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●議長（ 柴田正敏議 員）

会計管理者（兼）
出
納
局
長

村

奈

田

良

浩

詠

幸

吾

誠

聡

長

田

部

課

財

安

田

政

教育委員会教育長

久

察

本

長

警

これ より本日の 会議を開きま す。

報

告

（朗 読省略）

諸般 の報告 は、 お手 元に配付 してありま す議長報告の とおりであ りま

長

すの で、朗読を 省略いたし ます。
議

一、 九月 十五日 、知 事か ら政策等の 評価の実施 状況及び評 価結果の政 策等

への反映 状況に関す る報告があ り、本日、各 議員に配付 した。

政策等の 評価の実施 状況及び評 価結果の

登載省略

日程第 一、一般質 問を行います 。

政策等への反 映状況に関 する報告書
●議長（柴 田正敏議員 ）

三 十四 番加藤 鉱一 議員 、三十七 番三浦英一 議員、二十三 番髙橋武浩 議

員、 九番 薄井 司議 員、十 三番鈴木 真実議員、 十一番吉方 清彦議員、八 番

児玉 政明議 員、 四番 瓜生望 議員、十番加 賀屋千鶴子 議員、一番 小野一彦

議員 、以上の十 名から一般 質問主意書 が提出されて おります。

本日 は、三 十四 番加 藤鉱一 議員、三十七 番三浦英一 議員、二十 三番髙

橋 武浩 議員 、九 番薄井 司議員 の一般質問 を許可する ことに御異議 ありま
せん か。

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
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●議長 （柴 田正敏 議員 ）

御 異議ないも のと認め ます。まず、三 十四番加

藤 議員の発言を 許します。
【三十四 番（加藤鉱 一議員）登壇 】（拍手）

また 、予想 を超 えて 大きく減 少している のが妊娠届 出数でありま す。

感 染拡大により 妊娠を控え る動きが広 まったた めと考えられて いますが 、

これ は翌 年の出 生数 の減 少をもた らし、少子化 を急激に加 速させます 。

近 い将 来、 合計 特殊 出生率が 人口規模を 維持できる 二・〇七に 回復した

と して も、母 親に なり 得る女性 の数が減少を 続けるため 、人口は今 後も

おはようご ざいます。 自民党会派 の加藤鉱

一 でご ざいま す。 しば らくぶり で一般質問に 立たせてい ただきまし た。

減り続け 、底を打つ のは数十年 後になると の予測もあり ます。

● 三十 四番 （加藤 鉱一 議員）
どうぞよ ろしくお願 いをいたし ます。

一六 年に 百万人 を切 って 以降、右肩下 がりで減 少を続け、 二〇一九年 に

影 響に 伴い、 今後 さら に急減す る兆候を示 しておりま す。出生数は 二〇

多く の国民 の想 定を 超えて 加速し、新型 コロナウイ ルス感染症 の拡大の

我が 国の 人口 は二〇 〇八年 をピークに 減少に転じ て以降、そ の速度は

の が実 態で ありま す。 知事に は、こうし た地方の実情 を様々な機 会を捉

とし て成 果が見 えな い地 方創生にジレ ンマを抱 えながら取 り組んでい る

き 、コ ロナ禍 の打 撃も 合わさっ て地方経済 は大きく疲 弊し、地方は 依然

用創 出に取 り組 んで きまし たが、その間 も地方では 若者の県外 流出が続

国は 、地 方へ の人の 流れ をつくる ため、二〇 一五年度か ら移住促進や 雇

我 が国の人口 減少は目に見 える形で今 後も間違い なく進んで いきます。

は 八十 六万 人と、 統計 開始以 降初めて九 十万人を割り 、今後も出 産を控

えて 発信 し、 地方 の切 実な声とし て国にしっ かりと届け ていただき たい

ま ずは じめに 、コ ロナ 後を見据 えた人口減少 対策につい て伺います 。

える 動き が続 けば 、二 〇二二年は 七十万人割 れが視野に 入るとの報 道も

と思いま す。

止 めが かから ず、 これ が地方 に波及するこ とで住民生 活への影響 や地域

この コロナ 禍で 明ら かになっ たのは、人 口密集地域 での感染拡 大に歯

かせ ください。

そ して 今後 どの ような 対策を 求めていか れるのか、 知事の御所 見をお聞

おら れる のか。 また 、こ うした地 方の現実を国 に対しどの ように訴え 、

そ こで 伺いま すが 、知 事は、国のこ の地方創 生の取組を どう評価し て

あり ます 。一方 で、 死亡数 は増加を続 け、二〇一九 年には百三 十八万人
台 にな り、そ の結 果、 総人口は 前年より約 二十八万人 減少し、減 少数は
年々拡 大をしてき ております。
こ うし た中 、感 染症の 拡大はさ らに大きな 変化をもた らしました 。コ
ロ ナ禍 が残し た最 大の 爪痕は、 少子高齢化と それに伴う 人口減少の 加速
であり、 一過性の変 化とはいか ない深刻な問 題をはらん でいます。
そ れは まず、 婚姻 数の 激減とい う形で始まっ ております 。厚生労働 省

よう なペ ース が続 けば、 二〇二一 年の年間出 生数は大き く落ち込み 、二

〇 二〇 年と 比べて みる と、驚 くことに九 ・二％も下落 しています 。この

おり 、人 口動態 調査 の速 報によれば、 一月から 三月を「コ ロナ前」の 二

出 生数 の減少 に直 結し ます。出 生数の減少 の流れは二〇 二一年も続 いて

五千組 で、 前年 から 一二・ 三％減少して おります。 婚姻数の落 ち込みは

千葉・神 奈川を加え た東京圏全体 では七万五 千三百五十 人の転入超 過で、

地元 志向 が高 まっ たこと が背景に あるとされ ています。 しかし、埼 玉・

十 五人 から 約九割 減少 しまし た。感染拡 大やテレワー クの普及を 受け、

京都 の転 入超過 は七 千五 百三十七人と 、二〇一 九年度の八 万三千四百 五

務 省が 発表し た住 民基 本台帳人 口移動報告 によると、二 〇二〇年度 の東

こうし た中 、地 方へ の移住や 機能分散への 関心が高ま っています 。総

経済の 停滞が長期 化するとい う、東京圏一 極集中の弊 害でありま す。

〇二 二年 は少子 化が 従来の 想定より四 半世紀も前倒 しされる可 能性も現

前 年度 の十四 万九 千七 百七十九 人からは半 減したもの の、依然と して地

の人 口動 態統 計によ ると 、二〇二 〇年の婚姻 数は戦後最少 の約五十二 万

実味 を帯びてき ます。
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を 耳に する 機会 も増 えました 。今後、ワ クチン接種 が進み、元 の日常が

てい ない のが実 態で す。 最近は報 道等で「テレ ワーク疲れ 」という言 葉

か らの 転出先 もそ の近 郊が多く 、本来の意 味での地方 回帰にはつ ながっ

方か ら首 都圏へ の人 口流出 に歯止めが かかりま せん。さらには 、東京都

の 基盤 とな るサ ービ スの存続 については 、それほど せっぱ詰ま った危機

を感 じる ことは あっ ても 、行政サ ービスはもち ろん、医療 、福祉、生 活

一 方で 、県内 を見 回す と、散見され るシャッ ター街など に地方の衰 退

管理 を行 うなど 、新 たな自 治体行政の 制度設計 が必要と述べて います。

での 繁栄 を目指 す新 たな在 り方は、そ の負担を 誰が負うの か、今後必要

感 はな いよう に感 じま す。右肩 上がりの発想 をリセット し、人口減 少下

新型 コロナ の感 染拡 大が始ま ってから一 年余りが経 過しました が、こ

と なる 介護労 働は 誰が 担うの か、多くの国 民は問題の 重要性は認 識して

戻れ ば、再び東 京圏への集中 が加速する 可能性もあ ります。
の 間の 本県の 地方 創生 関連施 策の成果や課 題に関する 認識と、今 後の取

いる もの の、 容易に 解決 策が展望 できないゆ えに、表舞 台では論じら れ
てないよ うな気がしま す。

組の方 向性につい て、あきた 未来創造部長 にお聞きし ます。
我々 はこれ まで 、人 口が長期 的に増え、国 内総生産が 拡大するこ とが

東 京一 極集 中で地 方の 人口流 出に歯止め がかからない 今の社会構 造を見

という 時代の趨勢は もはや回避 できない現 実として立 ちはだかり、 また、

れた 現状 認識 を踏 まえ た対応が本 県には必要 と考えます が、知事の 御所

長 線上 での 対応に とど まるこ となく、ま さに内政上の 危機として 指摘さ

むこ とは 論を待 たな いと 思います。人 口増加を 前提とした これまでの 延

従 来の 発想、 従来 の仕組 みにしがみ ついてい る限り、厳 しい状況が進

れば 、こ れま でと 同じ 社会経済シ ステムのも とで、これ からも拡大 を続

見をお聞 かせくださ い。

繁 栄に つなが ると 信じ て努力し てきました 。しかしな がら、少子高 齢化

けること は極めて難 しいと思いま す。

六月 議会 で知事 は、 都市部 との賃金格 差が若年層の 人口流出の 大きな

次に 、賃金水準 の向上につ いて伺いま す。

から 取り 組んだ のが 総務 省の「自 治体戦略二〇 四〇構想研 究会」であ り

要 因と なっ てい ると指 摘し、 今後の重点 的な取組と して、生産 性を高め

地 方の 人口減 少が もた らす問題にど う対処し ていくか、 それに真正 面
ま す。 二〇 一八 年にこ の研究 会が報告書 を出してい ますが、そ の内容は

県 民所 得の一 層の 向上 を目指す としておりま す。さらに 、医療や農 業、

観光 など の分野 で新 たなモ デルづくり を進める ため、ＤＸ 実現による地

相当 ショッキン グなものであ ります。
高齢 者人口 がピ ーク を迎える 二〇四〇年 頃には、地 方を中心に 、およ

題の 深刻 さを 描き 出して おります 。そして報 告書は、こ の危機を乗 り越

の 文書 とし ては異 例の 暗い言 葉で、直面 している我が 国の地域社 会の問

スポ ンジ 化する 都市 と朽 ち果てるイン フラの三 つを挙げて います。役 所

つ 目が 標準的 な人 生設 計の消滅 による雇用 ・教育の機能 不全、三つ 目が

つは、 若者 を吸 収し ながら 老いていく東 京圏と支え 手を失う地 方圏、二

い自 治体 が出 てくる と指 摘した上 で、我が国 の内政上の危 機として、 一

能に なり ますが 、人 口が増 えない我が 国では、生産 性の向上が 必要だと

少す ると 試算 され ており ます。経 済成長は人 口増加と生 産性の向上 で可

本 は二 〇六 〇年ま でに 生産年 齢人口が二 〇一五年に比 べて約三千 万人減

おり ます 。国立 社会 保障 ・人口問題研 究所の将 来推計人口 によれば、 日

分 程度 の生産 性し かな く、日本 の労働生産 性の低さが数 字として表 れて

性はそ れほ ど変 わら ないも のの、日本の 場合は、中 小企業は大 企業の半

世界 的に 見れ ば、日 本とＥ Ｕ二十七か 国を比較し ても、大企業 の生産

域 課題の解決 と産業の活性 化の方針も 示されて おります。

え、 自治 体が住 民サ ービス を持続可能 な形で提供し 続けられる よう、隣

い うこ とは理 解で きま すが、そ う簡単なこ とではあり ません。そ れぞれ

そ 二五 ％の自 治体 で人 口が半 分程度まで減 少し、行政 機能を維持 できな

り 合う 自治体 同士 が共 同で医療 ・介護サー ビスや公共 施設の整備 ・維持

- 40 -

の会 社が 底力を 発揮 し、強 い中小企業 を目指す ことで問題を解 決すべき

う言 葉に なじみ がな く、将 来像がイメ ージでき ないという県民 も少なく

そこ で伺 います 。知 事は、 本県のＤＸ 推進に向けた 戦略をどう 考え、

あ りません。

尊重しなければならないなどの声もありますが、新たな県政プランに

今 後の 施策 にど う取 り組んで いかれるの か。そして 、それが県 民生活や

だ とか 、汗を かき なが ら創意工 夫し、努力 して雇用を 守っている 企業は
「 賃金 水準 の向 上」 を盛り込 む方針が示 されたこと は、大変意 義のある

県 内企 業をど のよ うに 変えると 認識しておら れるのか、 御所見をお 聞か
せくださ い。

もの と考えます 。
とはいえ、賃金水準の向上は一朝一夕に解決できる問題ではありま

解 決す る話で もあ りま せん。そ のためにも 、企業側の 理解と協力を 得る

が、 Ｍ＆Ａ で規 模拡 大や経 営転換が必要 といっても 、ただ数を 減ずれば

淘汰 につ なが る可能 性も あります 。事業継承 できず困っ ている中小企 業

知識 や情 報が共 有さ れ、 新しい価値を 生み出す 、そして、 ＡＩにより 必

クで つながる情 報社会の時 代から、Ｉｏ Ｔで全ての 人とモノが つながり 、

面で 先端技 術が 日常 的に使 われておりま す。世界中 の人々がネ ットワー

ト、 Ｉｏ Ｔな どの技 術が 急速に進 展し、近年 は、社会生 活のあらゆる 場

次 に、 デジタ ル人 材の 確保・育 成についてで あります。 ＡＩやロボ ッ

こと 、そ して付 加価 値生 産性の高い産 業構造へ の転換を県 として強力 に

要 な情 報が 必要な 時に 提供さ れる未来社 会「Ｓｏｃｉ ｅｔｙ５・ ０」の

せ ん。企業に 対し単に働き かけをして も容易に 上げられる ものでもなく 、

推 進す る取 組が重 要と 考えま す。知事は 今後、県内企 業に対し、 どのよ

実現に 向けて、国 は様々な施 策を打ち出 しておりま す。

デジ タル社 会の 基盤 整備を加 速化し、Ｄ Ｘを成功に導 くためには 、専

うに 説明 を行 い理 解を 得ていくの か。そして 、具体的に どのような 取組
を通 じて 県内企 業の 生産性 を高め、そ こで働く方々 の賃金の向 上に結び

うし た人 材が圧 倒的 に少 ないのが 実情でありま す。全国的 にデジタル 人

門 性の 高いデ ジタ ル人 材が必要 になります 。しかしな がら、日本 ではそ

次に、 ＤＸの推進 とデジタル人 材の確保・ 育成につい て伺います 。

材 不足 が課 題と なって いる現 状では、優 れた専門性 を持ち、発 想豊かな

つけ ていくお考 えか、御所 見をお伺い します。
ま ず、ＤＸの 推進につい てでありま す。

デ ジタ ル人材 を県 内で いかに確 保・育成して いくのか、 そして、人 材不

足は デジ タル人 材の 流動性 を低下させ 、情報関 連産業への 偏在を生じる

国は 、デジタル 化の恩恵が全 ての国民に 行き渡る社 会の構築を 目指し、
デジ タル 社会形 成の 司令塔 であるデジ タル庁を 核にデジタ ル基盤整備を

と 言わ れる中 、ス キル を持っ た人材のマッ チングにど う取り組む のかと

いった 点も、今後 重要になる のではないで しょうか。

加 速し、官民 一体となって ＤＸの加速 に取り組 むとしてい ます。
ＤＸ が期 待を 集める のは、 省力化や収 益の向上が 経済成長につ ながる
りま す。例えば 、他県のあ る自治体では 、高齢者で も利用しや すいよう 、

おけ るデ ジタル 人材 の確 保・育成にど のように 取り組んで いくおつも り

そ して 、人材 の偏 在化 といった 課題がある ことも踏まえ 、今後、県 内に

そこで伺いま す。知事は 、県内のデ ジタル人 材の現状を どう認識され 、

テレ ビ画 面で商 品を 注文 し、ドローン でデリバ リーを行う サービスを 官

か 、御所見を お聞かせ ください。

だけで なく 、人 口減 少対策 としても極め て有効と言 われている からであ

民 連携 で取 り組ん でい る例も あります。 本県でも、こ の四月にＤ Ｘセン

将来 予測 が難し い社 会の到 来をもたら します。この 社会で生き ていく子

そして 、情報化の 急速な進展 は、社会の 在り方そのも のを劇的に 変え、

いち 早く 成功し 、人 口減少 問題克服の パイオニアと なることを 大いに期

供 たち にとっ て、 情報 技術の活 用能力は極 めて重要に なってきま す。国

ター を設 置し 、官 民一体 でＤＸ推 進に取り組 むとしてお り、この取 組が
待 する ところ であ りま す。しか しながら、 現状では多 くの人はＤ Ｘとい
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境の 整備 を終え てお りま す。昨年 三月に策定さ れた「第三 期あきたの 教

端 末の 整備を 進め まし た。また 、県も、全 ての県立高 等学校でＩ ＣＴ環

は、 「Ｇ ＩＧＡ スク ール構 想」を打ち 出し、小 中学校における 一人一台

ま すが、知事 の御所見 をお聞かせ ください。

での 海域 での発 電に つい ても調査 を行う必要が あるのでは ないかと考 え

の 設置 の事業 化を 進め るため、 水深三十メ ートルより 深い十二カ イリま

月議 会の 総括審 査で 、浮体 式の洋上発 電にも言 及しております 。浮体式

式が 採用 される よう です。 浮体式の風 車は実証 実験段階で 、大規模な商

一 般に 水深が 五十 メート ル以上にな ると、採算性 などの間題 から浮体

育 振興 に関 する 基本 計画」で は、ＩＣＴ 利活用につ いて、情報 を受け身
で 捉え るので はな く、 何が重要 かを主体的に 考え、得た 情報をもと に他
者と協議 し、新たな 価値を創造 していく力 が必要とされ ています。

を活用し た授業改善が 行われてお ります。そ うした取組 も踏まえ、県 は、

言わ れる 中で 、学校 現場 では、今 、試行錯誤 を重ね、様 々な形でＩＣ Ｔ

県 五島 市沖で の浮 体式 が国の公 募する洋上 風力発電プ ロジェクトの 実施

る計 画で、 この うち 約七割 が浮体式にな るとのこと です。国内 でも長崎

スコ ット ラン ド沖で は約 一万五千 平方キロメ ートルに洋 上風力を開発 す

用 化の事例は まだないよう ですが、海 外では実 用段階に入 っております 。

今 後児 童生徒 のＩ ＣＴ 活用能力 をどう育成 し、次代を 担うデジタル 人材

事業に 選ばれており ます。

本 県は 、教育 にお ける ＩＣＴ活 用が全国と比 べても進ん ではいない と

の育成 に貢献してい くおつもり か、教育長 にお伺いし ます。

エ ネル ギー の活 用であ り、太 陽光発電と ともに主役 とされるの が洋上風

てお りま す。目 標達 成の 「切り札 」と位置づけ られている のが再生可 能

を 表明 し、二 〇三 〇年 度に二〇 一三年度比 で四六％削 減する目標 を掲げ

化し てお ります 。政 府は二 〇五〇年ま でに温室効果 ガス排出の 実質ゼロ

地球 温暖 化を 背景 に、脱 炭素社会の実 現を目指す 動きが世界 中で活発

な 役割 を果た すこ とが でき、ま た、県内経済 にも大きな メリットが ある

の 輸出 も視 野に 入ると も言わ れています 。その拠点 として、秋 田は大き

活用 する ことで 、日 本は 洋上風力 業界で先頭ラ ンナーとな り、アジア へ

八 百五 十億円 を配 分す る方針を 示されてお ります。十 二カイリを フルに

り組 む企 業を支 援す る二兆 円の基金か ら、このたび 浮体式の実 証事業に

ト認 定に は、 浮体 式の 技術確立は 不可欠であ り、政府は 、脱炭素化 に取

政 府が 目標 とする 二〇 四〇年の 最大四千五 百万キロワッ トプロジェ ク

力であります。二〇四〇年までに原子力発電所四十五基分相当のプロ

と考えま すが、知事 の御所見を お聞かせくだ さい。

次 に、洋上風 力発電につ いて伺います 。

ジェ クト 認定を 目指 すとし ており、再 生可能エ ネルギーの 拡大により、

次 に、アフタ ーコロナの観 光振興につ いて伺いま す。

マスク やア ルコ ール 消毒、 ソーシャルデ ィスタンス など、新し い生活様

脱 炭素 化に向 けた 産業 変革を 日本全体の経 済成長につ なげる「グ リーン
せる法 整備 も進 み、 資源に 恵まれた本県 は、再生可 能エネルギ ー電力を

式 がす っかり 定着 しま した。テ レワークな どが普及し、 在宅勤務も ある

新型コ ロナウイル ス感染症の 世界的流行に よって社会 が大きく変 化し、

県 外に も供給 でき る立 場にあり ます。現在 、港湾区域で の建設が進 み、

程度 珍し いこと では なく なってきてお ります。 全てがコロ ナ禍以前に 戻

成長 戦略 」を 打ち出 して おります 。二〇一九 年には洋上風 力を本格化 さ

風が 良好 な東北 ・北 海道 と消費地をつ なぐ送電 網の整備も 検討が本格 化

る には相当の 時間がか かるとは思いま すが、い ずれワクチ ン接種が進 み、

本 県は 、全国 的な インバ ウンド需要 に比べて 、外国人観 光客はそれ ほ

抑えられ てきたイン バウンド需要 が一気に増 えると予想 されます。

マス クな しで 気兼 ねなく 外出でき る日常が戻 ることにな れば、これ まで

し てきており ます。
洋上 風力 につ いて は、今後 進む一般海 域において は、我が国 の領海で
ある 十二 カイリ まで の水深 三十メート ルの深さの海 域を主たる 建設場所
と して います が、 さら に深い十 二カイリま での建設に ついて、知 事は六
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ピ ック の無観 客開 催な どにより 、関係業界 は大きな打 撃を受けて おり、

ど多 くは なかっ たわ けです が、国内全 体では、 オリンピック・ パラリン

部 長の見解をお 聞かせくだ さい。

り組 み、 本県の 観光 振興に つなげてい くおつも りか、観光文化 スポーツ

すとして おります。 本県にとっ て観光は今 後も主要な産 業の一つと なり、

た に「 観光振 興ビ ジョ ン」を策 定し、今後四 年間で様々 な施策を打 ち出

こ うし た中 、県 は今 後の本県観 光が目指す 姿を示すた め、今年度 、新

に 分類 されて おり ます が、そ れぞれがデー タ分析に基 づくマーケ ティン

て「 広域 連携Ｄ ＭＯ 」、あ るいは「地 域連携Ｄ ＭＯ」、「 地域ＤＭＯ」

制 度が 開始さ れま した 。ＤＭＯ は、その役割 や目的、対 象エリアに よっ

う 観光 地域 づく り法 人、ＤＭ Ｏがあり、 二〇一五年 には観光庁 への登録

観光 地域 づくり のか じ取り 役として、 観光地全体の マネジメン トを行

観 光需 要を取 り込 むこ とが本 県経済の活性 化に大きな 効果をもた らすこ

グを 通じ て、 ターゲ ット の選定や 地域プロモ ーション等 の事業を展開 す

本県に も少なから ず影響がある と思われま す。

とは間 違いありま せん。

ニー ズや 切り口 も取 り込 みながら、観 光客の満 足度の向上 につながる よ

据えた国内外への情報発信を今からしっかりと行うとともに、新しい

ま だま だ県 外から の誘 客は伸び る要素があ ります。県内 にも地域連 携

ＤＭＯ と自治体等と が一体とな った取組が これまで以 上に期待され ます。

海外 の観光客に 対し、いか に秋田の魅力 を発信し、 誘客につな げるのか 、

るこ とが特 徴で あり ます。 コロナ禍を経 てニーズが 変化してい く国内、

う 、受 入態 勢の強 化を 図って いくことが 肝要と考えま すが、今後 の本県

ＤＭ Ｏや 地域 ＤＭ Ｏが あり、様々 な活動をし ております が、地域に 限定

そこ で伺い ます 。今 後の本県 の観光振興に 向けて、コ ロナ収束後 を見

の観 光振 興、 イン バウ ンド対策に ついて、知 事の御所見 をお聞かせ くだ

する こと なく、 観光 資源を 相互に補い ながら連携し 、もっと県 内を網羅

した 。（拍手）
●議長（柴 田正敏議員 ）
●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

おはようご ざいます。 加藤鉱一議員 の一般質問 に

【 知事（佐竹 敬久君）登壇 】

県当局 の答弁を求め ます。

以 上で 、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

ないか と考えます が、観光文化 スポーツ部 長の見解を 伺います。

し なが ら地域 ブラ ンド を高めて いくＤＭＯ の展開があ ってもよい のでは

さい。
何 度で も訪れ たい 秋田 、そして旅先 での交流 についても 、ただ泊ま る
だけ では なく、 自然 体験 や地元文 化に触れる機 会を設ける ことも必要 で
あ りま す。 豊か な自然 や食、 祭りなど、 本県にはブ ランド力を 持つ魅力
的 な地 域資源 が豊 富に あります が、残念なが ら認知度と なるといま 一つ
になって しまいます 。
観 光振 興ビジ ョン の策 定に当た っては、観光 業界の関係 者も参加し た
意見 交換 を行 ってお りま すが、そ こでは、地 域活動や文化 ・歴史に触 れ

コロ ナ後を見据 えた人口減 少対策でござ います。

お答えを申し 上げます 。

政 の縦 割りを 超え て連 携して行 うことで観 光政策がより 生きるので はな

まず 、国の 地方 創生 の取組 に対する評価 でございま すが、国に おいて

たい、 知り たい とい った取 組は、農政、 移住交流、 教育委員会 などの行
いか、こうした様々な観光施策の推進は、県の各部署も連携して取り
そこ で伺 いま す。 本県の地 域資源が魅 力的である にもかかわ らず、認

ろで あり ますが 、地 方創生 は、自治体 の努力も当然 のことなが ら、本来

打ち 出し 、地 方の 活力創 出に向け 、自治体へ の支援策を 講じてきた とこ

は 、人 口減 少や東 京圏 一極集 中が進む中 で、平成二十 六年に地方 創生を

知度 が低 い要因 がど こにあ るのか。そ して、今後、 庁内の部局 や市町村

は 政府 機関・ 企業 等の 移転や地 方への大幅 な権限移譲 など、国家 的な見

組 んでほしい などの意 見があったよう です。

と も連 携をと りな がら 、認知度 の向上と観 光施策の推 進にどのよ うに取
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地か らダ イナミ ック に進め られるべき であり、 そうした取組が 少なかっ

フ ト対 策によ る補 完や 解消措置 を講じると ともに、将 来の世代に 負担を

えた 統廃 合が必 要で あり、 住民からの 不満や不 安に対しては、 様々なソ

残さ ない ために 、思 い切 った統廃 合が必要であ ることを十 分に説明し な

た ものと認識し ております 。
とり わけ 、東京 圏へ の一極 集中につい ては、歴史的 経緯や経済 情勢の

担 い手 の確保 につ いては 、人口減少 下においても 本県が持続 的に発展

が ら対応して いくべき ものと考え ております 。

地 方の 若者の 流出 や労 働力の低 下、ひいては 出生数の減 少など少子 高齢

して いく ために は、 若者の 定着・回帰 が最も重 要であると 考えており、

推 移の もと で形 成さ れた強固 で構造的な 問題であり 、これが続 く限り、
化が 進行 し、歯 止め の効か ない地方の 過疎化を 招き、国の 衰退につなが

本県が有する資源を活用した産業の成長、賃金向上などによる若者に

識 を県民と共 有しなが ら、県政を推進 していく 所存であり ます。

え、 変化 に流さ れず 適応 していくこと が未来の 秋田への道 筋であり、 認

こ うし た施策 の展 開に当 たっては、 変化が早 い時代の潮 流を的確に捉

様性のあ る地域づくり を進めてま いります。

とっ て魅 力あ る職場 づく りに加え 、若者の自 由闊達な活 動を許容する 多

る ものであり ます。
こう した 中で 、今般 のコロ ナ禍に伴う 社会経済へ の甚大な影 響が生じ
てい る現状 を鑑 みれ ば、こ れまでの地方 創生交付金 制度による 自治体の
発 想に 依存し たミ クロ の取組で の地方創生 の実現には 限界があり、 国が
強い危 機意識を持っ て取り組む べきと考え ます。
国 がリ ーダ ーシッ プを 発揮し、 持続的な発 展に向けた国 家的戦略を 打

次に、 賃金水準の 向上でござ います。

少 子化 も相ま って 、県 内企業で は人材確保 が年々厳し くなってお り、新

ち出 し、 地方 の特 徴を 生かした取 組を後押し することに 加え、産業 の再
こ とに ついて 、全 国知 事会の中 ではおおむ ね考えが一 致しており 、共同

卒者 やＡ ターン 就職 者を 受け入れ るためには、 おのずから 賃金の引上 げ

本県の有効 求人倍率 が一・六二倍と 過去最高 となってい ることに加 え、

して 国に 要望す ると とも に、国会 議員に対して も強く訴え かけてまい り

が 不可欠にな っている と捉えてお ります。

配置 とい った抜 本的 な対策 や、高速通 信網の整備等 に主体的に 取り組む

ま す。

県 では 、短期 間で 歯止 めをか けることは困 難でありま すが、人口 減少に

人口 減少は 全国 的な 傾向であ り、とりわ けその加速 度が増して いる本

ど、生 産性向上の 事例のほか 、Ｍ＆Ａにつ いて、事業 拡大や新分 野進出、

え る化 、社員 のカ イゼ ン提案 の採用に加え 、付加価値 の高い製品 開発な

企業 の取 組とし て、 自動化 設備の導入 による作 業時間の短 縮や作業の見

先 日開 催した 経営 者や労 働者の代表 が参加する公 労使会議で は、県内

対応 しな がら 、県民 の満 足度を高 めていくた めには、総務 省の自治体 戦

経営多角化に 積極的な 企業が現れ ていること が取り上げ られておりま す。

次に 、内政上の 危機を踏まえ た施策の展 開について であります 。

略に関 する 研究 会の 報告で 示された行政 の体制及び 業務の効率 化や、暮
効率 的な行 政サ ービ スの提 供については 、市町村と の機能合体 や、地

のアンケート調査や今後の公労使会議の意見・要望を集約し、製品や

利用 され た支援 制度 など の積極的な周 知に努め るとともに 、県内企業 へ

今 後は 、こう した 先進的 な事例や業 務提携・ 協業化等の事例 に加え、

域 課題 の解 決に向 けた 市町村 間の連携等 への働きかけ に加え、コ ロナ禍

サー ビス の差 別化 など新 たな価値 を生み出す 、効果的な 支援策を構 築し

らし を支える担 い手の確保 に対応してい く必要があ ると考えて おります 。

によ り急 速に ニー ズが高 まったス マート自治 体への転換 に向けたデ ジタ

てまいり ます。

ま た、 誘致企 業に 対して は、私自身 が、本社 と同等の賃 金水準とす る

ル化の推 進など、時 代のニーズに 即した取組 を強化して まいります 。
ま た、 各種公 共施 設や公 共インフラ について も、人口減 少傾向を踏 ま
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よう 働き かけを 行い 、既に 複数の企業 で実現し ているところで あり、引

デ ジタ ル技術 や計 量分 析に関する知 識や能力 を有し、先 進技術を活 用

次に、県内 における デジタル人材の 確保・育 成でござい ます。

ら ず、 農業 や建 設業 などあら ゆる分野に おいて必要 性が高まっ てきてお

して ＤＸ を推進 する 人材 について は、製造業や 商業、サー ビス業のみ な

き 続き 、カー ボン ニュ ートラル やデジタル 化等に関す る研究・開 発職な
ど、賃 金水準の高 い雇用の創出 に取り組ん でまいりま す。
い ずれにしま しても、産 業構造や社 会構造の 大きな転換期に おいては 、

か えっ て地域 経済 の強 化や雇 用の拡大につ ながらない ことから、 拡大す

が分 かれ るもの であ ります 。この流れ を無理や りに平準化 することは、

の規 模や 業種 等の実 情に 応じた取 組を推進す ることが重 要であると考 え

ど の大 都市圏 や情 報関 連産業 に集中する傾 向にあるこ とも踏まえ 、企業

こう した中 、企 業が その確保 ・育成を図 るためには 、人材が首 都圏な

りま す。

る産 業へ の雇 用のシ フト を図りな がら、より 全体として の賃金水準の 上

ておりま す。

今 後拡 大が見 込ま れる 産業、衰 退を余儀なく される産業 など、必ず 明暗

昇を目指 していくこと が重要であ ります。

値を 創造 し、 あら ゆる 分野の課題 解決に資す る有効な手 段であるこ とか

デ ジタ ル技 術の活 用や 異分野 間のデータ の組合せなど により、新 たな価

まず 、ＤＸ 推進 戦略 と県民 生活等への影 響でござい ますが、Ｄ Ｘは、

リュ ーシ ョンを 自社 内で内 製できる人 材が必要であ ることから 、従業員

にあ り、 特に 、製 造業 等において は、センシ ング技術な どを活用し たソ

た 、育 成に ついて は、 専任の 人材を配置 している県内 企業が少な い状況

象と した 説明会 等で のマ ッチングを支 援してい るところで あります。 ま

こ のた め、人 材の 確保に 向けては、 新規学卒 者やＡター ン求職者を対

ら、 今年 四月に 私が 本部長 となるＤＸ 戦略本部を立 ち上げ、県 民一人一

を 対象 に、基 礎知 識や データの 活用方法に 関する研修 を情報関連 企業と

次に 、ＤＸの推 進とデジタ ル人材の確保 ・育成でご ざいます。

人 がニ ーズに 合っ たサ ービスを 選択し、多 様な幸せを 実現できる 社会を

連携 して 実施す るこ とに 加え、Ｉ ｏＴ技術を活 用するため の実践的な 研

修 を実施する ことにし ております 。

目指す ＤＸ推進計 画を、今年度 中に策定す ることにし ております 。
本 計画 では 、利 用者フ ァースト やデータ活 用、人材育 成を重要な 視点

業振 興の 基盤と なる デジタ ル化を推進 する人材 の確保・育 成に努めてま

こ うし た取組 を通 じて、 企業の生産 性向上や競争 力強化に寄 与し、産

ビジネス モデルの創 出により、 生産性向上や 競争力強化 を図るとと もに、

い ります。

に 据え 、Ｉｏ Ｔや ＡＩ 等の先進 技術の活用や スマート農 業などの新 たな
オ ンラ イン診 療や 行政 手続に おける電子申 請の拡充等 の取組を進 めるこ

本 県沖 では、 着床 式洋 上風力発 電の事業化 に向け、遠浅 な海域で、 再エ

次に、 洋上風力発 電でござい ます。

今 後は 、デジ タル 機器に 不慣れな方 も多いこ とから、高齢者 を対象と

ネ海 域利 用法に 基づ く促 進区域の指定 や事業者 の公募が実 施されてお り

とに より 、県 民生活 の利 便性の向 上につなげ てまいりたい と考えてお り

した スマ ートフ ォン の操 作研修等を実 施するほ か、人と機 械を仲介す る

ま すが 、遠 浅の海 域が 狭い日 本で、政府 が掲げる洋上 風力発電の 導入目

浮体式 洋上 風力 発電 の事業化 を想定した調 査でござい ますが、現 在、

マ ン・ マシ ン・イ ンタ ーフェ ース技術の 動向も注視し つつ、産学 官で構

標を 達成 する には 、水深 の深い海 域における 浮体式での 事業を強力 に推

ます。

成さ れる 秋田 デジ タルイ ノベーシ ョン推進コ ンソーシア ムをはじめ とす

進してい く必要があ ると認識して おります。

また、水深の深い海域も含めた洋上風力の導入拡大は、カーボン

る関 係機 関との 連携 を強化 するなど、 デジタルデバ イドの解消 に十分留
意し ながら、人 に優しいデ ジタル社会 の実現を目指 してまいり ます。
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け る部 材の 保管 や積 出しなど 、長期にわ たる経済効 果の創出が 期待でき

のほ か、 拠点港 に指 定さ れている 秋田港、能代 港を活用し た北日本に お

ラ イチ ェーン 形成 や、 建設・メ ンテナンス の受注、関 連産業の新 規立地

ニュ ート ラルの 達成 のみな らず、本県 における 風力発電部品製 造のサプ

が 持てるよう になるも のと考えて おります。

時期 には 、国内 旅行 の回 復や、そ の後のインバ ウンドの受 入れにも期 待

示 した ところ であ り、 今後、感 染状況の改 善が進むこ とにより、 一定の

チン が接 種済み であ ること などを条件 とする行 動制限緩和の基 本方針を

ギ ー産 業戦略 」に おい て、国 とも連携しな がら、技術 的な課題や 利害関

このため、県では、現在改訂を進めている「第二期秋田県新エネル

イル に対 応し たコン テン ツの磨き 上げや、体 験動画の国 内外への情報 発

業 を下 支えし てい るほ か、本 格的な旅行再 開に備えて 、新たな旅 行スタ

染防 止対 策等へ の支 援や、 県民割キャ ンペーン などにより 、観光関連産

県 では 、こう した 動きに も迅速に対 応できるよう 、宿泊施設 が行う感

係に つい ての 整理を 行う など、浮 体式を見据 えた水深の 深い海域での 適

信に取り 組んでいると ころであり ます。

るも のと考えて おります。

地調査の 実施に向けて 取組を進め てまいりま す。

適化 から メン テナ ンス 工法まで、 国内の海域 の条件に適 合する新た な技

欧 州と 海底 の形状 や気 象条件 等が異なる ことから、風 車や浮体基 礎の最

国内 で浮体 式洋 上風 力発電 事業を進めて いくために は、先行し ている

組む とと もに、 海外 の旅行 ニーズの変 化等を踏まえ た対象市場 の見直し

活用 した 情報 発信 の強 化、多様な ニーズに応 じた受入態 勢の整備に 取り

な 観光 」を 目標に 掲げ 、観光 関連産業の 生産性向上や 、デジタル 技術を

中の 観光 振興ビ ジョ ンで は、「訪れる 人のここ ろと地域を 潤す持続可 能

一 方、 観光を 取り 巻く環 境は急速に 変化して いることか ら、現在策定

術開 発を 進めて いく 必要が あります。 また、今後は 、アジアで の洋上風

を行い、単に量的なものを追い求めるのではなく、国や客層などター

次に 、浮体式洋 上風力発電 の拠点化と県 内経済の活 性化でござ います。

力 市場 が急速 に拡 大す ることが 見込まれて おり、気象 条件等が日 本の海

ゲット を的確に捉 えた戦略的な 誘客を推進 することに しておりま す。

ア フタ ーコ ロナ を見据 えると、 小規模なが ら個性豊か な宿が多く 、観

域と 似て いるこ とか ら、 こうした 条件に適合す る技術の確 立は、県内 で
の 部品 製造 等に もつな がり、 国内市場に 加えアジア 市場への展 開も期待

的と した 旅行先 とし て高い 優位性を有 している ことから、 これらの面を

光 地に おける 密集 度が 低い本県 は、癒しや保 養、自然と の融合など を目

この ため、 まず は、 着床式風 力発電事業 での部品製 造やメンテ ナンス

強 調し ての反 転攻 勢に 打って 出る大きなチ ャンスと捉 え、市町村 や観光

でき るものと考 えております 。
に 関し て、風 力発 電機 メーカ ー等と県内企 業とのサプ ライチェー ンを着

関係者 と一体とな った取組を 強力に展開し てまいりま す。

私からは 、県の地方 創生関連施 策

の 成果と今後 の取組に ついてお答えい たします 。

●あき た未 来創 造部 長（ 小野正則君）

【あき た未来創 造部長（小 野正則君）登 壇】

私からは以上 でございま す。

実に 形成 して いくこ とが 必要であ り、こうし た取組を踏ま え、将来的 な
浮体式に係る サプライ チェーンの 形成を目指 すことにし ております。
県 内で は大手 造船 メーカ ーと連携し 、本県沖 における浮体式 洋上風力
発電 事業 を検討 する 動き も出てきてお り、浮体 式に求めら れる技術開 発
や 実証 など の事業 を誘 致し、 参画してい くことで、県 内への洋上 風力産

ク分 散の 必要性 に加 え、若 者の地方回 帰志向が高ま り、地方へ の人の流

今般 のコ ロナ 禍の 影響によ り、ワーク スタイルの 変化や経営 上のリス

次に、アフ ターコロ ナの観光振興で あります 。

れ が加 速して いく もの と考えら れることか ら、リモー トワークに よる人

業の拠 点化を進め 、県内経済 の活性化を 図ってまいり ます。
今 後の 観光振 興の 在り方 でございま すが、先 般、国にお いては、ワ ク
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ま す。

を有 効活 用する など 、社 会情勢の 変化に応じた 社会減対策 を進めてお り

援 や東 京圏在 住者 のＡ ターン就 職の促進に おいて、オ ンラインイ ベント

材誘 致な どの新 たな 視点を 取り入れる とともに 、大学生等の県 内就職支

の ニー ズに 添っ た情 報の提供 が不足して いることや 、観光地と して訪れ

ると は言 いがた い状 況に あると認 識しており、 その要因と して、旅行 者

ナ マハ ゲや角 館の 武家 屋敷など の一部を除 き、全国的 な認知度を 得てい

しか しなが ら、 個々 の地域資 源のポテン シャルは高 いものの、男 鹿の

合わ せた 産業拠 点の 創出な ど産業面の 成果に加 え、コロナ 禍による影響

を 絞っ た効果 的な 情報 発信に 加え、アフタ ーコロナを 見据えた地 域の観

この ため、 県で は、 デジタル マーケティ ングの活用 によるター ゲット

たく なる仕掛け が十分でない ことなどが あると考え ております 。

は ある ものの 、昨 年十 月にお ける直近一年 間の社会減 が二千人台 に縮小

光コ ンテ ンツ の磨き 上げ や、秋田 の特性を生 かした滞在 型・体験型観 光

こ れま での取 組に より、 輸送機関連 産業の集積や ＩＣＴと医 療を組み

した ほか 、高 校生の 県内 就職率が 、七二・五 ％と十六年 ぶりに七割を 超

の推 進によ り、 観光 地とし ての認知度と 魅力の向上 に努めてい るところ

今後 とも、 芸術 文化 やスポ ーツ、農林水 産業などの 様々な分野 との連

える ととも に、 リモ ートワ ーク移住につ いても、二 社をパート ナー企業
今後 は、こ うし た傾 向を一 過性で終わら せず、継続 的なものと するた

携 をこ れま で以上 に強 化し、 本県観光が 持つポテンシ ャルを最大 限に発

であ ります。

め 、引 き続 き産業 基盤 の整備 を着実に進 めるとともに 、若者に対 する県

揮し た、 秋田 なら では のツーリズ ム推進に積 極的に取り 組んでまい りま

と認 定するなど 、社会減対 策の成果が現 れ始めてき ております 。

内企 業情 報の 発信 や東 京圏におけ るＡターン 就職の働き かけの強化 、女

次 に 、 県 内 の Ｄ Ｍ Ｏ の 事 業 展 開 に つ い て で あ り ま す が 、 Ｄ Ｍ Ｏ は、

す。

現 在実 施中の 若者 の就 業ニーズ 等に関する アンケート 調査の結果 を踏ま

マー ケテ ィング 活動 等を 通じて地 域の魅力を高 めながら、 経済を活性 化

性が 働き やすい 環境 づくり に向けた企 業の理解促進 等に取り組 むほか、
えた 効果 的な施 策を 実施 するなど 、社会減の更 なる抑制に 向けた取組 を

さ せる など の役 割を担 ってお り、アフタ ーコロナを 見据えた観 光振興を

ツ ーリ ズムは 、秋 田犬 をコン テンツとした 海外への情 報発信や地 場産品

県内 では七 つの 法人 が国に登 録されてお り、中でも 県北地域の 秋田犬

進め る上で、中 心的な存在に なり得るも のと考えて おります。

進 めてまいり ます。
私か らは以上で ございます。
私 からは、ア フターコロ ナ観光

【観光文化 スポーツ部 長（嘉藤正 和君）登壇】
● 観光 文化ス ポー ツ部 長（嘉藤 正和君）

動が評 価さ れ、 観光 庁から 重点支援ＤＭ Ｏとして選 定されたほ か、今年

を活 用し た商 品開発 など 、地域の 強みを生か した広域的か つ先進的な 活

まず、 魅力 的な 地域 資源を生 かした観光振 興について であります が、

三 月に は県観 光連 盟が 県内全域 を対象とす る地域連携Ｄ ＭＯに登録 され

振興に ついて二点 お答えいた します。
本 県は 、四季 の変 化に 富んだ美 しい自然を はじめ、地域 に根差した 伝統

一 方、 ＤＭ Ｏの多 くは 、組織体 制が脆弱で 活動を支える 人材が不足 し

たところ であります 。

源 を数 多く 有して おり 、それ らを生かし た取組として 、国内外で 人気の

てい るな どの 課題 を抱え ているこ とから、Ｄ ＭＯ間の連 携による取 組も

行事 や豊 かな食 文化 、歴 史と風土が育 んだ工芸 品などの魅 力的な地域 資
高い 秋田 犬や 、日 本酒に 代表され る発酵食な どを活用し た体験型観 光を

進んでい ないものと 認識しており ます。

県 とし まして は、 県観光 連盟と協力 しながら 、先駆的な 事例を紹介 す

推進 する ととも に、 関係機 関と連携し た誘客プロモ ーションや 受入態勢
の整 備に取り組 んでまいり ました。

- 47 -

五

三

一

番

番

番

番

薄

住

島

鳥

小

井

谷

田

井

野

清

実

彦

司

達

薫

修

彦

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

小

鈴

松

玉

宇佐見

瓜

木

加賀屋

児

原

佐 々木

小

浦

生

田

雄

茂

正

健

雄

緑

康

策

人

晃

太

太

郎

千鶴子

政

正

明

人

四十 一名

七

番

方

俊 比古

真

里

三

川

丈

員

九

吉

木

麻

二 十 番

今

林

ひとみ

議

成 とＤ ＭＯ同 士が 連携 した取組 の促進に努 めるととも に、新たな ＤＭＯ

十 一 番

鈴

本

正一郎

二十二番

北

川

席

の設 立に ついて も、 地域 の動きを 注視しながら 、積極的に 支援してま い
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杉

藤

喜

二十 五番

石

健一郎

出

り ます。

十 五 番

加

藤

信

浩

二十七番

東海林

賢一 郎

る関 係者 向けの 研修 会の開 催等を通じ て情報共 有を図り、観光 人材の育

現在 、各学 校に おい ては、一 人一台端末等 の整備によ り、児童生 徒が

十 七 番

佐

藤

武

英

二 十九番

原

藤

悦

加藤議 員から御質 問のありま した、

【教育委員 会教育長（ 安田浩幸君 ）登壇】
● 教育 委員会 教育 長（ 安田浩幸 君）

エア 開発など、 より発展的な 学習を実践 することと しておりま す。

る ほか 、一 部の 専門高 校にお いては、外 部講師によ るＩｏＴや ソフトウ

三十 七番

三 十四番

三

木

児童生 徒のＩＣＴ 活用能力の 育成について お答えいた します。

県教 育委員 会と しま しては、 ＩＣＴの効 果的な活用 を通して、 「秋田

鈴

臣

主 体的 に情報 を活 用し ながら他 者と協働し て、新たな 価値の創造に 挑ん
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佐

橋

博

寛
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近

藤

勝
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でいくことができるよう、ＩＣＴ活用能力を体系的に育む指導に取り
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治
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一

組 んでおりま す。
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英

範

三 十五番

土

田

の 探究 型授業 」の 一層 の充実 を図りながら 、情報活用 能力の基本 を身に

子

洋

望

小中 学校 では 、授 業の中 で積極的に端 末を活用す ることによ りＩＣＴ

二十 六番

石

部

嘉

一

三十八番

柴

司

私か らは以上で す。

への 興味 ・関心 を育 成する ほか、発達 の段階に応じ たプログラ ミング教

二 十八番

渡

藤

鉱

一

四 十 番

有

山

育 を展 開し、 児童 生徒 の論理的 思考力を高 めていると ころであり ます。

三 十 番

工

藤

英

一

田

口

幸

また 、高 等学校 では 、教科 「情報」に おいて基本的 な技能の習 得を図

三 十二 番

加

浦

洋

鶴

川

林

司

四十 二番

四十 一番

北

康

一

つけ るこ とが できる よう 支援し、 将来のデジ タル社会を担 う人材の育 成

四十三番

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（ 柴田正敏議 員）

休憩前に同 じ

に努めてまい ります。
三十四 番加藤議員 の質問は終 わりました。

私か らは以上で あります。
●議長（柴 田正敏議員 ）

暫 時休憩いた します。再 開は十一時十 分といたし ます。
午前十時 五十五分休 憩
午前十 一時十分再 開
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日程 第一、 一般 質問 を継続い たします。 三十七番三 浦議員の発言 を許
し ます。
会派みらい の三浦英一 です。この たび一般

【三十七 番（三浦英 一議員）登壇 】（拍手）
● 三十 七番 （三浦 英一 議員）
質 問の 機会を いた だい た先輩、 同僚議員に心 より感謝を 申し上げま す。
質問 に入る 前に 、先 頃、退陣 を表明した 菅総理につ いて申し述 べさせ
て いただきま す。
今月 、菅 総理 は、コ ロナ禍 の中、政治 の空白をつ くってはな らないと

しら 様の 枝垂れ 桜で 有名な 神社が見え てきます 。さらに数分間 、役内川

に 沿っ て進む と、 間も なく菅総 理の生家に 着きます。 その生家の ある堰

ノ口 は、 普段は 静か な農 村地帯で ありますが、 昨年菅総理 が誕生した 際

に は、 集落 の人 口以 上の人で にぎわった そうであり ます。しか し、今は

訪れ る人もなく 、ひっそりと しておりま した。

コロナ禍の大変な時期に総理になられて、本当によく頑張ったなと

思 って いるの は私 だけ ではな いと思います 。これから も、国民は もとよ

り東 北の ため に御尽 力い ただけま すよう、よ ろしくお願 いするところ で

明 日十 七日告 示の 自民 党総裁選 には立候補 せず、退陣 する意向を表 明し

はじめ に、「新秋田 元気創造プ ラン」につ いて、知事 にお伺いしま す。

それ では、改め て質問に入 らせていただ きます。

あります 。

まし た。 昨年九 月の 就任 時から、携帯 電話料金 の値下げや 、このたび の

「 選択 ・集 中プロ ジェ クト」に おける賃金 水準の向上に ついてであ り

の思いと 、コロナ対策 に専念をし たいとの強 い気持ちか ら、残念なが ら、

デ ジタ ル庁 の設置 と、 約一年 の間にまさ しく有言実行 で次々と改 革を実

ます。

新型 コロナ ウイ ルス 感染症の 拡大や温室 効果ガスの排 出抑制に向 けた

行し てき たの であ りま す。携帯電 話料金の値 下げに関し ては国民誰 しも
が恩 恵に 預かり 、そ れでも まだ安くで きるはずだと 、さらなる 引下げに

ラ ン」 では、 時代 の潮 流を踏ま えつつ、本県 の優位性を 生かした施 策を

動 きの 加速な ど、 時代 が大きく 変化してき ており、こ うした流れ をしっ

菅 総理 は、雄 勝郡 旧秋ノ 宮村で生ま れ育ち、地盤 も看板もな いところ

推進 する との考 えの もと、 「賃金水準 の向上」 、「カーボ ンニュートラ

取 り組 み、ま た、 世界 に遜色な いデジタル 社会を実現 するという 強い思

から 総理 大臣ま で登 り詰め た立志伝中 の人であ ります。ま た、雪国秋田

ルヘの挑戦」、「デジタル化の推進」の三つの柱を「選択・集中プロ

かり と捉 えて、 本県 の持 続的な発 展に向けた道 筋を県民に しっかりと 示

県 人特 有の辛 抱強 さと 無駄口 をたたかない 寡黙な人物 でもありま す。私

ジェ クト 」と して位 置づ け、重点 的に取組を 進めると伺っ ております 。

いで デジ タル庁 を発 足さ せたさな かでありまし た。このよ うな改革は 、

は、 そう いう 人間性 に、 同じ秋田 県人として 、とても好感 を持ってい ま

風力や 地熱 など の本 県の優位 性は脱炭素社 会の構築に 貢献できる もの

す必要があります。県が現在策定を進めている「新秋田元気創造プ

した。 しか しな がら 、心な い人たちの中 には、話し 方に感情が こもって

で あり 、また 、コ ロナ 禍を背景 としたデジ タル化の加速 は喫緊の課 題で

菅 総理でなけ ればでき なかったこ とと思います 。

い ない とか、 原稿 を棒 読みにす るとか言う 人がいること にとても残 念で

あり ます が、と りわ け、 人口減少問題 の克服に は、若い人 が定着でき る

上を 求め る意 見が 多く見 られてい ることから 、若者に魅 力的な働く 場の

なり ませ んでし た。 逆に 、そこが菅総 理のいい ところだと 私は思うの で
先日 、私 は鳥 海町 に仕事で 行ったつい でに菅総理 の生家を見 てまいり

確保 につ ながる 「賃 金水準 の向上」を 大きく打ち出 すことは、 大変意義

環 境を 確保 するこ とが 最も重 要であり、 県民意識調査 でも賃金水 準の向

まし た。 鳥海町 笹子 地区か ら峠を越え ればすぐに、 かつて銀山 で栄えた

のあ ることだと 思います。

あ ります。

院 内に 着きま す。 国道 一三号線 から秋ノ宮 方面に進む とすぐ左手 に、お
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況 が厳 しくな って いる 中で、企 業の力だけ で「賃金水 準の向上」 をなし

しか し、県 内で は規 模の小さ い企業が多 く、今般の コロナ禍で経 営状

考えを お聞かせく ださい。

ラ ン」 では、 特に 自然 減の抑制 にどのよう に取り組ん でいかれる のか、

たっ て持 続可能 な秋 田をつ くり上げて いくため に、「新秋田元 気創造プ

本県 におけ るワ クチ ン接種に ついては、 医療従事者 の優先接種 後、今

はじ めに、ワク チン接種につ いてであり ます。

次 に、新型コ ロナウイル ス感染症対 策につい て伺います。

遂げ るこ とは容 易で はな く、行政 としての支援 が不可欠で あると考え ま
す。
そ こで 知事に お伺 いしま す。「選択 ・集中プロジ ェクト」の 中でも特
に柱 にな るもの と思 われる 「賃金水準 の向上」 に、具体的 にどのように

知事 はこれ まで 、三 期にわた る「ふるさと 秋田元気創 造プラン」 を策

次に、 人口減少問 題の克服に ついて伺いま す。

せ んで したが 、そ の後 、接種の 実施主体で ある市町村 に対する県の 支援

見通 しが不 透明 であ った状 況などにより 、他県に比 べ出遅れ感 が否めま

齢者 を対 象と したワ クチ ン接種の 開始当時は 、国からの ワクチンの供 給

年 の四 月から 六十 五歳 以上の 高齢者を対象 に接種が開 始されまし た。高

定 し、 最重要 課題 であ る人口減 少問題の克 服に向けて 、様々な施策 を展

や、 医師 会をは じめ とし た関係機関の 協力によ り、高齢者 については 、

取 り組んでい かれるのか、 お考えをお 聞かせく ださい。

開し てき ました が、 社会 減については 、一定程 度の成果が 現れてきて い

か、 職域 接種に つい ても順 次開始され ており、これ までの関係 者の努力

現 時点で約九 割の接種 率となっており ます。ま た、一般接 種について も、

国立 社会保 障・ 人口 問題研究 所によると 、本県の人口 は二〇四五 年に

に 対し て深く 感謝 する ものであ ります。私 自身も七月 中に二回目 の接種

る もの の、 自然減 につ いては 改善が見ら れず、なかな か出口が見 えない

は約 六十万人に なり、高齢 化率も五〇 ％を超え ることが見込ま れており 、

を終 えま した。 接種 によ り感染へ の不安が減り 、接種して 大変よかっ た

十一 月中 には 希望 する 県民への接 種がほぼ終 了する予定 となってい るほ

生産 年齢 人口の 減少 に伴 う県内経 済の縮小が懸 念されるほ か、県民の 安

と 感じており ます。

状況に あるものと 思います。

全 ・安 心に 関わ る医療 や介護 、福祉サー ビスの維持 が困難にな ることも

が る「 若者に 魅力 的な 働く場 の確保」や「 結婚・出産 ・子育ての しやす

先日 公表さ れた 県民 意識調査 の結果を見 ると、人口 減少の抑制 につな

課題 があ った ことも 聞い ており、 次回の接種 に備え、県に は、市町村 と

ず 混乱 したり 、高 齢者 の接種 会場までの足 の確保をど うするかと いった

の予 約時 にネッ トを 使えな い高齢者の 電話が集 中したため 、予約が取れ

た だし 、接種 に関 しまし ては、一部 の市町村にお いて、ワク チン接種

い環 境の 整備 」の満 足度 が低くな っており、 人口が減少し ている状況 を

連携した取組 をお願い するもので あります。

想定 されます。

肌で感 じて いる 県民 の強い 危機感が現れ たものであ ると思いま す。コロ

対し て不 安を持 ち、 ワク チン接種をた めらう方 々も多くお ります。最 近

ワ クチ ン接種 が進 む一方 で、ワクチ ンの有効 性、安全性、副 反応等に

人口減少が全国に先んじて進む本県が、地方共通の課題を解決できる

で は、 俳優 の千葉 真一 さんが 接種を行わ ず感染し亡く なられまし た。女

ナ禍 により、若 い人を中心 に地方への関 心が高まっ ていると言 われる中 、
「 秋田 モデ ル」と 言わ れるよ うな施策に 取り組むこと を期待する もので

に感 染し たとの 報道 があり ました。ま た、滋賀県大 津市にある 陸上自衛

優の 綾瀬 はる かさ んは、 接種後の 副反応を心 配し、接種 を迷ってい る間

そこ で知事 にお 伺い します。 これまでの 様々な取組を 踏まえ、最 重要

隊 大津 駐屯地 では 、二 百名以上 の隊員が新 型コロナウ イルスに感 染し、

ありま す。
課 題で ある人 口減 少問 題を克服 し、若い世 代が希望を 持てる、将 来にわ
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よ うな 報道 等を 踏ま えても、 ワクチン接 種が必要で あることは 明らかで

は個 人の 意思に よる もの であり、 強要するもの ではありま せんが、こ の

三 人で 、他の 隊員 は未 接種だっ たとの報道 もありまし た。ワクチ ン接種

その うち 少なく とも 一回の ワクチン接 種を受け ていたのはたっ たの二十

症 者や リスク の低 い人 で自宅療 養を試行し、 病床がひっ 迫した場合 に備

は ない が、 今後 、中 等症の方 が在宅で療 養すること も想定し、 まずは軽

ます 。市 の保健 所に より ますと、 現在、病床等 はひっ迫し ている状況 で

か ら、 実際に は半 数程 度の人し か同時に利 用できない 状況になっ ており

りま す。 しかし 、療 養者の 入替え時に は消毒作 業などが必要と なること

との こと で、 選択的 な自 宅療養の 導入は未定 となってい るようであり ま

し かし 、結局 、こ の市 の方針は 、医師会や県 との調整が 取れていな い

えていく とのことで あります。

ある と感じてお ります。
ワク チンの 効果 につ いては、 今月、国立 感染症研究 所などのグ ループ
が 分析 したと ころ によ ると、 ワクチン接種 の有効性は 推定で一回 目の接
種で四 八％、二回 目の接種で 九五％との報 告がありま した。

婦の 方々 などに 対し て、 接種主体であ る市町村 と連携して 、ワクチン に

接 種を ためら う若 者層 や、胎児 への影響を 心配し接種 に踏み切れな い妊

な った 事例 がない こと に越し たことはな いと思ってお ります。し かし一

染者 が自 宅療養 とさ れた 例はありませ ん。私は 、このよう に自宅療養 と

本 県で は、感 染者 は入院 か宿泊療養 が原則と され、実際 、これまで感

す。

対 する 正し い理解 を持 っても らうなど、 不安を払拭す るための取 組が必

方で 、命 に関 わる こと ですので、 それが県と して万全の 体制になる ので

そこで伺い ますが、ワク チンの有効 性や安全 性等に疑問 を持ち、特に 、

要と考 えますがい かがでしょ うか。健康 福祉部長の 考えをお伺い します。
先 般、 秋田市 は、 新型 コロナウイル スに感染 した軽症者 や無症状患 者

では 、自 宅療養 中の 症状 悪化時に 速やかに入院 できず適切 な医療を受 け

入 院患 者等が 飽和 状態 となり、やむ を得ず自 宅療養を導 入した首都 圏

あれ ば、 自宅療 養に 関する 検討を進め ていくことも 必要だと思 います。

のう ち、 六十四 歳以 下の 方で基礎 疾患がないと いった条件 を満たすこ と

ら れな い、 連絡 が取れ ずに保 健所が療養 者の状態を 把握できな いといっ

次に、自宅 療養の導 入検討について お伺いし ます。

が 確認 でき た方 は、自 宅療養 を行えるよ う準備を進 めているこ とを明ら

た ケー スが多 発し てい るほか、 自治体間の個 人情報のや りとりが円 滑に

今 議会 に提案 され た補 正予算案 では、宿泊療 養施設を新 たに設ける 予

か にし ました 。同 居家 族がいる 方であっても 、個室に隔 離すること がで
を 選択 できる よう にし ていく とのことであ ります。対 象者には、 パルス

算が 計上 され ており 、仮 にこれが 実現すれば 、自宅療養が 必要となる 可

行われな いといった 課題が報道 されておりま す。

オキ シメ ータ ーの貸 与や 、一週間 分の食料品 の提供のほか 、市保健所 の

能性は より 低く なる と思い ますが、首都 圏での課題 なども踏ま え、事前

きる など 家庭内 での 感染予 防対策をと ることが 可能であれ ば、自宅療養

職員による一 日二回の 体調確認を 行うようで あります。

に自 宅療養につ いて、県医 師会や病院な どの関係機 関と運用面 を検討し 、

保健 所で の業務 量な どに ついて事前に 想定して おくことが 重要だと思 い

県 内の 感染者 の療 養先は 、これまで は入院か 、宿泊療養施設 での療養
かの いず れかで あり ます 。秋田市によ ると、一 部の宿泊療 養者からは 、

ま す。

方 針を お持ち なの でし ょうか。 また、運用 に当たって の基準の検 討状況

のこ とで ありま す。 今後の 自宅療養の 導入に関し、 県としてど のような

東北 六県 では 、秋 田県と岩 手県以外は 既に自宅療 養を導入し ていると

自 宅で のテ レワー クの 希望や 、ペットの 世話が必要な どの相談が 寄せら
れていたとのことであり、そうしたニーズにも応えようということで
しょうか 。
現 在、 県内の 宿泊 療養施 設は、市内 三か所で 計三百四室 確保されて お
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使 用率 や直近 一週 間の 陽性者 数が過去最多 を更新し、 医療崩壊に つなが

た、 同じ く三十 一日 には、 デルタ株の 流行によ り、東北・ 新潟でも病床

事 前に ＰＣＲ 検査 を受 けること などを県民の 皆様に要請 されました 。ま

に おい て、 県外 から の帰省を 避けること や、やむを 得ず帰省す る場合は

先月 のお 盆期間 を迎 えるに 当たり、佐 竹知事は、同 月五日の記 者会見

次 に、県境をま たぐ往来に ついてであ ります。

食店 を県 が認 証する 制度 であり、 認証取得に 向けた設備 導入等に要す る

飲 食店 を利用 でき る環 境を整 備するため、 適切な感染 防止策を講 じる飲

度は 、飲 食店を 起点 とした 感染防止対 策の徹底 や県民の方 々が安心して

ウ イル ス感染 防止 対策 飲食店認 証制度」が開 始されてお ります。こ の制

地 区で のク ラス ター 発生など を受け、五 月下旬から 「秋田県新 型コロナ

全国 的に 飲食店 を起 点とし た感染拡大 の発生したこ とや、川反 ・大町

次 に、飲食店認 証制度につ いてお伺い します。

の御所見 をお伺いい たします。

りか ねな い状 況を踏 まえ 、東北と 新潟の知事 と、仙台・ 新潟両市長と と

経費につ いても、同月 に開かれた 議会で予算 化しており ます。

等を健康 福祉部長よ りお聞かせく ださい。

もに 、新型 コロ ナウ イルス の第五波の抑 え込みに向 け、ワクチ ン接種や
民に求 める共同メッ セージを発 表されまし た。例えば 秋田への帰省 の際、

認 証取 得に よる具 体的 なメリ ットを求め る声などもあ り、制度開 始から

食店 から 認証を 受け たこ とで安全性を アピール できる声が ある一方で 、

こ の制 度の普 及状 況は、 八月上旬の 地元紙で 取り上げら れており、飲

自 宅か ら出 発する 時点 では感 染していな くても、空港 や駅などで ウイル

二か月 で認証され た店舗数は 八十六店舗 にとどまっ ているとのこ とです。

基 本的 な感染 防止 対策 の徹底と 併せ、県境 をまたぐ移 動の中止など を住

スに 感染 して しま い、 秋田へ帰省 後に周囲に 感染が拡大 してしまう ケー

五月 議会の 予算 内示 があった 県政協議会 の場において も、この制 度に

つ いて 、我々 のみ らい 会派内か らも、設備 導入の際の 自己負担の 問題な

スが 考え られま す。 現に、 お盆を過ぎ た頃から、急 激に秋田県 内に感染
が拡 大しました 。

日 銀秋 田支 店の 県内金 融経済概 要では、県 内景気はコ ロナの影響 によ

どをは じめとした 、制度に対す る疑問や意 見が多くあ りました。

急 の往 来の 自粛 をお願 いされ てきました 。感染爆発 による医療 崩壊は、

り 、厳 しい状 況に ある ものの、 緩やかに持ち 直している とのことで はあ

佐竹 知事 は、こ れま でも相 当強く県民 の皆様に対し 、他県との 不要不
絶対に避けなければなりません。しかるべきタイミングで、県のリー

りま すが 、お盆 過ぎ の感染 者の拡大等 により、 飲食店の客 足は遠のいて

県で はこ のよ うな状 況を踏 まえて、今 議会におい ても飲食店に 対する

ダー が県 民の皆 様に メッセ ージを発す ることは 非常に重要 であると思い
が久 しぶ りに 再会す るこ とを楽し みにされて いることを思 うと、胸が 詰

経済的 支援 のた めの 予算案 が計上されて いますが、 その予算と 併せて、

お り、依然と して厳しい状 況が続いて おります 。

まる思 いで あり ます 。国内 でコロナが確 認されてか ら一年半余 り、終わ

ま だま だ収束 が見 えな いコロナ 禍において も、飲食店が 経営を継続 でき

ま す。 一方で 、学 生や 単身赴 任などで県外 に出ている 方と、その 御家族

り が見 えない 状況 に、 多くの県 民が消耗し ております。 全国的に、 ワク

るよ うに するた め、 認証 制度の普及拡 大を早急 に進めるべ きであると 考

そこ でお 伺い しま すが、現 在の認証制 度の申請・ 認証状況は どのよう

チン の接 種率が 約五 割に 届いているよ うであり ます。今後 さらに接種 が
た場 合、 知事 は、 県境を またぐ往 来が正常と なるものと お考えでし ょう

にな って いるで しょ うか。 また、普及 が進まない要 因をどのよ うに分析

え ます。

か。 年末 年始を 控え 、再び 帰省自粛の お願いをする のではなく 、ぜひ県

し 、今 後の普 及拡 大に 向けどの ような取組 を行ってい くのか、生 活環境

加 速し 、年 内には 七割 以上と なるのでし ょうか。そう した状況を 想定し

民 が希 望が持 てる よう なメッセ ージをいた だきたいと 思いますが 、知事
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部長にお 伺いします 。
最 後に 、秋田 新幹 線「 新仙岩トンネ ル」の整 備計画につ いてお伺い い
たしま す。

を見 込ん でおり ます 。秋田 、岩手の負 担割合に ついては今後の 協議で決

め ていくことに なるのであ りますが、 両県には 温度差があり、 岩手県は 、

必要 性に 理解は 示し てい るものの 、「基本的に は鉄道事業 者の責任で 整

ぶ交 通の 大動 脈であ り、 経済・観 光など様々 な場面で太 平洋側と日本 海

秋 田新 幹線は 、開 業以 来、秋田 県と首都圏や 仙台市・盛 岡市等とを 結

に要 する 経費の 一部 を負担 する債務負 担行為が 盛り込まれ ております。

幹 線新 仙岩ト ンネ ル整 備促進事 業」として、 ＪＲ東日本 が実施する 調査

よる 財政措 置な ど、 調整す べき事項が数 多く横たわ っておりま す。知事

実現 には 、Ｊ Ｒ東日 本や 関係自治 体との協議 、住民の理 解の促進、国 に

想 に対 して前 向き に取 り組ん できたところ であります 。トンネル 整備の

向け て関 係機関 との 協議を 継続してい くと答え ており、ト ンネル整備構

知 事は 、これ まで も一般 質問等の答 弁で、トンネ ル整備構想 の実現に

備 すべき」と 、地元負 担には慎重 姿勢と聞い ております。

側を結ぶ 交通インフラ として重要 な役割を担 っています 。しかしなが ら、

に おか れまし ては 、今 後、「新 仙岩トンネ ル」の早期 実現に向け、 どの

秋 田新 幹線 につ いて は、今議会 に提案され た補正予算 案に、「秋 田新

急 峻な 奥羽山 脈を 横断 するため 、豪雨、豪 雪や強風等 の際の安定運 行や

ような 取組を進めて いくおつも りなのかお 聞かせくだ さい。
（拍手 ）
●議長（柴 田正敏議員 ）

三浦英一議 員の一般質問 にお答え申 し上げます 。

ま ず、 「新 秋田 元気創 造プラン 」について 、「選択・ 集中プロジ ェク

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】

県当局の 答弁を求め ます。

以 上で 私の 一般質 問を 終了しま す。御清聴 ありがとうご ざいました 。

定時 性の 確保に 悩ま され てきました。 そのため 、トンネル 整備は自然 災
害 等に よる 輸送障 害リ スクの 低減、新幹 線ネットワー クの定時性 ・安定
性の 向上 、秋 田新 幹線 の高速化及 び時間短縮 を目的とし て整備を急 がな
ければな らないので あります。
ト ンネ ル整備 計画 は、 田沢湖駅と岩 手県雫石 町の赤渕駅 間、延長約 十
五キ ロメ ートル の整 備計 画で、総 事業費は約七 百億円とし ています。 県
が 実施 した 調査 では、 トンネ ル整備によ って見込ま れる効果と して、秋

人 、そ れに伴 う経 済波 及効果 は年間約六億 円とされて おります。 このよ

千百 十三 億円と 試算 してお り、秋田県 への入込 客数の増加 は年間約四万

まえ 、人 口減 少問題 をは じめとす る諸課題の 克服に向けて 、新たな視 点

影 響や カーボ ンニ ュー トラル の実現に向け た取組の加 速化等の動 きを踏

これ からの 県政 運営 に当たっ ては、コロ ナ禍におけ る多方面に わたる

ト」 における賃 金水準の向上 であります 。

うに トン ネル 整備は 、利 用者の利 便性だけで なく、本県へ の様々な効 果

を取り 入れ なが ら、 本県の 優位性を生か した施策の 推進などに 、果敢に

田 東京 間の時 間短 縮効 果は約七 分、建設投資 による経済 波及効果が 約一

が見込まれる 事業なの であります 。

「新 秋田元 気創 造プ ラン」 では、「高質 な田舎」に つながるお おむね

挑戦 していくこ とが重要で あります。

経済 団体 が、大 仙市 長が 会長を務める 「秋田新 幹線防災対 策トンネル 整

十年後の姿を見据え、強靭化、持続可能性、存在感、多様性の四つの

ト ンネ ル整備 の早 期実現 に向けては 、秋田・ 岩手両県の沿線 自治体や
備 促進 期成 同盟会 」を 立ち上 げ、早期整 備を求めてい るところで ありま

運の 高ま りなど 、時 代の潮 流も捉えて 、来年度から 特に注力し ていく横

キー ワー ドか らな る元気 の創造に 向け、デジ タル化やグ リーン投資 の機

ＪＲ 東日本 は、 費用 負担につ いて総事業 費約七百億円 のうち六割 を負

断 的な 取組を 「選 択・ 集中プロ ジェクト」 に位置づけ たいと考え ており

す。
担 する 意向を 示し てお り、残り を国や地元 自治体に負 担してもら うこと
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と りわ け、賃 金水 準の 向上について は、県民 の関心が高 く、多くの 意

に対 する 前向き な意 識の 醸成が重 要であること から、小学 生から社会 人

さ らに 、県内 定着 に向 けて、秋田で の暮らし や、結婚・ 出産・子育 て

てまいり ます。

見が 寄せ られて いる ほか 、賃金水 準と社会動態 には相関関 係が見られ る

ま での 各年 代に 応じ てライフ プランを学 び考える機 会の提供や 啓発を行

ます。

こ とに 加え 、本 県の 場合は、 東京圏との 賃金水準格 差が社会減 の大きな

うこ とにしてお ります。

加え て、結 婚支 援と しては、 あきた結婚 支援センタ ーを核に、 独身者

要 因の 一つと 考え られ ることか ら、東京圏よ り低位にあ る労働生産 性や
県内 就業 率を高 め、 賃金の 上昇のもと になる県 民所得の向 上につながる
この ため 、産 業構造 の大転 換期に対応 し、衰退分 野から成長 分野への

デジ タル化 の強 化や 、地域 の子育て支援 団体のネッ トワーク化 の推進な

てい くほ か、 子育て 支援 としては 、子供の成 長段階に応 じた情報発信 の

の ニー ズに対 応し た出 会いの 機会の提供や 、きめ細か なサポート を行っ

業種 ・業態 転換 を促 進する とともに、労 働生産性の 向上につい ては、生

ど によ り、一 層安 心し て子育て できる体制 の充実に取 り組んでまい りま

取 組を重点的 に推進してい くことが必 要であり ます。

産 額の 拡大に つな がる 、Ｍ＆Ａ など企業規 模の拡大に 取り組む県内 企業

す。

本 県の感染者 数は、人口 比で全国最 少となってお り、これは ひとえに 、

ござい ます。

次 に、 新型コ ロナ ウイ ルス感染症対 策につい て、県境を またぐ往来 で

が未来に 希望を持て る持続可能な 秋田をつく り上げてま いります。

とも に根 気強 く着 実に 実施するこ とにより、 自然減の抑 制を図り、 県民

こ うし たラ イフス テー ジに応じ た取組を、 市町村や企業 、学校など と

への 支援 に加え 、コ スト 縮減に向けた 、先進技 術の導入や 農地の集約 化
を 促進 する 取組の ほか 、県内 就業率の向 上を図るため 、潜在的労 働者の
就業へ の支援など を進めてま いりたいと 考えており ます。
まさ に大変 革の 時代 を迎えて いる中、従 来の発想にと らわれず、 原理
原 則も 踏まえ つつ 論理 的思考に より、将来 をしっかり と見据えた 実効性
の高 い施 策を展 開し 、女 性や若者 をはじめ、あ らゆる世代 が真の豊か さ
を 実感 でき る新 しい秋 田の実 現に向け、 全力で取り 組んでまい ります。

県外 との往来自 粛等の要請に 対する県民 の皆様の御 協力のおか げであり、

感 染の 長期化 によ り、 この夏も 帰省の自粛を お願いしま したが、御 家

次に 、人口減少 問題の克服で ございます 。
は 困難 であり 、婚 姻数 や出生 数の減少に歯 止めをかけ ることが少 子化対

族や 御友 人な どと長 い間 会えず、 つらい思い をされている 方が大勢お ら

改めて感 謝申し上げ ます。

策の 最大 の課 題と考 え、 あきた結 婚支援セン ターによるマ ッチング支 援

れるこ とに つい ては 承知し ており、引き 続き、日常 生活と経済 活動の一

高齢 者の比 率が 高い 本県にお いては、短 期間で自然 減を解消す ること

や市町 村と の協 働に よる保 育料・医療費 助成、仕事 と子育てを 両立でき

日も 早い回復に 向け取り組 んでまいりま す。

ど を対 象と して、 県境 を越え る帰省や旅 行の制限を緩 和すること などを

ワク チン接 種が 進む 中、国 では、十一月 をめどに、 接種を終え た方な

る 環境 づくり など 、出 会い・結 婚から子育 てまで、切れ 目のない支 援を
行ってま いりました 。
ま た、 人口 の減少 が著 しい若年 層の県内定 着・回帰の促 進が重要で あ

しか しなが ら、 ワク チンの効 果がデルタ 株に対しては 従来株に比 べ低

検討し ているとこ ろでありま す。

性や 大学 生等に とっ て魅力 ある職場づ くり、女性の 活躍の推進 などとと

い とさ れてい るこ とや 、新たな 変異株の出 現などの不 透明な要素 がある

るこ とか ら、 今後 は、企 業規模の 拡大などに よる賃金水 準の向上や 、女
も に、 若者の 自由 闊達 な活動を 許容する多 様性のある 地域づくり を進め
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ものと認 識しており ます。

連携し、 両県におい て更なる機運 の醸成を図 ってまいり ます。

本計画の実現には、国の動向や関係機関との調整など、越えるべき

ハー ドル が数多 くあ ると 考えてお りますが、こ れまで以上 に関係者一 丸

こ のた め、現 時点 にお いて、年末年 始の状況 を予測する ことは難し い
面があ りますが、 今後、国の動 向や県内外 の感染状況 等を見極め ながら、

と なって、様 々な取組 を加速させ てまいりま す。

● 健康 福祉部 長（ 佐々 木薫君）

私からは、 新型コロナ ウイルス感 染症対

【健康福祉 部長（佐々 木薫君）登 壇】

私か らは以上で ございます。

状 況が 許す よう であ れば、一 定の条件を 付した上で 段階的に緩 和を進め
る など 、県民 の安 全・ 安心の確 保を基本にし つつ、慎重 に判断して まい
りたいと 考えており ます。
次 に、秋田新 幹線「新仙岩 トンネル」 の整備計画 でございま す。

等に 係る 検討を 関係 機関 と重ねながら 、経済波 及効果の分 析を行うと と

る プロ ジェク トで ある ことから 、これまで 、早期実現 に向け、整備 手法

の安 定運行 や高 速化 を図り 、本県の経済 や県民の利 便性などを 向上させ

十 一月 まで には希 望者 への接 種がおおむ ね終了する見 通しとなっ ており

均を 上回 ってい ると とも に、医師会や 市町村等 関係者の御 尽力により 、

に 二回 目の接 種を 終え た方が県 人口の半数 を超え、そ の接種率は全 国平

はじ めに、 ワク チン 接種につ いてでありま すが、本県 においては 、既

策につ いて、二点 お答えいた します。

も に、 地元 期成同 盟会 と連携 し、機運の 醸成や国への 要望を行っ てまい

ます。

この 計画 は、 本県と 首都圏 等とを結ぶ 交通の大動 脈である秋 田新幹線

りま した が、 国に よる 財政支援な ど、計画の 実現に向け たプロセス に進

月 から 八月に かけ ての 感染の第 五波におい て、陽性患 者に占める 高齢者

ワク チン接 種に つい ては、発 症予防効果 が認められて おり、実際 、七

こ うし た状況 を打 開す るため、ＪＲ 東日本か ら県に対し 事業化の前 提

の割 合は 、第四 波以 前よ りも明ら かに低下して いることか ら、ワクチ ン

展が見ら れない状況 にあります。
とな る地 質調査 への 協力 依頼があ ったことを契 機に、県と しましても プ

接 種の効果を 実感して いるところ であります。

娠 ・出 産への 影響 の有 無など について広く 広報したほ か、ＳＮＳ や県の

理解が重要であることから、先日、新聞紙上で、有効性とリスク、妊

今 後、 若年層 への 接種を 進めていく 上で、ワクチ ンについて の正しい

ロ ジェ クト の重 要性に 鑑み、 計画実現に 向けた関与 を強めるこ とにし、
先 般、 計画の 推進 に関 する覚書 を締結すると ともに、本 議会に、調 査実
施に係る 債務負担行 為の予算案 を提出したと ころであり ます。
今 後は 、各種 デー タの 収集や事 業費の精査な ど、事業化 に向けた取 組

また、 感染 と副 反応 の両方に 対する不安が 大きい妊婦 に、ワクチ ン接

ウェブ サイトを通 じた情報発 信も併せて行 っておりま す。

化等の 国土 政策 的な 重要性 を引き続き訴 えていくこ とに加え、 覚書の締

種 につ いて正 しく 理解 してもら うため、県 医師会等と連 携して啓発 ポス

を後 押し する ととも に、 国に対し ては、具体 的な整備効果 や、国土強 靭
結 や調 査実施 を踏 まえ た県とＪ Ｒ東日本の 強い姿勢を示 しながら、 地元

ターを作 成し、市町 村や医療機 関を通じて 周知してお ります。

今 後も 、県 民の皆 様の 不安の払 拭に努め、 希望する方へ の接種が円 滑

期成 同盟 会や県 選出 国会 議員、県議会 の力もお かりし、必 要な財政支 援
が 得られるよ う粘り強 く働きかけてい くことに しておりま す。

次に、自宅 療養の導 入検討について でありま す。

に進む よう、市町 村をサポー トしてまい ります。

スの 推進 や将来 的な 整備費 用の負担に ついて、ＪＲ 東日本とと もに協議

国 は、 感染者 が急 増して いる地域に おいて、 重症患者等 の入院を必 要

また 、岩 手県 とは 、適宜情 報を共有し ながら、事 業化に向け たプロセ
を 行っ ていく ほか 、岩 手県内の 沿線自治体 も参加して いる期成同 盟会と
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とす る患 者以外 は、 自宅療 養を基本と すること も可能としたと ころであ

う 取り組んでま いります。

を見 据え た衛生 管理 につい ても助言し 、多くの 店舗が認証を取 得するよ

三 十七番三浦 議員の質 問は終わり ました。

修

彦

九

七

四

二

番

番

番

番

吉

薄

住

瓜

松

木

方

井

谷

生

田

麻

俊比古

真

清

実

彦

司

達

望

午後一時 三十分再開

午前十一時 五十四分休憩

暫時休 憩いたしま す。

●議 長（柴田正 敏議員）

私からは以 上であり ます。

まい ります。

も 、安 心し て飲 食店 を利用し ていただけ るよう、的 確に情報を 発信して

また 、専 用ウェ ブサ イトの 店舗情報の 充実を図るな ど、県民に 対して

り ます が、本 県で は、 健康管理 や家庭内で の感染拡大 防止の観点 から、
今後も 入院や宿泊 療養を原則と する方針と しておりま す。
し かし なが ら、 確保 している病 床や宿泊療 養施設を上 回る感染者 が生
じ た場 合には 、自 宅療 養を含め て対応する必 要があるこ とから、更 なる
感染 拡大 に備え 、自 宅療養 の基準の設 定やその 実施のタイ ミングなどに
つ いて、医療 関係者と協議 を始めたと ころであ ります。
なお 、現 段階 におい ても、 パルスオキ シメーター や食料配送 など、自
宅療養に 必要な準備は 整えており ます。
自宅 療養を行う 場合には、 療養者の体調 確認や急変 時の対応に ついて、
あら かじ め検討 して おく 必要があるた め、県医 師会をはじ めとした関 係

野

薫

十 一 番

鈴

本

正一郎

三十九 名
小

井

明

十 三 番

杉

藤

喜

員
番

鳥

田
政

十 五 番

加

藤

信

浩

議
一

番

島

玉

千鶴 子

十 七 番

佐

藤

武

英

席
三

番

児

郎

十 九 番

佐

橋

博

出

五

番

加 賀屋

緑

太

二十一番

髙

下

治

機 関と協議を 重ね、早 急に体制を構築 してまい ります。

八

番

小

雄

太

二 十三番

竹

田

英

範

●生 活環 境部 長（ 柳田 高人君）
えいた します。

私からは、 飲食店認証 制度につい てお答

五 月末 に制 度を 開始し 、今月十 四日現在、 申請件数は 三百六十六 件、
認証 件数は百九 十七件であり ます。
事業者から のヒアリ ングによる と、感染が拡 大する中、 来客が減少 し、

り ます。

行っ たと ころ、 認証 基準 や補助対象の 確認など の相談が増 加してきて お

テ レビ ＣＭや 事業 者へ のダイレ クトメール などにより、 集中的に周 知を

二十 九番

二 十七 番

二十 五番

原

東海 林

石

また、制度が 知られてい ないとの意 見があっ たことから 、先月中旬に 、

今後 は、 生活 衛生 同業組合 や商工団体 などの協力 を得ながら 、引き続

三十 一番

臣

十

佐々木

健

晃

二十六番

石

部

嘉

き制 度の 周知を 行う ととも に、認証基 準が改正食品 衛生法で義 務づけら

豊

十 二 番

木

正

人

二十八番

渡

藤

一

一

十 四 番

鈴

原

茂

策

三 十 番

工

鉱

私から は以上であ ります。

十 六 番

小

浦

雄

正

三十二番

藤

【生活環境 部長（柳田 高人君）登壇 】

十 八 番

三

川

洋

ひと み

丈

子

加

山

申 請を 控えて いる 店舗 や、認 証基準に適合 した資材の 調達を待っ ている

二 十 番

今

林

幸

三 十四番

近

寛

里

店舗が あるなど、 店舗ごとに 様々な事情が あると伺っ ております 。

二 十二番

北

川

健一郎

三 十三番

藤

れ た施 設基準 に対 応し ている点 をアピール するなど、 コロナ禍の 収束後
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三十七番

三

浦
洋

英
一

一

土 砂災 害は、 事前 に危 険性を認知す ることが 困難で、一 瞬にして尊 い

災の常識 が通用しな くなりつつあ ります。

賢 一郎
木

藤
鈴

佐
三 十九番

三十 五番
悦

勝

生命 や家 屋など の貴 重な 財産を奪 う大変危険な 災害であり ます。本県 で

谷
司

土
有

三 十八番
田

込 みを 的確に 支援 でき るよう改 善を図るな どの対策が 講じられて おりま

砂災 害危 険箇所 マッ プや土 砂キキクル についても、 避難対象地 域の絞り

直し を行 い、 土砂 災害警 戒情報の 精度を向上 させるとと もに、秋田 県土

ま った とき に発表 する 土砂災 害警戒情報 について、発 表基準の変 更、見

また 、秋田 県と 秋田 地方気 象台は、大雨 の土砂災害 発生の危険 度が高

いか がでしょう か。知事の 御所見をお伺 いします。

査報告 があ れば 安心 材料の 一つになると 思われます ので、検討 されては

の優 先度 にか かわら ず、 指定区域 内の住民に 対して、今後 も定期的な 調

な いと の報告 に幾 分不 安が緩 和されたとの 声もあるな ど、ハード 面整備

れ、 土砂 災害等 の警 戒区域 であること の周知と 、現状にお いては異常が

ま す。 指定区 域内 の住 民に対し て調査内容や 調査資料の 回覧などが 行わ

感 染症 防止 のた め、一 部の関 係自治体に 文書での説 明をしたと 伺ってい

説明 会を 開いて いま した が、コロ ナ禍において は、新型コ ロナウイル ス

ま す。 指定さ れる 警戒 区域の住 民への周知 は、これま では指定前 に住民

警戒 区域の 住民 に周 知し、地 域の危険性 を認識するこ とは重要で あり

レッド ゾーン八十 二か所を追 加指定して おります。

調 査 結 果 を も と に 、 令 和 三 年 八 月 末 現 在 で 、 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域、

五千 五百 二十か 所の 区域 指定を行って おります 。また、こ れまでの基 礎

に 著し い危険 が生 じる 恐れがあ る土砂災害 特別警戒区 域、レッドゾ ーン

警戒 区域、 イエ ロー ゾーン 七千九百九十 一か所と、 建築物が損 害し住民

行い 、令 和二 年三月 末時 点におい ては、土砂 災害の恐れ がある土砂災 害

県 では 、平成 十三 年の 土砂災害 防止法施行に 伴い、基礎 調査と指定 を

その対策 が必要であ ります。

し てお り、想 像を 超え る災害は これからも十 分起こり得 るとの心構 えと

も 過去 に大 規模 な地 滑りや、 土石流など 大きな被害 を伴うつら い経験を

鶴

口
司

四十 二番

川
林

一

四十 一番
北

休 憩前に引き 続き会議を 開きます。

地方自治法 第百二十一 条による出 席者

康

四 十三番

休憩前に同 じ
●副議長 （杉本俊比 古議員）

日 程第 一、 一般 質問を 継続いた します。二 十三番髙橋 議員の発言を 許
しま す。
自由民主党会 派の髙橋武 浩です。こ のたび

【二十三番 （髙橋武浩 議員）登壇 】（拍手）
● 二十三 番（ 髙橋 武浩 議員）

一般 質問 の機 会を与 えて いただき ました多く の皆さんに心 から感謝を 申
し上げ、質問 に入らせ ていただき ます。
はじ めに、水災 害に関する 防災・減災対 策について お伺いしま す。
近年は、毎 年のよう に全国各地 で自然災害 が頻発してお ります。先 月、
九 州や 西日 本を中 心に 記録的 な大雨が降 り続き、広い 範囲で土砂 災害や
河川 の氾 濫、 低い 土地へ の浸水な ど甚大な被 害が相次ぎ ました。最近 気
象ニ ュース でよ く耳 にする 「線状降水 帯」の発生状 況も、年々 規模も大
型 化し ており 、大 規模 な災害を 引き起こす 危険な現象 であると指摘 され
てい るも のの、 その 発生 メカニズ ムが複雑で事 前の予測が 難しいとも 言
わ れて おり ます 。今回 も、数 十年に一度 の大雨とな る恐れがある 「大雨
特 別警報 」が 発令 され た地域では 、各地で総 雨量が観測 史上最多と なる
地点 が相 次ぎ、 特に 佐賀県 では、一週 間で半年 分の降水量を記 録しまし
た 。線 状降水 帯に よる 集中豪雨 により、こ れまで災害 が少なかっ た地域
にお いて も想 定外の 規模 での土砂 災害が発生 するなど、近 年は従来の 防
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の管理及 び保全に関 する法律」が 制定された と伺ってお ります。

都 道府 県が令 和元 年五 月に防災重点 農業用た め池を再選 定した結果 、

す。
災 害発 生時に 被害 を最 小限に抑える ためには 、地域住民 が防災意識 を

と 約三 倍に増 えて おり ます。さ らに昨年十月 には、令和 三年度から 令和

その 数は 約一万 一千 か所 から約六 万四千か所と 約六倍に増 加しており ま

土 砂災 害から 安全 ・安心 を確保する ためには、ハ ード対策が 重要であ

十二 年度 までの 十年 間に、 防災重点農 業用ため 池の防災工 事等の計画的

高め るこ とが重 要で ある ことは言 うまでもなく 、地域や自 宅周辺に潜 む

るも のの 、対策 を要 する箇 所も膨大に あること から、施設 整備を進める

か つ集 中的な 推進 を図 るため 、「防災重点 農業用ため 池に係る防 災工事

す 。本 県で も、 現時 点で、見 直し前の三 百四十三か 所から一千 十八か所

の も難 しい状 況で あり 、ハー ド対策だけで はなく、命 を守るため の適切

等の 推進 に関 する特 別措 置法」が 制定され、 県において 、防災工事を 施

危 険箇所や避 難経路な ど日頃から 点検するこ とも大事であ ります。

な避 難行 動な ども合 わせ た、ハー ド・ソフト 両面からの 防災・減災対 策

さな ければ 決壊 の危 険があ る防災重点農 業用ため池 を洗い出し 、精査し

農 業用ため池 については 、豪雨等によ り決壊する 事例が頻発 する一方 、

が、今 後十年間に計 画的な防災 工事が必要 と判断され ております。

た とこ ろ、本 県の 防災 重点農業 用ため池一 千十八か所 のうち八十七 か所

を今後も 継続していか なければな りません。
ま た、 土砂災 害特 別警戒 区域、レッ ドゾーン が増加した ことにより、
ハザ ード マップ の更 新や 県民への周知 の強化に 加え、新型 コロナウイ ル
ス 感染 症の 収束が 見通 せない 中、災害発 生時には感染 症を併発す る「複

維持 管理 に支障 を来 すなど の課題を抱 えております 。県民の安 全確保の

施設 の老 朽化 や管 理者 の減少、世 代交代、複 雑化などで 、日常の適 正な

そこ で、土 砂災 害へ の対策に ついて、今 後のハード対 策の方針と 、そ

た めに は、更 なる 防災 力の強化 や徹底した 周知がこれ まで以上に 必要で

合災害 」について も考慮しな ければなり ません。
う した コロナ 禍で の避 難の在り 方など、ソ フト対策を どのように 取り組

あり ます が、防 災重 点農 業用ため 池の防災工事 の進め方と 日常的な管 理

が 厳し くな って きた農 業用た め池に対し 、どのよう に防災対策 を進めて

むのか 、知事にお 伺いします。
水 災害 に関 する 防災・ 減災対策 についての 二点目とし て、ため池 の防

いく のか、農林 水産部長にお 伺いします 。

併せ て、防 災重 点農 業用ため 池の対策と して作成さ れるハザー ドマッ

災・ 減災対策に ついてお伺い します。
ため 池は、 農業 用水 の確保を 目的に人工 的に造成さ れた貯水池 で、営

が、た め池 ハザ ード マップ の作成とその 周知は、こ れまでどの ように行

プ につ いて、 避難 場所 が河川 氾濫の浸水想 定区域内で あるなど、 河川氾

平成三 十年 七月 に全 国各地を 襲った豪雨災 害では、西 日本を中心 に農

わ れて きたの か。 また 、ため池 が決壊する という意識が 河川氾濫に 比べ

農 に欠 かせな い貴 重な 水源で あることに加 え、降雨時 の洪水調節 や土砂

地や ため池等の 農業水利施 設に甚大な被 害が発生し 、ため池に ついては 、

て薄 く、 ため池 の決 壊を 想定した防災 訓練も余 り重要視さ れていない よ

濫と の整 合性 がとれ ない ため公表 されていな いケースもあ ると聞きま す

二府 四県 の三十 二か 所で 決壊しており ます。こ の決壊した ため池の多 く

う に感 じま す。防 災意 識を高 めていくソ フト対策の取 組について も、農

流出防 止などの多 面的機能を 持つ農業用施 設でありま す。

が 、国 が優 先的に 防災 対策を 講ずるべき としていた「 防災重点農 業用た

次に、通学 路の安全 確保対策につい てお伺い します。

林水産 部長からお 聞かせくだ さい。

用た め池 の選定 基準 の見直 しと併せて 、農業用ため 池の情報を 適切に把

今 年六 月、千 葉県 八街市 の通学路で 下校中の 小学生の列 にトラック が

め池 」に 選定 され ていな かったこ とから、農 林水産省は 、防災重点 農業
握 し、 決壊に よる 災害 を防止す るため、令 和元年七月 に「農業用 ため池
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全対 策に ついて の要 望が あったも のの、残念な がらそうし た対策がと ら

こ の通 学路は 、以 前よ り地域や ＰＴＡなど からガード レール設置 等の安

突っ 込み 、児童 五人 が死傷 するという とても悲 惨な事故があり ました。

に おけ る危 険箇 所の 抽出には 、関係者は じめその地 域で暮らす 人たちの

路は 高齢 者が買 物な どで 利用する 生活道路でも あります。 今回の通学 路

ろ ん、 これら には 様々 な事情が あると推察 されますが 、子供たち の通学

た場合には優先順位に疑問を感じることも多く見受けられます。もち

声 を拾 い上げ 、安 全・ 安心な通 学路の整備促 進に反映さ せていただ きた

れ ていません でした。
平 成二 十四年 に、 通学中 の子供たち が巻き込まれ る痛ましい 交通事故
警 察庁 の三省 庁が 連携 した緊 急合同点検を 実施して危 険箇所の抽 出と対

おい ては 、教 育庁や 県警 察で抽出 した箇所の 対策はおお むね改善が行 わ

平 成二 十五年 度か ら毎 年行われ ている、本県 の合同点検 とその対策 に

いと思い ます。

策が 講じ られ ました 。平 成二十五 年度からは 、各市町村 で策定された 通

れ、 ハード 面に おい ても順 次整備が進め られている とお聞きし ています

が全 国で 相次い で発 生した ことなどを 受け、文 部科学省、 国土交通省、

学路 交通安 全プ ログ ラムに 基づき、通学 路の安全対 策を行って きている

が 、こ れまで の安 全点 検の実施 概要と対策 、通学路の 安全確保のた めの

交通 安全 対策や 交通 安全 教育の実施状 況や成果 、交通行政 への要望な ど

とこ ろでありま す。
今回 の八街 市の 事故 を受け 、全国の公立 小学校約一 万九千校の 通学路

検箇 所に 加え、 「幹 線道路 の抜け道に なっているな ど車の速度 の上がり

箇所 の把 握事 項に 、従 来の「道路 が狭い」、 「見通しが 悪い」など の点

よ うに 進めて いる のか 、また、 通学路の合 同点検等に 基づく要対 策箇所

な努 力が 必要に なる と思い ますが、県 管理道路にお いて歩道整 備をどの

また 、歩 道整 備に ついて は、用地確保 などに時間 を要するな ど、地道

も 併せて教育 長にお伺 いします。

や すい 道路」 や「 過去 に事故に 至らなくて もヒヤリハ ットの事例 があっ

のう ち、 道路管 理者 とし て県が行 う交通安全対 策の実施状 況と今後の 見

を 対象 とし た緊急 の合 同点検 が行われま したが、点検 では通学路 の危険

た箇所」、「保護者や地域住民等から市町村への改善要請があった場

通 しを知事に お伺いし ます。

美し い景観 とと もに まちに季 節感を与え る街路樹は 、自然環境 の保全

次に 、県管理道 路の街路樹の 維持管理に ついてお伺 いします。

所 」などが新 たに示さ れておりま す。
毎 年の 点検に おい て改善 や対策が講 じられている にもかかわ らず、今
回の よう な痛ま しい 事故が 発生する状 況を鑑み れば、通学 路の危険箇所

県管 理道 路の 街路樹 は、現 在、約七千 本が管理さ れており、樹 木の管

や 外気温抑制 のほか、安全 確保や防災 など様々 な機能・役 割があります 。

通学路 における児 童の安全確 保のためには 、学校や行 政、警察に 加え、

理・剪 定に おい ても 、近年 は専門の造園 業者に委託 し、周辺景 観とそれ

の 徹底的な洗 い出しは極め て重要で、 早急な対 応が必要で あります。
ＰＴＡ、町内 会などの 協力により 地域全体で 見守る体制 の整備ととも に、

ぞれ の樹木に合 わせた適切 な管理がなさ れていると 伺っており ます。

しか しなが ら、 県管 理の街 路樹の一部に おいては、 住民から落 ち葉苦

交 通安 全指導 や登 下校 において の安全教育 など、学校側 のソフト面 での
対策 や通 学路整 備の ハー ド面において も一層の 安全対策が 必要である と
道路 整備 の在 り方 としても 、集落内の 生活道路が 狭隘で、歩 道やガー

路空 間に 不整合 な街 路樹に なっている 状況もいまだ 見受けられ ます。剪

落と す」 とい う、 いわゆ る「ぶつ 切り」とい われる不適 正な剪定で 、道

情 があ るこ とから 、「 落ち葉 が発生しな いように、ば っさり枝葉 を切り

ドレ ール 未設置 の安 全対策 が進んでい ない地域があ る一方、人 通りや人

定 にお いて大 切な こと である「 切る時期、 切る位置、 切る量」の うち、

考 えられます 。

家 が少 ない道 路に 立派 な歩道が 整備されて いるなど、 生活者視点 から見
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切る 量に ついて 配慮 が足り ず切り過ぎ てしまう 傾向にあるとも 言われま

担 って おりま すが 、県 民にその 機能や必要 性が十分に 説明できて いない

活環境の確保や良好な道路交通環境を図るなど、様々な機能と役割を

特 に雪 国で は、 街路 樹のほとん どが落葉樹 で、それに よって季節 の移

す が、 このよ うな 剪定 では、真 夏の木陰に もならず、 景観上も本 来の街
ま す。 剪定 前の 立ち 合いや剪 定方法、さ らには担当 職員の樹木 に対する

ろ いを 感じる こと がで きる反面 、街路樹の落 ち葉などに よる苦情も 多く

と感じ ております 。

専 門知 識など 、各 地域 振興局に よりその管理 体制や精度 にばらつき があ

寄せられ て、現場の 担当者が疲 弊している のが実情では ないでしょ うか。

路樹 とし ての機 能が 十分 確保され ないほか、樹 勢衰退の原 因につなが り

り、全県 的な取組の 必要性を感 じています 。

し、 適正 剪定 によ る管 理へと改善 されており ます。その 後、能代市 の取

樹 木が 腐食 しない よう に、切 り口が早期 再生できる方 法で行う」 と表明

の街 路樹 に加え 、公 園や 施設の樹木に 対しても 『ぶつ切り 』を行わず 、

針 が示 され、 平成 三十 一年三月 議会におい ての市長答 弁では、「市 管理

路樹 におい て「 樹木 の生理 や景観に配慮 し自然樹形 管理で行う 」との方

これ まで 何度 か市議 会で も取り上 げられ、平 成二十年に は、市管理の 街

保全 に協 力しな がら 維持活 動に取り組 むなど、地域 コミュニテ ィの活性

ラン ティ ア団 体で 、能 代バイパス の黒松並木 を市民の財 産と考え、 環境

黒松友の会」は、国道七号の街路樹の黒松剪定や清掃を行っているボ

ポー ト・ プログ ラム 」協 定に基づいて 活動を行 っている「 能代バイパ ス

の動きができています。また、国土交通省提唱の「ボランティア・サ

必要 とする 袋を 市が 無償提 供し、清掃後 の回収も行 うなど市民 共同管理

地元 能代 市の 例では 、地 域住民が 落ち葉清掃 や環境美化 運動を行う際 に

こ うした落ち 葉苦情につい ては、むし ろ住民と 共有させる 取組が必要で 、

組に よる 街路樹 の適 正管理 についての 勉強会開催や 、山本地域 振興局へ

化に も貢献して おります。

地 元能代市の 事例を紹介し ますと、街 路樹の「ぶ つ切り」に ついては、

も 改善 の働き かけ を行 うなどし 、管内の国 ・県管理の 街路樹にお いても

本県 でも 、社会 貢献 に関心 を持つ団体 と行政が協働 して、県管 理の一

定 区間 の道 路や 河川の 環境美 化活動や維 持管理活動 を行い、地 域の共有

適正剪 定へと浸透 が図られ、現 在は良好に 維持管理さ れておりま す。
ま た、 平成 二十 八年に は、国土 交通省の「 道路緑化技 術基準」が 二十

ブ サイ ト「美 の国 あき たネッ ト」には、里 親登録をさ れている各 団体と

財 産で ある道 路や 河川 への愛着 と利用者のマ ナー向上を 図ることを 目的

そ こで 、県管 理の 街路 樹におい ても、景観向 上機能や緑 化機能を最 大

その 活動 状況 が紹介 され ておりま すが、この ような活動を 広く県民に も

七 年ぶ りに大 幅に 改定 され、多 様化する時代 の変化に合 わせた技術 指針

限発 揮さ せる ため、 国の 基準にな らい、地域 の実情に配慮 した適切な 維

周知するとと もに、地 域住民にも 登録を呼び かけてはい かがでしよう か。

とし たア ダプト ・プ ログラ ム制度を導 入してお ります。秋 田県公式ウェ

持管理 方法 や老 朽樹 木の更 新計画、新規 の植栽時に おける適切 樹種の選

ま た、 アダプ ト・ プロ グラム制 度の活用で 、樹木の異常 等の情報を 県民

となって います。

定 方法 などを 定め た、 全県で統 一したルー ルが必要と考 えますが、 街路

から 提供 しても らう など 、地域全体で 美しい街 路樹景観を 育成してい く

そこで、各地域振興局で取り組んでいる県管理道路におけるアダプ

樹に 対す る県の 認識 と維 持管理の在り 方につい てのお考え を建設部長 に
さて 、良 好な 街路 樹を維持 するには、 行政が定期 的な管理を 行うだけ

ト・ プロ グラム 制度 の運用 状況や課題 、街路樹の維 持管理も含 め、この

機 運を 高め ていく こと が街路 樹管理の質 の向上につな がると思い ます。

でな く、 道路を 利用 する方 々や沿線に 暮らす方々に 街路樹への 理解と愛

制 度を 今後ど のよ うに 展開活用 していくか 、建設部長 の御見解を お伺い

お 伺いします 。

着 を持 ってい ただ くこ とも重要 であります 。美しい街 路樹は、快 適な生
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をこ れま で行っ てき ていま すが、その 進捗状況 や計画推進の主 となる行

政 関係 者を含 めた 関係 者間の協 議会の設置 など、本県 におけるカ ワウ対

します。
最 後に、カワウ 被害対策に ついてお伺 いします。

策の今 後のスケジ ュールについ てお知らせ ください。

ま た、 平成 二十 六年 に、国は「 カワウ被害 対策強化の 考え方」を 公表

一時 期、 絶滅の 危機 にあっ たカワウが 近年全国的に 増加し、本 県にお
い ても 生息 域の 拡大 とともに 、河川に放 流された稚 アユが大量 に捕食さ

し 、被 害を与 える カワ ウの個体 数を十年後ま でに半減さ せることを 目標

さて 、今 後も カワウ の生息 状況の変化 により管理 計画の改訂 が行われ

れ るな どの漁 業被 害が 発生する ようになり、 内水面漁業 に深刻な影 響を

訪れ る河 川で ありま す。 地元の粕 毛漁業協同 組合関係者 の話によると 、

ると 思いま すが 、管 理計画 を作成して終 わりではな く、管理計 画に基づ

に設 定す るとし てい ますが 、本県の管 理計画策 定により期 待できる効果

漁業 者の高 齢化 や人 材不足 等で、良好な 漁場管理が 困難になっ てきてい

いた 具体的な対 策を現場の 状況に応じて 実施してい くことが重 要であり 、

与え てい ます。 米代 川本流 や支流の藤 琴川、粕 毛川などは 、全国的にも

る とい う背景 もあ りま すが、五 年ほど前か らカワウの 食害には頭を 悩ま

カワ ウの 食資源 と漁 業者 の水産資源を ともに確 保すること が、水域生 態

や 課題などに ついても併せ て、生活環 境部長か らお聞かせ 願います。

せて いて 、様々 なカ ワウ 被害対策を行 ってきて いるものの 、自然環境 の

系 のバランス を保つた めのカワウ管理 の目指す 着地点だと 思います。

天 然ア ユが豊 富な こと で知ら れ、隣県から も多くの太 公望が竿を 連ねに

変 化と とも にカワ ウの 増加に より天然ア ユが大幅に減 少している とのこ

て 、ま た、和 食文 化や 観光資源 としても、 アユをはじ めとする淡 水魚は

本県 の内水 面は 、釣 りや自然 と親しむ自 然体験活動を 提供する場 とし

対策 を講 じるの は大 変困 難であり 、「人とカワ ウと魚類の 共生」に向 け

て いく ことが 大切 であ るととも に、費用の 面でも受益 者負担だけ で被害

話し 合い 、被害 を軽 減させ るための対 策を検討し、 協力して作 業を進め

カワ ウ対 策で は、 被害発 生場所の管理 者、被害者 など様々な 関係者と

非常 に重 要であ り、 カワ ウによる 食害被害軽減 に向けた実 効性のある 体

て 、国 、県 、市 町村及 び漁業 関係団体等 が役割分担 して被害防 止に向け

とであ ります。

制 を早期に整 備する必 要があると 考えます。

カワ ウ駆除 対策 やカ ワウ対策 に対する優 遇措置、生 態調査など の監視

て取 り組むべき 課題でもあり ます。

術マ ニュ アル」 が公 表され ると、カワ ウ被害が 拡大する都 道府県では、

活 動へ の助成 など 様々 な支援 が必要と思わ れますが、 県としての 考えを

平 成十 六年に 環境 省から 、カワウに 関する「特定 鳥獣保護管 理計画技
「 カワ ウ保護 管理 計画 」や「 カワウ食害防 除対策ガイ ドライン」 などの

生活環 境部長にお 伺いします 。
（拍 手）

以上で 私の 一般 質問 を終わり ます。御清聴 ありがとう ございまし た。

カワウ の管理計画 の作成が進 められ、様々 な対策が講 じられてお ります。
また、 カワ ウは 広域 的に移 動することか ら、平成三 十年には広 域での協
議 会と して、 東北 地方 でも「東 北カワウ広 域協議会」が 設立され、 カワ

県当局 の答弁を求 めます。

髙橋議 員の一般質 問にお答えを 申し上げま す。

の警 戒区域等の 住民への周 知でありま す。

水災 害に関 する 防災 ・減災対 策について のうち土砂災 害について 、そ

●知事（ 佐竹敬久君 ）

【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】

ウの生息 状況の情報 や特性等の 知識が共有 されている と伺っており ます。 ●議長（柴 田正敏議員 ）
本 県で も、 増加す るカ ワウ被害 に対し、秋 田県内水面漁 業協同組合 連
合会 がカ ワウ 駆除 の実施 とともに 、被害防止 対策の支援 や指導を行 いな
がら 、生 息数が 著し く増加 、または生 息地の範囲が 拡大する鳥 獣の管理
に 関す る計画 、い わゆ る「第二 種特定鳥獣 管理計画」 策定に向け た調査
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災害 が激甚 化・ 頻発 化する中 、県としま しては、県 民の生命と財 産を
守 るた め、当 然に 最大 限の対策 を講じてま いりますが 、極めて緊 迫した

策に万全 を期してま いります。

次 に、 通学路 の安 全確 保対策につい て、県管 理道路の交 通安全対策 で

身 の判 断で 適切 な避 難行動を 取ることが できるよう 、日頃から 、地域に

点 検を 行って おり 、そ の結果に 基づき、対策 が必要とさ れた箇所に つい

県 では 毎年 、市 町村 や関係機関 と合同で、 通学路にお ける危険箇 所の

ござい ます。

お ける 土砂災 害リ スク がある箇 所等の情報に ついて、把 握していた だく

て歩道の 整備を進め ております 。

場面 にお いては 、県 民が 「自らの 命は自らが守 る」との意 識を持ち、 自

ことが重 要でありま す。
病院 や社 会福 祉施設 等の 要配慮者 利用施設を 中心に、市 町村や地域住 民

七か 所の対 応を 完了 してい るほか、今年 度は、二十 一か所で対 策を進め

設置 など の対 策が必 要な 三百二十 六か所につ いて、これ までに二百九 十

ま た、 通学路 の危 険箇 所のうち 、道路管理者 として歩道 整備や防護 柵

と合 同パト ロー ルを 定期的 に実施してお り、その結 果を情報共 有してい

てい るところで あります。

こ のため、県 では、土砂災 害警戒区域 の周知看板 を設置する とともに、

ると ころであり ます。

さら に、残 る八 か所 につい ては、抜本的 な対策を進 めるに当た り、用

地 確保 等の 課題が ある ことか ら、関係機 関と連携を図 りながら、 当面、

今後 は、県 内の 約八 千か所 の警戒区域を 対象に、五 年に一回の 頻度で
点 検を行うこ とにして おり、この結果 について も地域住民 に伝わるよ う、

路面 標示 によ る注 意喚 起など、暫 定的な対応 を併せて検 討し、通学 路の

● 生活 環境 部長（ 柳田 高人君）

私からは 、カワウ被 害対策につ いてお答

【生活環 境部長（柳 田高人君）登 壇】

私か らは以上で ございます 。

安全確保 に努めてま いります。

市町村 と連携しな がら適切に 対応してま いります。
次に、土砂 災害への 対策でございま す。
こ れま でも災 害発 生箇 所や保全対象 となる要 配慮者利用 施設がある 箇
所を 優先 し、砂 防堰 堤な どの整備 を進めており 、引き続き 、計画的か つ
効 率的な整備 に努めて まいります 。

えい たします。

まず、管理 計画策定 についてで あります。

ま た、 警戒区 域が 追加さ れた際には 、住民が速や かに災害リ スクや避
難経 路を 把握で きる よう、 市町村に対 し、県が 提供する警 戒区域図に避

県 では 、昨年 度か ら県 内のカワ ウの個体数や 被害状況等 の把握に向 け

た調 査を 行っ ており 、そ の結果に 基づき、今 年度末までに カワウ管理 計

難 所等 を記載 した 簡易 的なハ ザードマップ をウェブサ イトに掲載 するな
ど、住 民への周知 を徹底する よう、強く働 きかけてま いります。

画を策定する ことにし ております 。

今 年十 二月に は、 県や国 、市町村、 漁業団体 、猟友会、専門 家等で構

さらに 、コ ロナ 禍に おける感 染症対策とし て、昨年度 、感染症に 対応
し た避 難所運 営に 関す る指針を 作成し、市 町村に対し、 避難所のレ イア

成す る「 秋田県 カワ ウ協 議会」を設置 し、カワ ウの個体数 管理や総合 的

カワ ウは 県域 を越 えて広範 囲に移動し 、飛来数も 毎年の変動 が大きい

ウト やパ ーティ ショ ンな ど準備すべき 資機材を 具体的に示 したところ で
県と しま して は、 今後とも 災害時の感 染症対策を 含めた適切 な防災情

ため 、自 治体の 枠を 超えた 広域的な対 応が必要とい う課題があ ることか

な 防除対策を 推進する ことにしており ます。

報の 提供 に努め ると ともに 、こうした 取組の実効性 を高めるた め、市町

ら 、新 たな管 理計 画で は、被害 対策に当た る関係機関 の役割分担 を明確

あ ります。

村 や地 域住民 と連 携し た防災訓 練を実施す ることによ り、住民の 避難対
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ろ であります。

にす るこ とによ り、 効果的 な駆除の実 施が可能 になると考えて いるとこ

成 済み の約八 割で 住民 配布等が 行われ、残 りは他のハ ザードマッ プとの

れ、 今年 度中に は全 て完成 する予定と なってお り、公表につい ては、作

内 水面 漁業 等へ の被 害を軽減す るためには 、対策に当 たる全ての 関係

訓練を実施しているほか、今年度からは、「ため池保全サポートセン

防 災意 識の 向上 に向 けては、毎 年度、市町 村や消防団 と連携し、 防災

調整が 済み次第、 公表すること になってお ります。

者 がカ ワウの 生態 につ いて知識 を共有し、個 体数の削減 などに向け た効

ター 」に よる地 域住 民参加 型の「ため 池講習会 」を開催す るなど、啓発

次に、 カワウ対策 支援について であります 。

果的 な対 策を実 施す ること が重要であ ることか ら、県とし ましては、勉

活 動を強化し てまいります 。

私か らは、県管 理道路の街 路樹の維持管 理に

め ているとこ ろであり ます。

有す る造 園業者 に委 託先 を変更し 、適切な管理 ・剪定が行 われるよう 努

県 管理 道路の 街路 樹の 管理について は、令和 元年度から 、専門知識 を

様々な役 割を担って いるものと考 えておりま す。

の環境 と一体とな った景観の 形成や、歩 行者におけ る快適性の確 保など、

ま ず、 街路 樹の管 理の 在り方に ついてであ りますが、街 路樹は、沿 道

ついて お答えいたし ます。

●建 設部 長（ 佐藤秀 治君 ）

【建設部長 （佐藤秀治君 ）登壇】

以上で あります。

強 会や研修会 を開催するほ か、ドロー ンを活用 した監視や 追い払いなど 、
新たな 防除技術の 研究を進め てまいります 。
また 、国の 各種 補助 制度を活 用し、防除対 策を強化す るとともに 、カ
ワ ウを 対象と した 「鳥 獣被害防 止計画」を 策定してい ない市町村で は、
漁業 団体 等が自 ら駆 除に 当たる必要が あること から、ねぐ ら等の存在 す
る 市町 村が 主体と なっ て対策 を実施でき るよう、計画 の策定を働 きかけ
てまい ります。
私からは以 上であり ます。
私 からは、ため 池の防災・ 減災につい て

【農林 水産部長 （佐藤幸盛 君）登壇】
●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）
お 答えいたし ます。
況や 耐震 性の調 査に 基づき 、緊急を要 する三十 八か所にお いては令和五

街 路樹 の管理 に関 する 統一し たルールを定 め、周辺環 境との調和 にも配

力向上を 図るほか、 国の「道路 緑化技術基準 」を参考に 、県におい ても、

今 後も 、道路 緑化 に関す る研修等を 通じ、担当職 員や委託業 者の技術

年 度ま でに着 手し 、そ れ以降 は、引き続き 調査を進め ながら、優 先度の

慮した 、適切な維 持管理に取 り組んでまい ります。

防 災重 点農業 用た め池の 工事につい ては、これま で行ってき た劣化状

高い もの から 年間七 か所 を採択し 、今後十年 間で八十七か 所を整備す る

は 、地 域住民 や企 業等 の多様な 主体との協 働を進めてお り、その一 環と

次に、 アダ プト ・プ ログラム 制度の活用に ついてであ りますが、 県で

日 常的 な管理 が困 難にな ってきてい るため池 については、昨 年十月に

して 、道 路など の一 定区 間について、 清掃等の 環境美化活 動を行うア ダ

計画でありま す。
設立 した 「ため 池保 全サ ポートセンタ ー」で現 地パトロー ルを実施し 、

プ ト・プログ ラムの推 進に取り組んで おります 。

化活 動に加え、 けやき並木 の剪定作業 等も行ってお ります。

体が 参加 してお り、 能代市 二ツ井地区 の住民団体に おいては、 県道の美

県が 管理 する 道路 や河川の アダプト・ プログラム には、現在 、八十団

指 導助 言を 行うほ か、 多面的 機能支払交 付金の活用に より、地域 ぐるみ
での 草刈 り等 の保 全活動 を促進す るなど、適 切な維持管 理ができる よう
支援して まいります 。
ハ ザー ドマッ プに ついて は、防災重 点農業用 ため池の約 九割で作成 さ
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各団 体の活 動状 況に ついては 、県のウェ ブサイトに おいて紹介し てお
り ます が、近 年、 参加 団体数が 伸び悩んで いることか ら、県とし まして
は、 制度 の更な る周 知に 加え、市 町村広報を活 用するなど 、ＰＲの強 化
に 努め 、よ り多 くの 団体に参 加していた だけるよう 取り組んで まいりま
す。

●副議 長（ 杉本俊 比古 議員）

二十三番 髙橋議員 の質問は終わり ました。

暫 時休憩いたし ます。再開 は午後二時 三十分とい たします。
午後二時 十五分休憩
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午後二 時三十分再 開

は じめ に、千 葉県 八街市 における痛 ましい交 通事故で犠 牲となられま

九

吉

木

麻
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今

林
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四 十名
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私からは以 上でござ います。
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【 教育委員会 教育長（安田 浩幸君）登 壇】

町 村や小学校 に配布し、情 報共有を図 っており ます。

三 十 番

工

藤

英

一

四十 三番

司

一

悦

子

洋

望

通学 路の 安全 点検に ついて は、毎年、 県内全ての 小学校で行っ ており

三十二 番

加

浦

洋

司

髙橋議員 から御質問 のありました 、

ますが 、こ のた びの 事故を 受けて、新し い視点を加 えた合同点 検を実施

三 十四番

三

木

有

●教 育委 員会教 育長 （安 田浩幸君）

し 、確 認され た危 険箇 所を優先 的に改善し ていただくよ う、関係機 関に

三十 七番

鈴

田

山

働きかけ ているとこ ろでありま す。

三 十九 番

鶴

幸

県 教育 委員 会とし まし ては、登 下校の安全 を確保するた め、交通安 全

四十 二番

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

教育 の更 なる 充実 を図る とともに 、地域等と 連携した対 策がより実 効性
のあるも のとなるよ う努めてまい ります。
私か らは以上で あります。
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休憩前に 同じ
●副議 長（杉本俊 比古議員）

休憩前に引 き続き会議 を開きます 。

日程 第一、 一般 質問 を継続 いたします。 九番薄井議 員の発言を 許しま
す。
立憲民主党 会派の薄井 司です。

【九番（ 薄井司議員 ）登壇】（ 拍手）
●九番（薄 井司議員）
は じめ に、新 型コ ロナウ イルス感染 症に対応 する人員強 化について お
伺いし ます。
現 在、 十九 都道 府県に 新型コロ ナウイルス 感染症の緊 急事態宣言が 、
八 県にま ん延 防止 等重 点措置が 出ております 。本県にお いても先月 十一
日に 、感 染警戒 レベ ルを四 に引き上げ 、感染リ スクを回避する ため、引
き 続 き マ ス ク の 着 用 、 「 手 洗 い 」 な ど の 基 本 的 な 感 染 対 策 を は じ め、
「密 」の 回避 や人と の接 触を八割 減らし、県 外との不要不 急の往来を 控
えるな どを 県民 に広 く協力を お願いして おります。 また、コロ ナの検査
や陽 性患者の病 床確保、そ して二回のワ クチン接種 の実施につ いて、県 、
市町 村、 医療関 係機 関が連 携して御尽 力いただ いていると ころであり ま
す。
この よう な状 況に あって、 全国では感 染者の増加 に伴い、医 療のひっ
迫が 問題化 して おり ます。 県内におい ても、八月に 入り感染者 数が増加
し 、八 月二十 四日 には 過去最高 の五十人の 新規感染者 の発表があり まし
た。 現在 、県内 にお いて コロナ感 染症に対応す る医療従事 者の方々の 御
尽 力に対しま して、改 めて敬意を 表するところ であります 。
さ て、医 療関 係者 の方か ら、県や秋田 市の保健所 では、連日 、陽性患
者に なら れた方 々か ら話を 伺い、今後 の入院や 宿泊先の調整を 行うとと
も に、 濃厚接 触者 の特 定や必要 な場合は患 者の搬送な どを行って いると
聞い てお りま す。ま た、 濃厚接触 者の方々へ の対応では個 別に連絡し 、

健康 確認 や検査 実施 の手配 も行うなど 、昼夜を 問わずコロナ対 応をして
い ると聞いてお ります。

先日 、東 京都で はコ ロナ対 応の保健所 職員の業務が ひっ迫し、 限界に

来 てい ると の報 道が ありまし た。県では その対策と して、発生 地域の保

健 所へ 他の職 員を 応援 派遣する などの対策を 行っている と聞きます が、

しか し、 現在の よう な状況 下において 、保健所 でコロナ対 応に従事して

い る保 健師を はじ めと した職 員の方々が過 剰労働にな らないよう 、適切

な休暇 を設けるな どの勤務体 制はできてい るのでしょ うか。

併せ て、現 在、 デル タ株によ り感染者が急 増している ように、今 後も

新 たな 変異株 の出 現に より、ウ イルスと人 の知恵比べ が続く可能性 もあ

りま す。 保健所 の恒 常的 な人員体制を 強化する ため、今後 の感染症対 応

業 務に 従事 する保 健師 の確保 について、 どのように考 えているの でしょ
うか。 知事にお伺 いします。

次に、介護 人材の確 保についてお伺 いします 。

本 県は 、皆さ ん御 承知 のとおり、高 齢化率が 昨年十月時 点で三七・ 九

％と 日本 一の高 齢県 とな っていま すが、国立社 会保障・人 口問題研究 所

の 「日 本の 地域 別将来 推計人 口」による と、いわゆ る「団塊の 世代」が

全 員七 十五歳 以上 の後 期高齢者 になる二〇二 五年には、 さらに四〇 ・八

％にまで 上昇すると いう推計が 出されていま す。

一 方で 、七月 二十 六日 の地元紙 に記事が掲載 されており 、厚生労働 省

が発 表し た介 護職員 の必 要数の集 計結果によ りますと、二 〇二五年度 に

は、介護職員 が全国で 約二百四十 三万人必要 になる見込 みとのことで す。

令 和元 年度の 介護 職員 数は、全 国で約二百 十一万人であ り、単純計 算を

する と、 六年間 で三 十二 万人増加させ る必要が あります。 そのうち本 県

で は、 二〇 二五年 度ま でに一 千五百人余 り増やす必要 があります が、介

護職 員が 八百 人減 ると推 計されて おり、合わ せて二千三 百人余り不 足す
ると記事 にありまし た。

平 成二 十九年 九月 議会の 総括審査に おいても 健康福祉部 長にお伺い し
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ま た、 介護職 員処 遇改 善加算な どの制度が 導入されて からも、介 護報酬

推進 する ことで 、職 員の 負担軽減 と業務の効率 化を進め、 労働環境の 改

ま た、 認証評 価制 度に 加え、現場へ の介護ロ ボットやＩ ＣＴの導入 も

しょうか 。

の単 価が 地域別 とな って いること から、都市部 との格差は 依然として 残

善 と賃 金の 向上 を実 現するこ とにより、 新たに介護 職を目指す 人材の参

まし たが 、介護 職員 の低賃 金について は全国的 な問題となって います。

さ れた まま で、 約三 万円の差 がついてお ります。そ の結果とし て、介護

入 を促 進して いく べき と考えま すが、今後の 対応や考え 方について お聞

します 。

次 に、 最低賃 金の 改定 による会 計年度任用職 員の賃金に ついてお伺 い

かせくだ さい。

職員 が不足して いるのではな いのでしょ うか。
ここ 数年の 介護 職の 有効求人 倍率につい ては、秋田 労働局管内 におい
て 二・ 六倍を 超え 、非 常に売 手市場の状況 が続いてい ますが、全 国では
それ以 上に職員が 不足してい ることから三 ・五倍を超 えて推移し ており、

昨年 度の最 低賃 金は 、全国加 重平均で九百 二円ですが 、政府は骨 太の

引 上げ に取 り組む こと としま した。そし て、この政府 の方針もあ って、

四・ 五倍に 迫る 月も ありま す。職員の不 足を埋める ために他県 の施設が

こ れを 防ぐ ために 県で は、介護 人材の確保 対策として、 多様な人材 の

七月 に開 かれ た中 央最 低賃金審議 会において 、二〇二一 年度は全国 一律

方 針 二 〇 二 一 に お い て 「 格 差 是 正 に は 最 低 賃 金 の 引 上 げ が 不 可 欠 」、

参入 促進 を図 るた め、 地域住民に 対する出前 講座、中学 ・高校での 介護

で二 十八 円を目 安に 引き上 げるよう厚 生労働大臣に 答申しまし た。本県

賃 金水 準を向 上さ せる と、県内 の介護職員 が高賃金を 求めて県外に 流出

ロボ ット 操作体 験会 、介護 職員の資質 向上に向けた 各種研修や 、介護ロ

で は、 秋田地 方審 議会 において 、中央最低 賃金審議会 が答申した 引上げ

「よ り早 期に全 国加 重平 均一千円とす る」こと を目指し、 二〇二一年 の

ボ ット ・ＩＣ Ｔの 導入 支援など を実施して いることは 聞いており ます。

目安 を上 回る八 百二 十二 円とする ことが決定さ れ、十月一 日から適用 さ

し、ま すます人手不 足に拍車が かかるので はないでし ょうか。

しか しな がら、 これ だけ では県外 の高賃金には 対抗できな いのではな い

れ ることとな ります。

一 方、 現在の 国家 公務員 の高卒初任 給は、時給に 換算すると 九百二十

で しょ うか 。こ うした 対策に 加えて、一 定程度、介 護職員の職 場環境の
改 善や 、賃金 を増 加さ せる施策 なども進める ことが大事 であると思 いま

五円 と、 政府が 目指 す時給 一千円に及 ばず、二 〇二一年度 の最低賃金・

全 国加 重平均 を若 干下 回るこ ととなります 。人材確保 等の観点か らも、

す。
そ こで 健康福 祉部 長に お伺いし ます。介護職 員の処遇改 善や人材育 成

自治 体で 働く 労働者 の最 低賃金、 初任給の在 り方について 見直してい く

自 治体 職員に は最 低賃金 法は適用さ れており ませんが、これ は、情勢

に取 り組 む事 業者を 県が 評価・認 証する「介 護サービス事 業所認証評 価
雇 用環 境を改 善し 、職 員の働き やすい環境 を整えている 事業者を県 が評

適応 の原 則、均 衡の 原則 及び条例主義 によって 、当然に水 準が確保さ れ

ことが引き続 き課題と なっていま す。

価す るも のです が、 認証 法人は四十九 法人にと どまってお り、制度の 認

て いる もの として 適用 除外さ れているも のであり、万 が一にも最 低賃金

制度」 につ いて は、 基準を 持った給与体 系やキャリ アパスの導 入など、

知 度も 決し て高い とは 言えま せん。職員 に優しい職場 かどうかを 求職者

しか し、単 純労 務の 職員には 最低賃金法 が適用され、 常勤職員と の均

を下回 るような賃 金は、決し て容認でき ないものであ ります。

ただ き、 職員の 処遇 を改善 する事業者 を増やしてい くためにも 、制度の

衡 ・権 衡を趣 旨と して 制度化さ れた会計年 度任用職員 のうち、単 純労務

が判 断す る材 料が 不足し ているの です。認証 取得にメリ ットを感じ てい
認 知度 向上に 加え 、認 証取得に 伴う優遇措 置などが必 要なのでは ないで
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と 思い ますし 、何 より も本県の 喫緊かつ重要 な課題であ る、人口減 少、

た 場合 、最 低賃 金法 違反とな り、法を遵 守する行政 として恥ず べき事態

任用 職員 も同じ こと が生 じないか 懸念されます 。このよう なことが生 じ

下 回っ てしま うと いう 相談が市 町村から寄 せられてお り、県の会 計年度

の職 員の 賃金水 準が 、この たびの最低 賃金の引 上げに伴い、最 低賃金を

動」 について、 期待と感謝の 辞を述べら れたと聞い ております 。

と ころ であ りま す。 その際、 天皇皇后両 陛下から「 動物の命を つなぐ活

鼻を ペロ リとな める など の報道が あったことは 、多くの県 民が記憶す る

パ ート ナー犬 であ る秋 田犬の小 町ちゃんが 皇后陛下に ゆっくり近 づき、

大 会 」 へ 御 臨 席 の た め 御 来 県 し た 際 の 視 察 先 と し て セ ン タ ー に 訪 れ、

県 の方 針は少 なか らず とも市町 村にも影響を 及ぼすもの であり、最 低

県の 動物 愛護 センタ ーに はない魅 力を持って いることか ら、オープン し

シ ヒロ 氏の犬 猫の 壁画 、デジ タルサイネー ジによる秋 田犬クイズ など他

セン ターに は、 日本 一のキャ ットタワー や本県出身 の漫画家、 高橋ヨ

賃金 が改 定さ れる十 月一 日以降、 最低賃金を 下回らない ような賃金体 制

た当 初は、 県内 はも ちろん 県外から来場 する方々も 多く、中で も、他県

若者流出 にも関係し てくる問題 だと思いま す。

が必要と 考えますが、 いかがでし ょうか。知 事の見解を お伺います。

動 物愛 護セ ンター の役 割の一つ に、体験・ 学習・交流の 拠点があり 、

の 動物 愛護担 当者 や他 自治体の 議会が視察 に訪れるな ど、私自身も 千葉

は 八百 四十 八万九 千頭 、猫は 九百六十四 万四千頭が飼 育されてい ると報

動物 との 触れ 合い や体 験活動の場 の提供や動 物の正しい 飼い方など の適

次に 、動物愛護 についてお 伺いします。

告さ れて いま す。 当協 会では、新 型コロナウ イルス感染 症の影響で 外出

正飼 養の 啓発が あり ますが 、新型コロ ナウイルス感 染症がまん 延する中

県の知 人議員からの 視察要望を 依頼された りしました 。

を控 える ように なり 、ペッ トによるい やしを求め、 気持ちの面 でよい影

にあ って、拠点 の活動や体 験活動の場 は制限さ れております。

財団 法人日 本ペ ット フード 協会による令 和二年の調 査では、全 国で犬

響 を与 えるな どの 理由 により、 新たなペッ ト飼育者が 増えている とのこ
こ のよ うな 中、 「動物 の愛護及 び管理に関 する法律」 いわゆる動 愛法

い まし た。県 内に おい ては犬の 遺棄に関する 事例はほと んどないと のこ

ご み収 集場 に捨 てた、 遺棄・ 虐待の可能 性のある事 件が取り上 げられて

先日 、テ レビ報 道で 、生ま れたての子 猫を買物用ビ ニール袋に 入れて

が 改正 され、 令和 二年 六月一日 から施行され ております 。この改正 動愛

とで あり ますが 、動 物愛護 に関心の高 い県民か らは、猫の 遺棄・虐待に

とであ ります。

法で は、 動物の 飼養 者が遵 守すべき責 務の基準 を明確化し 、特にペット

新型 コロ ナウ イルス 感染症 の影響によ り、新たな ペットの飼育 者が増

つ いては、ま だ減少してい ないとの声 を聞いて おります。

方法 を明 文化 すると とも にマイク ロチップの 装着・登録に ついて義務 づ

えてい る中 にあ って 、県で はこうした遺 棄・虐待に ついて、ど のような

シ ョッ プ等の 動物 取扱 事業者 に対しては、 飼養する施 設の広さや 管理の
けをす るな ど、 動物 の生理 、生態、習性 等を理解し て適正飼養 するよう

束し た後 におい て、 体験 ・学習・交流 拠点とし てのセンタ ーに来場い た

対 応を し、ど のよ うに 予防して いくのでし ょうか。そし て、感染症 が収

さら に、改 正動 愛法 におい ては、新たに 動物愛護管 理センター の業務

だ くた めに 、どの よう に取り 組んでいく のでしょうか 。知事にお 伺いし

求め ております 。
に つい て規 定され てお ります 。秋田県動 物愛護センタ ーは、多く の県民

また 、県で は第 三次 秋田県動 物愛護管理 推進計画を策 定中と伺っ てい

ます。

平成 三十 一年四 月一 日に開 設されまし た。そして、 令和元年九 月七日に

ま すが 、平成 二十 八年 三月策定 の第二次秋 田県動物愛 護管理推進 計画に

の方々 からの支援 をはじめ、 県議会でも 活発な議論を したところ であり、
は 、「 天皇陛 下御 即位 記念第三 十九回全国 豊かな海づ くり大会・ あきた
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か。知 事にお伺い します。

て 、目 標への 取組 の進 捗状況と 今後どのよ うに展開し ていくので しょう

おい て、 二〇二 五年 までに 殺処分ゼロ 達成を目 標としているこ とについ

ただき たいと考え ます。

に 、時 代にマ ッチ した リニュー アルを加え ながら、基 本的に継続 してい

して も、 これら 主要 施策に ついては、 これまで の効果検証を行 うととも

化 、ス マート 化な どに 積極的に 取り組み、意 欲を持って 農業に打ち 込め

今 後も 、地 域の 中心 的な担い手 や次代を担 う若者が、 規模拡大や 省力

一点 目は、農林 基金終了後の 主要施策の 推進につい てでありま す。

るよ うサ ポート して いただ きたいと思 いますが 、農林基金 終了後の主要

次 に、農業施 策について 伺います。
知事 は、就 任一 期目 の平成二 十二年に、 農林漁業の 思い切った 構造転

佐 竹知 事の強 い決 意と 熱い思い があったも のと考えて おり、県内の 農林

体制 を構築 され まし た。こ の基金創設は 、県の基幹 産業の振興 に対する

円も の財 源を 積み増 しし ながら、 重要施策を 複数年継続 して実施でき る

の改 良が 進展し 、ほ 場の 大規模化を図 ることで 、稲作の低 コスト化や 省

稲 作が 行われ てま いり ました。 近年では、 高性能機械 の開発や栽培 技術

本県 は、広 大な 農地 を有して おり、そのほ とんどが水 田として長 らく

二点目 は、中山間 地域のほ場 整備の推進に ついてであ ります。

施 策の推進に ついて、知事 にお伺いし ます。

漁業 者を はじめ 、農 林漁 業団体からは 、安定し た財源が確 保されてい る

力 化が 可能 となり 、本 県でも 、一ヘクタ ールの大区画 ほ場整備が 各地で

換 を図 るため 、新 たに 農林漁 業振興臨時対 策基金を創 設し、当初 に百億

こ とに対し、 高く評価 されてきたもの と認識し ております 。

その ほ場整 備で あり ますが、 水田の七割 程度まで進ん でおります が、

行われ 、大規模経 営体が中核 となって営 農しており ます。

には 、必 要な予 算を 農林基 金から充当 し、農家が中 期的な投資 計画を立

ど ちら かと言 えば 、平 場での整 備が進んで おり、今後 は、中山間 地域で

中で も、 農業 夢プ ラン応 援事業や園芸 メガ団地整 備事業など 主要施策
て やす い、安 定し た推 進体制が とられたこ とが、結果 として、え だまめ

の整備 が加速する ものと期待し ております が、いかが でしょうか 。

を条 件に 、受益 者の 負担が ゼロとなる 「機構関 連農地整備 事業」が主流

在 は、 農地中 間管 理機 構の活用 のもと、全面 的に農地集 積すること など

以 前は 、整 備費 の一部 を受益者 が負担する 仕組みであ りましたが 、現

日本 一や シイタ ケ販 売三 冠王、そ して、農業産 出額の拡大 などに結び つ
い たものと考 えており ます。
そ の農 林基金 であ ります が、幾度か 財源を積み増 しし、期間 延長を繰
り返して きましたが 、本年度で 終了年度を迎 えておりま す。
これ まで 要望 の多か った 夢プラン 事業やメガ 団地事業が終 了してしま う

に活用 すべ きと 考え ます。 しかしながら 、その採択 には、野菜 や花きな

など 、ま さに 、中山 間地 域のほ場 整備にマッ チした事業で あり、積極 的

と なっ ており ます 。こ の事業 は、最低五ヘ クタールで も実施可能 となる

のでは と、 非常 に懸 念する 声が多くあり ました。例 えば、ほ場 整備事業

ど、 高収益作物 の導入を図 り、二割以上 の収益向上 が条件とな っており 、

こ うした中、 私が生産現場 を回ってみ ると、農林 基金の終了 とともに、

の 整備 計画と 合わ せ、 高収益作 物の導入を 図るため、メ ガ団地事業 の活

簡単なこ とではなさ そうであり ます。

私 の知 り合 いがい る、 三種町下 岩川地区の 兼業農家主体 の集落では 、

用を 想定 してい る地 域が あったり、夢 プラン事 業でハウス の導入を計 画
し てい る新 規就農 の希 望者も いたり、来 年度以降、こ うした主要 施策の

した 営農 ができ ない かなど 、どうにか して地域の農 地を守り、 生かして

ほ場 整備 と合 わせ 、地域 の特産物 を高収益作 物に選定し 、水稲を主 体と

県が 進める 「複 合型 生産構造 への転換」 の流れは、着 実なものに なり

い きた いと、 幾度 とな く話合い が進められ ております が、悩みも 多いよ

継続に ついて要望 が多いと実 感しており ます。
つ つあ り、こ の勢 いを さらに加 速するため には、農林 基金が終了 したと
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人 口減 少が全 国一 のス ピードで進行 している 秋田県の中 でも、中山 間

一点目は、 集落対策 の推進体制につ いてであ ります。

こ れま で、こ うし たほ 場整備を契機 とした地 域の話合い には、当初 か

地域 の人 口減少 はと りわ け著しく 、これまで人 々の暮らし や営みを支 え

うであり ます。
ら県 や市 町村、 土地 改良 区などの 関係機関が参 画し、専門 的立場から 整

集落 対策に 当た って は、市町 村が果たす べき役割が 大きいもの の、市

て きた 様々 な生 活サ ービス機 能が失われ 、地域その ものを維持 、存続さ

山間 地域 におい て、 ほ場整 備を進めて いくため には、事業 要件に沿った

町 村に おいて は、 財源 や人材 の不足から十 分な対策が 行われてい ない現

備 手法 や区 画調 整な どの説明 があったり 、営農計画 案にアドバ イスする

営 農計 画の策 定は もと より、 地域の特性を 生かした新 たな取組を 促すな

状に あり ます 。県は 、「 集落対策 は市町村が 主体的に取 り組むべき」 と

せて いくことが 困難になって きている集 落も数多く あります。

ど、 平場 以上 にきめ 細か なサポー トが必要と 考えますが 、いかがでし ょ

いう 待ちの 姿勢 では なく、 主導的かつ積 極的に集落 対策を進め ていくべ

な ど、 バック アッ プ体 制がとら れておりまし た。今後、 条件が不利 な中

うか。知 事にお伺いし ます。

令和 元年九 月議 会に おいて 、当局からは 、今後の集 落対策の推 進に当

きと 考えます。

今年 の四月 二十 三日 に、十 二年にわたり 佐竹知事を 支えた堀井 副知事

た り、 市町 村との 連携 体制を これまで以 上に強化し、 集落の後継 者育成

最後 に、集落対 策の進捗状 況と今後の展 開について お伺いしま す。
が 退任 され ました 。退 任のイ ンタビュー の中で、印象 的だった仕 事とし

また 、よ り一層 集落 対策を 進めていく ためには、行 政がこれま で以上

に関する取組など、様々な場面で協働しながら地域コミュニティの維

を後 押し し、活 性化 する 施策に取 り組んできた 。私も住民 との集まり に

に 集落 や地 域と ともに 考え、 行動してい くことが求 められ、そ のために

て集 落対 策に 係る 取組 を挙げられ ていました 。「人口減 少、過疎化 が進

参 加し 、語 り合 ったこ とが思 い出深い。 県内四か所 で住民が協 力して運

は 地域 振興局 の積 極的 な関与を 図るなど、県 の推進体制 をより強化 して

持・ 活性 化に取 り組 むとの 答弁があり ましたが、そ の後の取組 状況につ

営 して いる『 お互 いさ まスーパ ー』にも立ち 上げから関 わった。五 城目

いく こと も必要 と考 えます 。これまで も県職員 が集落に直 接入り込み、

む中 で地 域をど う維 持する のか。そう した課題に向 き合ってき た。県は

町の 『み せっこ あさ みない 』には時々 足を運ん でいる。こ うした小さな

現 地密 着型で 地域 の活 性化に 取り組むスタ イルは、地 元住民から も高く

いて 伺います。

拠 点を つくる こと が、 地域を 維持するため に大切だと 思う。」と 述べら

評価 され てき たと認 識し ておりま すが、県の 推進体制の現 状と今後の 方

山 菜を 採った り、 漬物 を作った りといった 小規模集落 の新たなビ ジネス

れて おり まし た。こ れま で集落対 策に関わっ てこられた職 員の皆さん も

向性について も改めて 伺います。
ます。

二 点目 は、集 落対 策の効 果的な推進 のための 助成制度につい てであり

大変感銘を受 けたと思 います。
人 口減 少や過 疎化 が進む 中で、どの ように地 域を維持してい くかとい
うこ とは 、地方 自治 の根 幹にも関わる 大きなテ ーマであり 、集落対策 の
さて 、こ うし たこ とも踏ま え、令和元 年の九月議 会で質問し た集落対

源面 での 不安と いっ た課題 に対し、県 が財政的に支 援すること が重要で

なっ て集 落活 性化 に向け た取組を 行うために は、市町村 の人材不足 や財

人口減少や少子高齢化が進む地域において、市町村や住民が主体と

策に 係る 取組に つい て、そ の後の進捗 状況と今後の 展開を知事 にお伺い

あ り、 本県の 取組 状況 は、他県 の先進事例 と比べると やや不十分 で見劣

重 要性を改め て考えさ せられたところ です。

ます 。
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りするも のではない かと思います 。

●知事（佐 竹敬久君）

薄井議員の 一般質問に お答え申し 上げます。

新型 コロ ナウイ ルス 感染症 のクラスタ ー発生時には 、保健所に おいて

新 型コロナウイ ルス感染症 に対応する 人員の強化 でございます 。

な取 組を 促進す るた め、 財政支援 制度を設けて いるケース もあり、本 県

疫 学調 査を はじ めと する多く の業務が連 続的に生じ ることから 、他の保

他 県で は、地 域コ ミュ ニティ自らに よる、集 落活性化に 向けた主体 的
に おい ても 同様 の制 度を取り 入れるべき と考えます が、県の考 えについ

健 所等 から速 やか に応 援の保健 師等を派遣す るとともに 、今年度途 中か

ら、 調整 本部が 感染 者の受 入先の調整 を一元的 に行うこと により、保健

て伺 います。
最後 は、コ ミュ ニテ ィ生活圏 形成事業の 今後の展開 についてで ありま

また 、受 診や ワクチ ン接種 に関する相 談、濃厚接 触者の健康 管理など

所 が疫学調査 の業務に専念 できる体制 を整えて おります。

この 事業 は、 将来に わたり 暮らし続け られる地域 の実現を目 指し、モ

の業 務を外 部委 託し たほか 、保健師等の 会計年度任 用職員採用 や地域振

す。
デル 地区の 取組 を県 が複数 年にかけて支 援するもの であります 。具体的

恒 常的 な人 員体制 の強 化につい ては、国の 方針に基づき 、感染症対 応

興 局内 の事務 職員 の兼 務配置な どにより、 職員の負担 軽減を図って おり

す るワ ーク ショッ プを 開催す るほか、二 年目は、住民 が主体とな った座

業務 に従 事す る保 健師 の数が令和 元年度の一 ・五倍にな るよう、段 階的

な 事業 の内容 に触 れま すと、取 組の一年目 は、将来予 測に基づいた 地区

談会の開催により、地区の将来像を具体的に描き出す「グランドデザ

に増 員を 進めて いる ところ であり、今 後、地球温暖 化や国際化 の進展に

ます。

イン 」を 策定す るこ ととな っておりま す。三年目以 降は、この 「グラン

よ り、 新たな 感染 症の 出現や流 行も危惧さ れることか ら、引き続 き、保

人口 目標 の設定 や地 区の 強みを生かし 、弱みを 補う仕組み づくりを検 討

ド デザ イン」 に基 づき 、住民が いよいよ具 体的な活動 に取り組ん でいく

健所の 体制強化に 努めてまいり ます。

次 に、 最低 賃金 の改定 による会 計年度任用 職員の賃金 でございま す。

こと にな ります が、 この 事業は、 まさにこれか らの地域の 維持のため 、
住 民が 自ら 考え 、行動 に移し ていくこと を促すもの であり、大 変有意義

こと を目 的にし てい ること から、県で は、これ までの臨時 的任用職員の

最 低賃 金は、 労働 条件の 改善を図り 、労働者の生 活の安定等 に資する

集落 の人口 減少 や地 域の活力 衰退は、コ ロナ禍の影 響も相まっ て深刻

賃 金に ついて 、最 低賃 金を下 限としながら 、正職員の 給料改定に 合わせ

な取 組であると 感じておりま す。
化 の一 途をた どっ てお り、集 落の生き残り のためには 、こうした 取組を

て賃金 基準を引き 上げてきた ところであり ます。

と にし ており 、こ うし た運用方 法等につい て、市町村 に対し、必 要な情

とに なっ たこと から 、これ らの職員に ついては、報 酬額を引き 上げるこ

ち単 純労 務の 職員 の一部 について 、報酬の額 が八百二十 二円を下回 るこ

過 去最 大の 上げ幅 とな った今般 の改定に伴 い、会計年度 任用職員の う

えており ます。

て いる 報酬の 額が 最低 賃金額を 下回らない よう措置する ことが必要 と考

昨年度 から 導入 され た会計年 度任用職員に ついても、 採用時に決 定し

加速 的に 前へ 進める 必要 があり、 今後は行政 のみならず、 住民自らが 地
域運営に取り 組んでい くことが極 めて重要で あると考え ます。
こ の事 業がス ター トして 三年目を迎 えますが 、これまでの取 組の状況
やその成 果、今後の 展開につい て伺います 。

県当 局の答弁を 求めます。

以 上で 私の 一般質 問を 終わりま す。御清聴 ありがとうご ざいました 。
（拍手 ）
●副議長（ 杉本俊比古 議員）

【知事 （佐竹敬 久君）登壇 】
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を 厳格に適用す るなどの検 討が必要と 考えてお りますが、県民 の皆様に 、

この ため、 今後 、安 易な持込 みに対して は、法令の 引取り拒否の 規定

次 に、動物愛護 について、 犬猫の遺棄 ・虐待等で ございます。

本来 のセ ンター の設 置趣 旨を理解 していただく ための啓発 も同時に強 化

報を提供 してまいり ます。
県で は、 県民か らの 通報等 により、犬 猫などの動物 の遺棄や虐 待を疑

今 後は 、市町 村や 地域住 民と連携し た地域猫活動 を推進する ほか、猫

し ていくこと も肝要で あります。

じ て飼 い主へ の指 導を 行うほか 、「動物の愛 護及び管理 に関する法 律」

の飼 い主 に対し て、 室内飼 養や不妊去 勢に関す る啓発を行 うなど、猫の

う 事例 を探 知し た場 合、直ち に飼養状況 を確認する とともに、 必要に応
に違 反す る可能 性が 高い場 合は、警察 との連携 を密にして 対応に当たっ

持 込み 頭数の 減少 に向 けた取 組を強化する とともに、 譲渡事業を 一層充

ます 。

次に 、農業 施策 につ いて、農 林基金終了後 の主要施策 の推進でご ざい

実さ せる こと によっ て、 殺処分ゼ ロに向けた 取組を進め てまいります 。

て おります。
また 、国 が作 成した ポスタ ーを活用し て、県民へ の啓発を行 うととも
に、動物 愛護センター が実施する 「命を大切 にする心を 育む教室」な ど、
子 供た ちへの 動物 愛護 教育の充 実を図るこ とにより、 動物の遺棄・ 虐待

とし て一 般開 放を 制限 しておりま すが、収束 後は、動物 愛護団体と の合

動 物愛 護セ ンター につ いては、 現在、新型 コロナウイル ス感染症対 策

の産 地に 成長す るな ど、こ の十年間で 、本県農業は 大きく様変 わりいた

れて きた とこ ろで あり 、えだまめ やネギ、シ イタケが全 国トップク ラス

を 設置 し、 ほ場整 備と セット で、法人化 や複合化、産 地化などに 力を入

県で は、収 益性 の高 い複合 型生産構造へ の転換を図 るため、農 林基金

同譲 渡会 を再開 する ほか、 県民ニーズ に即した講演 会や体験型 イベント

しま した。

の防止 に努めている ところであ ります。

を 実施 するな ど、 多く の方々に 来場してい ただけるよ う取り組ん でまい

この よう な中、 食料 安全保 障の重要性 が再認識され 、農産物の 生産拡

大 が求 めら れる 一方、 今後、 担い手の減 少や労働力 不足がさら に進むこ

ります 。
次 に、殺処分 ゼロに向け た取組でご ざいます。

と を踏 まえる と、 農業 県として は、生産性を 高めつつ、 複合化路線 を前

に進めて いくことが 重要と考え ております。

県 では 、動物 愛護 センタ ーを拠点に 、動物愛護団 体との協働 による譲
渡事 業や 終生飼 養の 啓発な ど、殺処分 頭数の減 少に向けた 様々な取組を

地事 業に よる 拠点整 備の 二階建て で進めてま いりましたが 、全県で複 合

こ れま で、夢 プラ ン応 援事業に よる産地の裾 野の拡大と 、園芸メガ 団

昨年 度の 殺処 分頭数 につい て、犬は五 十二頭と近 年横ばい傾向 にあり

化が軌 道に 乗っ てき たこと を踏まえると 、今後は、 地域で品目 や目標を

進 めていると ころでありま す。
ますが 、猫 は六 百三 十頭で あり、センタ ー開設前の 平成三十年 度に比べ

定 め、 その実 現に 向け 、園芸団 地の整備や 規模拡大、ス マート農業 の導

入等 の意 欲的な 取組 をサ ポートするな ど、本県 農業が次の ステージへ 踏

約二 倍に増加し ております 。
これ は、セ ンタ ーの 存在が 認知されると ともに、県 民の譲渡事 業に対

み 出せるよう 、施策を 再構築してまい ります。

次に、 中山間地域 のほ場整備 の推進でご ざいます。

す る期 待が 高まっ た結 果、セ ンターへの 依頼心が強く なり、飼養 が面倒
にな った 例や 、無 責任な 餌やりな どにより繁 殖した猫の 持込みなど 、安

ほ場 整備は 、こ れま で平場が 中心であり ましたが、平 成三十年度 に創

設 され た「機 構関 連農 地整備事 業」は、農 家負担がな く、小規模 でも実

易な 持込 みが増 えた ことが 原因と考え られ、大変に 残念に思っ ていると
ころ であります 。
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面 積が 小さ く、 一ヘ クタール の大区画化 が難しい上 、担い手不 足が進行

中山 間地 域にお いて は、傾 斜がきつく 、平場に比べ て一地区当 たりの

占 めており、こ うした地域 での整備は 進んでい くものと考えて おります 。

お り、 今後も 、関 係市 町村とと もに、地域に 寄り添いな がら、集落 対策

林 分野 の職 員も プロ ジェクト チームのメ ンバーとし て積極的に 参画して

の推 進に 当たっ ては 、各 地域振興 局の企画担当 職員をはじ め、福祉や 農

テ ィの 形成を 図る ため 、担当職 員を増員し 、体制を強 化したほか 、事業

また 、県の 推進 体制 について は、複数の 集落からな る新たなコミ ュニ

し てい ること を踏 まえ ると、自 動草刈り機に 対応した法 面整備や、 自動

に取り組 んでまいり ます。

施可 能で あるこ とか ら、今 後三か年の 要望地区 の約六割を中山 間地域が

給水 栓の 導入な ど、 スマー ト農業を前 提とした 整備を進め ていくことが
また 、高 収益 作物の 導入に 当たっては 、近隣地域 と連携した 産地化の

信を はじめ 、「 お互 いさま スーパー」の 設置やコミ ュニティ生 活圏の形

県で は、 国の 支援制 度を活 用し、集落 支援員によ る集落活動 の情報発

次 に、集落対 策の効果的な 推進のため の助成制度 でございま す。

ほか 、冷涼 な気 候な どの立 地条件を生か した新たな 品目の導入 や、農商

成に 取り組むな ど、積極的 に集落対策を 推進してい るところで あります 。

重 要でありま す。

工 連携 による 付加 価値 の向上な ど、平場と は違った視 点で検討して いく
こ のた め、 県とし まし ては、担 い手や市町 村、土地改良 区、ＪＡが 商

し協 力隊 や集 落支 援員 の配置など 、国の支援 制度を有効 に活用して いる

集 いの 場の 設置、 特産 品の開 発・販売等 に対する支援 のほか、地 域おこ

また、 市町村におい ても、地域 が主体的に 取り組む買 物支援の取組 や、

工団 体等 と連 携し て多 角的な取組 を進めるな ど、地域の 「稼ぐ力」 を最

事例が多 く見受けら れます。

必要が あります。

大限 に発 揮でき るよ う、計 画段階から 、きめ細かな サポートを 行ってま

連予算 を拡充して きており、県 としまして は、今後と も市町村と 連携し、

全 国的 に人口 減少 が進 む中、国では 、集落対 策の重要性 に鑑み年々 関

次に、 集落対策の 進捗状況と今 後の展開で ございます 。

こ うし た予 算を 最大限 活用し ながら集落 対策に取り 組むととも に、様々

いり ます。
ま ず、その推 進体制でご ざいますが 、人口減少や 高齢化の進 行により 、

な 機会 を捉え 、国 に対 して制度 の継続や拡充 を働きかけ てまいりま す。

次に、コミ ュニティ 生活圏形成 事業の今後の 展開でござ います。

集 落で は、生 活交 通や 買物など 、日常生活を 支える機能 が低下する とと
もに 、住 民同士 の交 流や生 きがいづく り活動が 減退するな ど、様々な課

新 たな 生活圏 の形 成を 目指す本 事業は、市町 村の意向に 基づき選定 し

昨 年度 グラン ドデ ザイン を策定し、 三年目を 迎えた五つのモ デル地区

を含む県内十 四地区に おいて、事 業を展開し ております 。

たモ デル 地区 におい て取 組を進め ております が、今年度着 手した三地 区

題 が顕在化し ております。
この ため 、集 落対策 は住民 に最も身近 な市町村が その役割を担 うとい
う基本 認識 に立 ち、 県は、 市町村だけで は困難な専 門的業務や 、複数の
市町 村に関係す る広域的な 業務等を率先 して行うと いう役割分 担のもと 、

多 世代 交流 サロン の機 能を持 つ商店の設 置に着手した 地区のほか 、除雪

において は、その実 践段階に入 っておりま すが、国の 補助事業を活 用し、

取 組に 当た っては 、県 と市町村 で構成する 協議会を定期 的に開催し 、

や買 物サ ービ ス等 の生活 支援を行 う共助組織 の立ち上げ に動き出し た地

地域課題 の解決に向 けた取組を 進めてまい りました。
国の 支援 制度 や先 進事例 等の情報 共有を行う とともに、 今後の方向 性を

区など、 徐々に成果 が見え始めて きておりま す。

今 後は 、こう した 取組を サポートす ることに より、成功 事例を積み 上

協議 して いるほ か、 新たに 集落対策に 関するセミナ ーを開催す るなど、
市町 村と密接に 連携を図っ ているとこ ろであります 。
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げて いく ととも に、 市町村 と情報共有 を図りな がら、県内各地 への横展
り ます。

つな がる 取組を 引き 続き促 進すること で、介護 人材の確保を進 めてまい
私から は以上です 。

九番 薄井議員の 質問は終わり ました。

開 を図ってまい ります。
併せ て、 人口減 少や 高齢化 の進行に伴 い、集落の担 い手不足が 懸念さ

●副 議長（杉本 俊比古議 員）

以上 で、本日の 日程は、全部 終了しまし た。

れ る中 で活 動を 継続 していく ためには、 運営主体の 基盤強化が 重要であ
る こと から、 地域 住民 に加え、 様々な関係団 体が参加す る地域運営 組織

本日は、こ れをもっ て散会いた します。
午後 三時十七分 散会

の形成に 向けた支援 の在り方に ついて、鋭 意検討してま いります。
私 からは以上 でございます 。
私からは 、介護人材 の確保につ いてお答

【健康福 祉部長（佐 々木薫君） 登壇】
●健康 福祉 部長（ 佐々 木薫君 ）
えい たします。
県で は、人 材確 保の 基盤と なる「介護サ ービス事業 所認証評価 制度」
に つい て、 県民や 事業 者の方 々に説明会 の開催や新聞 の特集記事 等によ
り周 知し てき たと ころ であり、こ れまで百二 十を超える 事業者が制 度へ
の参加を 宣言し、認 証の取得に向 け取り組ん でおります 。
ま た、 認証取 得後 の事 業者への支援 はもとよ り、取得過 程の事業者 を
対象 とし た処遇 改善 加算 等の制度 説明会を開催 するなど、 賃金向上を 含
む 労働環境の 改善に向 けた取組を 幅広く支援し ております 。
今 後は 、介護 職の イメー ジ向上と併 せ、認証取得 により職場 環境が改
善さ れた 好事例 を発 信する とともに、 介護ロボ ット等の導 入に加え、高
齢 者施設の整 備についても 認証取得事 業者を優 先的に補助 採択するなど 、
事業 者が メリ ットを 感じ 、積極的 に制度に参 加できるよう 取り組んで ま
いります。
介 護ロ ボット とＩ ＣＴの 導入につい ては、こ れまでに導入し た事業者
から 、腰 痛によ り休 職す る職員がいな くなった ことや、見 守り機器の 活
用 によ り利 用者が 安眠 できる ようになっ たことなどの 感想が寄せ られて
おり 、導 入を 加速 化する ため、今 年度から補 助予算を大 幅に増額し たと
ころであ ります。
今 後も 、認証 評価 制度と 併せ、職員 の賃金水 準向上や労 働環境改善 に
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