 請願は 、十 二月議 会で継続審 査とされ たもの、そ して今回新 規
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ま さに 、北 朝鮮 の弾 道ミサイ ルを待たず して、我が 県議会の存 立危機事

うも ので あるな らば 、余 りにもむ なしすぎ、余 りにも不誠 実すぎます 。

の この 議会、 この 任期 の結論が 、県民の声 をただ廃棄 ・廃案にす るとい

府 、防 衛省は 、周 辺地 域や住民 への影響など 考えてこな かったので はな

攻 撃の 標的 にな らな いかとい う不安を解 消するもの にはなりま せん。政

たよ うに 「相当 思い 切っ た措置」 をとったとし ても、テロ 攻撃や他国 の

新 屋演 習場は 、住 民密 集地に隣接し ています 。知事が総 括審査で述 べ

す。

態 と言 わざる を得 ませ ん。この 請願に賛同で きるのか、 できないの か、

いでしょ うか。

この 一年間 、時 間と 税金を使 って議論を し、検討を し、そして私 たち

採択 でき るのか 、で きない のか、それ を判断す るのは、改 選後の誰か、
り、私 たちにはそ れを今判断 する本質的な 権能と義務 があると考 えます。

ロ平 米の敷 地が 確保 できた 」と真っ先に 防衛省は答 えました。 当時の小

補地 とし て選 定する とき にも何を 検討したの かという問 いに、「約一 キ

昨 年七 月二十 三日 の全 員協議会 で、私の質問 に対し、新 屋演習場を 候

今議 会最後 、今 任期 最後の この本会議に おいて、議 員お一人お 一人が御

野 寺防 衛大臣 が来 秋し た際、新 屋演習場に ついて、「 非常に市街地 に近

ど こか の誰か では あり ません 。今ここにい る私たちに 託された請 願であ

自 身の 責任と 判断 にお いて採択 ・不採択を 明確にして いただくこと を切

隊員 が自 宅から 通え るメリ ットがある 旨の発言をし ました。周 辺地域や

イー ジス 艦の ミサ イル を増やした らどうか」 に対し、安 倍首相は、 自衛

し ました。今 国会で野 党議員から「危 険な施設 を地域に置 くことにな る。

く、 配慮 が必要 だと 認識 している」と 、今初め てわかった ような発言 を

二番加賀屋千 鶴子議員 の発言を許 します。

に切に お願いをいた しまして、 私の反対討 論といたし ます。
●議 長（鶴田有 司議員）
【二番（ 加賀屋千鶴 子議員）登 壇】
日本共産 党の加賀屋千 鶴子です。 ただいま

住 民の ことは 考え てい ない発言 です。この ような政府 、防衛省が 、住民

●二番 （加 賀屋千 鶴子 議員）

議題 となりまし た、請願第 五十四号、 請願第五 十六号、請願第 五十七号 、

の声 をし っかり と受 け止 めて真剣 に検討してい くなどとい うことは期 待

力 が高 まると 言い ます が、高ま るどころか新 たな緊張が 生じ、配備 地が

請願 第五 十八号 につ いて 、継続審 査にすること に対し反対 の立場で討 論
こ の四 件の請 願は 、議会 の決議や国 に計画撤回を 求める内容 ですが、

攻撃 され るリス クが 高まる ことは明ら かです。 昨年八月十 八日開催され

で きな いの では ないで しょう か。イージ ス・アショ ア配備によ って抑止

いず れも 議会と して 「イー ジス・アシ ョア配備 反対」を明 確に示すこと

た 住民 説明会 で、 「イ ージス ・アショアに 指を折って も数えられ ないよ

い たします。

を 求める内容 です。

うな 金額 を使 おうと して いる。そ のお金を世 界の国々と仲 良くしてい く

ために使って ほしい」 と防衛省に 訴えた住民 の方がいら っしゃいまし た。

防衛 省は 、三 月一日 から四 日まで、対 空レーダー 装置を用いて 、電波
の影響 につ いて 実測 調査を 行いました。 わかったの は、机上計 算した値

地 元に 不安 を与え 、住 民の安全 を脅かすこ の計画に、議 会として明 確

二 回目 の米朝 会談 が終 わりまし た。世界の 流れは、力対 力ではなく 、対

か れて も示 さず、 これ では何 ら不安の解 消にはつなが りません。 イージ

に反 対の 意思 を示 すべき です。私 たちの任期 中、この議 会が最後で す。

よ りも 低いと いう こと だけです 。新聞報道 にもあります が、調査に 使わ

ス・ アシ ョア に搭 載予定 のＳＳＲ を用いた影 響調査は、 配備地に決 まっ

継続 審査 にし、 実質 廃案に することは 、すべきでは ありません 。議員の

話の外交 ということ が大きな流 れとなって います。

た場 所で 行う予 定と 説明し ています。 決まってから というもの も不誠実

皆 さん にこの こと を訴 え、私の 討論を終わ ります。御 清聴ありが とうご

れた レー ダーの 出力 や実 際に使われる レーダー との違いに ついては、 聞

で す。 時期を 逸し ない ように対 応していく とことが強 く求められ ていま
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ざいまし た。
● 議長（ 鶴田 有司 議員 ）

以上を もちまして 、通告者の 発言は終了 いたし

御異議 ないものと 認め、その ように決定 いたし

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
● 議長（ 鶴田 有司 議員 ）
ます。

以 上をもちま して、今定 例会の案件 全部を議 了いたしました 。

ました 。
討 論は終局し たものと認 めます。

こ の際 、知事 から 発言を 求められて おりますので 、これを許 します。

定例県 議会の閉会に 当たっての 御挨拶を申 し上げ

大 関議 員は、 平成 十一年 の初当選以 来、五期 二十年の永 きにわたり県

を表した いと存じます 。

ます 前に 、昨 日御逝 去さ れた大関 衛議員に対 しまして、 謹んで哀悼の 意

● 知事 （佐竹 敬久 君）

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】

採 決い たしま す。 まず、 請願第五十 四号、請願第 五十六号、 請願第五
十七 号及 び請願 第五 十八号 、以上の請 願四件の 継続審査に ついて、起立
に より 採決い たし ます 。以上 の請願四件は 、総務企画 委員長の申 し出の

起立者 過半数であ ります。よ って、請願第 五十

とおり 継続審査と することに 賛成の方、御 起立願いま す。
【賛成者起 立】
●議 長（ 鶴田 有司議 員）

議会 議員 として 御活 躍さ れ、この間、 総務企画 、建設の常 任委員会の 委

とと もに 、県 政の 幅広 い分野にお いて、高い 人徳と卓越 した識見を もっ

四号 、請 願第五 十六 号、 請願第五十七 号及び請 願第五十八 号は、継続 審
次に 、請 願第 二号 、請願 第十一号、請 願第二十四 号、請願第 二十五号

て我 々を 御指導 くだ さいま した。余り に突然の思い がけない訃 報に、た

員 長、 決算 特別委 員長 などを 歴任し、円 滑な議会運営 に力を発揮 される

及び 請願 第五十 五号 、以上 の請願五件 の継続審査に ついて、起 立により

だ ただ 驚くば かり であ り、県政 の推進に多 くの御功績 のあった方 を失い

査 と決定され ました。

採 決い たしま す。 以上 の請願五 件は、教育 公安委員長 の申し出の とおり

委 員会 、総合 防災 対策 調査特別 委員会、地 方創生に関 する調査特 別委員

会を はじ め、全 ての 常任委 員会の委員 を歴任される とともに、 決算特別

田口 聡議 員は 、平 成十五年 以来、四期 十六年にわ たり、福祉 環境委員

言 御礼を申し 上げたい と思います。

すと とも に、今 期限 りで 御退任されま すお二人 の方々に対 しまして、 一

す が、 これま で県 勢の 発展に御 尽力いただ きましたこと に敬意を表 しま

議員の 皆様 にお かれ ましては 、この四月二 十九日で任 期を満了さ れま

おり御 可決を賜り 、誠にあり がとうござい ました。

算 案を はじめ 多数 の案 件につ いて御審議を いただき、 いずれも原 案のと

さて 、この たび の定 例会にお きましては 、平成三十 一年度一般 会計予

ます 。

指 導に 深く 感謝 をいた します とともに、 心から御冥 福をお祈り 申し上げ

まし たこ とに、 痛惜 の念 を禁じ得 ません。ここ に、大関議 員の生前の 御

起立 者過半数で あります。 よって、請 願第二号、

継続審 査とするこ とに賛成の方 、御起立願 います。
【 賛成者起立 】
●議長 （鶴田有司 議員）

請願第十 一号、請願 第二十四号 、請願第二十 五号及び請 願第五十五 号は、
継 続審査と決 定されました 。
次に 、請 願第 七号の 継続審 査について 、起立によ り採決いたし ます。

起立 者過半数で あります。よ って、請願 第七号

本請願 は、 教育 公安 委員長 の申し出のと おり継続審 査とするこ とに賛成
の方 、御起立願 います。
【賛成者起 立】
● 議長 （鶴 田有司 議員 ）

は継続 審査と決定 されました 。
次に 、委員 会の 調査 継続につ いては、各 委員長の申し 出のとおり 決定
する ことに御異 議ありませ んか。
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会等 の委 員とし ても 御活躍 されました 。秋田市 議会議員として の経験を

口減 少社 会の到 来に より減 退する地域 の力をい かに維持してい くかが課

初 めて 高校生 を対 象に 開催いた しました。加 えて、政務 活動費の透 明性

題 であ ったこ とか ら、 「地域社 会の維持・ 活性化に関 する調査特 別委員

菅 原博 文議員 は、 平成二 十三年以来 、二期八年に わたり、農 林水産、

を高 める ために 、収 支報告 書等のイン ターネッ ト公開の決 定や使途基準

含 め、 長年の 議員 活動 により培 われた識見 に基づき県 民福祉の向 上に力

産業 観光 等の常 任委 員会の ほか、議会 運営委員 会、決算特 別委員会等の

の 見直 しを行 うな ど、 議会改 革を着実に進 めてきたと ころであり ます。

会」 を立 ち上げ 、政 策提 言を行い ました。また 、開かれた 県議会とし て

委 員を 歴任さ れ、 この 間、総 務企画委員会 、産業観光 委員会の副 委員長

私は 、平 成二 十九年 五月以 来、議長の 要職に就か せていただ きました

を尽 くさ れ、特 に防 災対 策につい ては、多くの 具体的な御 提言を賜り ま

を務 めら れ、 現在は 教育 公安委員 長の重責を 担っておら れます。温厚 実

が、 幸いに も、 竹下 副議長 をはじめ議員 各位の力強 い御支援と 、執行部

平 成二 十六 年度 から 実施して いる「県民 との意見交 換会」を、 今年度は

直な お人柄 で、 生活 者の立 場に立って身 近な課題に ついて熱心 に御議論

の 皆様 の御協 力を いた だきなが ら、活力に 満ちた議会 運営ができま した

し た。心より 感謝申し 上げます。

を いた だき、 特に 地域 活性化や 観光振興の 分野で様々 な御提言を賜 りま

こと は、 何より も喜 びと するところで あり、改 めて関係各 位に対しま し

本日 、議 場を 去る に当た り思い起こさ れますのは 、任期半ば にして惜

て 心から御礼 を申し上 げます。

した。 心より感謝申 し上げます 。
お 二方 にお かれま して は、御退 任後も一層 健康に御留意 の上、引き 続
き、 重富 な知 識と 経験 を生かし、 県勢発展の ため、さら なる御指導 と御

お 姿で ありま す。 そし て先ほど 弔詞の贈呈 を議決いた しましたが 、昨日

しく も他 界され まし た、能 登祐一議員 、大野忠右エ 門議員の在 りし日の

ま た、 来る四 月の 選挙 において立候 補されま す議員各位 におかれま し

急逝 され た大関 衛議 員は 、私の高 校、大学の後 輩でもあり 、突然の訃 報

尽力を賜 りますよう 切にお願い申 し上げます 。
ては 、御 当選の 栄誉 を得 られます よう御健闘を お祈り申し 上げまして 、

に 大変驚き、 落胆して いるところ であります。 ここに、皆 様方ととも に、

さ て、 統一地 方選 挙の期 日がいよい よ目前に 追ってまいりま した。県

なお一層のお 力添えを 賜りますよ うにお願い を申し上げ ます。

もに、 今後とも、 本県発展の ために豊富な 知識と経験 を存分に発 揮され、

お 二人 のこれ まで の御 功績に 対し、改めて 深甚なる敬 意を表しま すとと

また、今期 をもちま して田口聡 議員と菅原博 文議員が御 勇退されま す。

改め て三名の故 人の御冥福を お祈りいた したいと存 じます。

挨 拶といたし ます。あ りがとうご ざいました。
任 期最終の定 例会の閉 会に当たり 、私からも一

【議長 （鶴田有 司議員）起立】
●議長 （鶴 田有 司議員 ）
言 御挨拶を申 し上げます。
議員 各位 にお かれま しては 、今任期中 、議会活動 を通じて県勢 の発展
と県民 福祉 の向 上に 力を尽 くされ、県民 の負託に応 えてこられ ました。
皆 様の これま での 御努 力に対し 、深く敬意 と感謝の意を 表する次第 であ

挙 戦を 勝ち 抜いて いた だき、 再びこの議 場において、 皆様と秋田 のさら

議選 に臨 まれる 議員 各位 におかれまし ては、健 康に御留意 の上、この 選

こ の四 年間 を振り 返り ますと、 県では、人 口減少対策や 産業の振興 、

なる 発展 に向 けた 議論を 交わすこ とができる ことを切に 念願いたし てお

ります。
健康 寿命 の延 伸、 災害に 強い県土 づくりなど 、本県が抱 える諸課題 の克

ります。

終 わり になり ます が、県 勢の限りな い発展と 皆様の御健 勝をお祈り 申

服に 向け 、県政 の運 営指針 である「ふ るさと秋田元 気創造プラ ン」をも
と に重 点施策 を推 進し てきたと ころであり ます。県議 会において は、人
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以 上で本日の 日程は全 部終了いたしま した。

し上げ、 私の挨拶と いたします。 誠にありが とうござい ました。
●議 長（鶴田有司 議員）
会議を 閉じます。
閉 会いたしま す。
午後三 時二分散会
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