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警

これ より本日の 会議を開きま す。

日程第一、 一般質問を行 います。

本 日は 、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

員の一 般質問を許可 することに 御異議あり ませんか。

御異議な いものと認 めます。ま ず、十三番 鈴木

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）
議員の発 言を許しま す。

おはよ うございま す。自民党会 派の鈴木真 実

【 十三番（鈴木 真実議員） 登壇】（拍 手）
●十 三番 （鈴木 真実 議員 ）

です。 一般 質問 の機 会を与え てくださっ た先輩並び に同僚議員 の皆様に

感 謝申 し上げ ます とと もに、コ ロナ禍で外 出もままなら ない中、議 場に

足を運ん でください ました支援 者の皆様、 心から御礼申 し上げます 。

早 いも ので、 議員 とし ての任期 も折り返し 点を過ぎ、後 半戦に入り ま

した が、 これ まで の二年 余りを振 り返るとき 、果たして 十分に県民の 皆

様の 思いを 県政 に伝 えられ たのかどうか 、自問自答 しながらの 日々であ

り ます が、こ れか らも 、皆様か らアドバイ スをいただ きながら、充 実し

た議員 活動となるよ う全力で走 りますので 、よろしく お願いいたし ます。

は じめ に、 さき に自民 党総裁選 への不出馬 を表明した 菅総理の評価 と

次期 政権への期待 について伺 います。

ちょうど一年前の九月県議会では、多くの議員が、湯沢市出身の菅
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の ような現実で 県民の皆様 とともに大 きな喜び として分かち合 いたいと 、

さん が、 ふるさ と秋 田で初 めての内閣 総理大臣 に選出されたこ とを、夢

集 中の 是正に つな がる もので大 いに期待し たい。」と 発言してお りまし

省庁 の縦 割り行 政の 打破、 既得権益の 打破など は、地方創生、 東京一極

そ こで 伺い ます 。菅 総理の事実 上の退任表 明を踏まえ 、知事は、 菅総

た。

飛 び込 んだ ばか りの 私は、こ うした場面 に遭遇でき たことに感 謝し、菅

理 、菅 内閣を どの よう に評価さ れているのか 、御所見を お聞かせく ださ

この 壇上 で異口 同音 に感 激の言葉 を述べておら れました。 政治の世界 に
総 理の 活躍を 心か ら願 っており ました。また 、菅総理の 誕生と時を 同じ

ま た、 地方の 実情 に詳 しい菅総 理が、東京一 極集中の抜 本的な是正 と

い。

要職に就任され、多くの課題を抱える秋田県にとってこんなに心強い

真の 地方 創生 に向け た取 組につい て、官房長 官時代も含 めた手腕につ い

くし て、 秋田二 区選 出の金 田勝年衆議 院議員が 衆議院予算 委員長という
バッ クア ップ 態勢は ない と、大変 心強く思い ましたし、 現にこれまで の

て、 知事は どの よう に受け 止められてお られるのか 、併せてお 伺いしま

来月 には新 たな 政権 が誕生 します。新た な政権に対 し、知事が 期待し

す。

様々な面 で応援してい ただいたも のと受け止 めておりま す。
しか しながら、 政治の世界 、まさに一寸 先は闇であ ります。菅 総理が、
突然 にコ ロナ対 策に 専念 するため総裁 選への立 候補を断念 されました 。

コ ロナ 関連で はワ クチ ン接種の 早期実現のほ か、個別政 策では脱炭 素社

か った こと が立 候補断 念の背 景にあるよ うに思いま す。しかし ながら、

の発 信力 のなさ など 、課 題解決の プロセスや手 法が、国民 の心に届か な

実 施さ れた割 には 効果 が出なか った緊急事 態宣言、さ らにそうし た対応

体や 観客 を入れ るか どうか を巡る議論 、コロナ禍へ の対応、特 に何度も

方が され てお りま すが 、私は、オ リンピック ・パラリン ピックの開 催自

応に 当た ってこ られ た知事 はじめ県職 員の皆様 に深く敬意 と感謝を申し

最 前線 で対応 され てい る医師や 看護師等の医 療従事者の 方々、懸命 に対

れ ている方々 にお見舞 い申し上げ ます。また、 医療現場が ひっ迫する 中、

なり にな った方 々の 御冥 福をお祈 りいたします とともに、 現在も闘病 さ

ま ずは 、新型 コロ ナウ イルス感染症 により、 本県を含め 全国でお亡 く

はじめに、 政府の行 動制限緩和の基 本方針に ついて伺い ます。

次に 、コ ロナ 禍に おける 経済再生と医 療提供体制 について伺 います。

た いことにつ いて御所 見をお聞かせく ださい。

会へ の取 組、デ ジタ ル庁の 創設、不妊 治療の保 険適用、携 帯電話料金の

上 げます。

事 実上 の首 相退任 表明 であり ます。立候 補断念につい てはいろい ろな見

値 下げ など、 国民 の思 いに応 えた施策は、 菅総理の決 断がなけれ ばここ
そうい う意 味で 、も しコロナ 禍でなかった ら、平時で あったら、 菅総

等 の発 令と延 長の 繰り 返しに、 頭では理解 できていても 、メンタル 面で

ストレ スは 大き く、 苦痛に すら感じてい ます。たび 重なる緊急 事態宣言

コロ ナ感 染症 のまん 延によ り、人との 接触や移動 が制限され、 国民の

理 の強 い政治 力の もと 、実力を 遺憾なく発 揮され、仕事 師菅義偉な らで

は自粛の 意識が薄れ てきている のは事実で あります。

まで動 かなかった のではない でしょうか。

はの 政策 を次々 と発 案し 、推し進めて いったの ではないか 、また、頭 の

こ うし た中 、政府 は、 ワクチン 接種がおお むね完了する 十一月をめ ど

に実 施し よう とし ている 「行動制 限緩和の基 本方針」を 示しました 。コ

中 には、もっ とやりた いことがたくさ んあった のではない か、もう少 し、
菅総 理を リー ダー とする 「仕事を する内閣」 を見ていた かったと、 とて

ロナ 禍で 経済活 動の 回復を 目指すもの であります。 飲食、イベ ント、旅

行 業界 の疲弊 は著 しく 、収入減 にあえぐ方 々の「早急 に経済を回 してほ

も残念で あります。
知 事は 、昨年 の一 般質問 で、「菅総 理は本質 的には改革 論者であり 、
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しい、何 とかしてほ しい」との悲 痛な声は切 実でありま す。

師な どコ ロナ患 者受 入れの 医療体制は 足りてい るのか、健康福 祉部長の

変 異株 の出 現も あり 、その判 断は慎重に 慎重を期す べきである ことは当

持続 性が 不透明 であ るこ と、猛威 を振るうデル タ変異株に 加え、新た な

県 、島 根県と 比べ 死亡 者が多い ことがとても 気がかりで あります。 秋田

が 、本 県は 感染 者の 累計は全 国では少な いほうとな っています が、鳥取

毎日 、各 都道府 県の コロナ ウイルス感 染者の状況が 公表されて います

認 識をお伺いし ます。

然 です が、私 は、 現時 点ではコ ロナウイルス の壊滅、コ ロナゼロの 可能

県の 死亡 者の特 徴は 、どの ように把握 している のでしょう か。例えば、

こ の制 限緩和 に対 して は、賛否両論 様々あり ます。ワク チンの効果 や

性は 薄い と見込 まれ る中、 明確にウィ ズコロナ ヘかじを切 るべき時期が

基 礎疾 患の有 無、 高齢 者の多 寡、初期から の急変など 、分析状況 につい

て、 健康 福祉 部長に お伺 いします 。そこに、 県民の今後 の対応策を示 す

来 ているので はないかと思 うのであり ます。
二回のワクチン接種終了やＰＣＲ検査陰性の証明、いわゆる「ワク

も一 日で も早 い事 業実 施に向けて 、デジタル の活用も視 野に入れた シス

つ まり 、こ の制限 緩和 策を新 たな生活様 式の一つと捉 え、本県に おいて

十分 な配 慮は不 可欠 です が、コロナと 共存しな がら社会を 成立させる 、

き であ ります 。基 礎疾 患等によ りワクチン 接種を受け られない方々 への

まし たが 、どう いう ことな のだろうと 耳を疑ってし まいました 。私は、

自宅 療養 も選 択で きる よう準備を 進めている ことをマス コミ情報で 知り

う ち、 基礎 疾患が ない など一 定の条件を 満たすことが 確認できた 場合、

先般 、秋田 市が 新型 コロナ ウイルスに感 染した軽症 ・無症状な 患者の

次に 、コロナ患 者への対応 方針等につい て伺います 。

ことがで きるかもしれ ません。

テム の検 討に着 手す べきと 考えます。 この希望が持 てる施策に 係るスケ

無症状でもコロナに感染したと判断されれば、自宅ではなく、体制の

チン パスポ ート 」の 活用で 、経済再生の ために一日 でも早く取 り組むべ

ジ ュー ル感を 示す こと は、ワク チン接種率 の向上など 、新たな行 動に資

整っ た医 療機関 に入 院し たいと願 いますし、多 くの県民は そう願って い

る ので はな いで しょう か。東 北では本県 と岩手県を 除く四県が 自宅療養

するの ではないで しょうか。
政 府の 行動 制限 緩和方 針につい て、県はど う判断され るのか、知 事の

は じめに、医 療提供体制の 現状等につ いてであり ます。

次に、医療 提供体制 について伺 います。

同居 家族 に感 染する 危険 性は極め て高く、県 民が一番恐れ ているクラ ス

呂 、トイレ、 食事用の食器 をはじめ、 家族皆で 共用してい るものが多く 、

自宅 療養 は選択 肢の 一つに なってよい のでしょ うか。一般 家庭では、風

を 既に 導入し てい ます が、全国 的にも感染者 が少ない秋 田県におい て、

行動 制限 緩和 策を実 施する には、下支 えとなる十 分な感染予防 、徹底

ターが発生する原因を家庭内からつくられるのは絶対避けねばなりま

御所 見をお伺い します。

した治 療が 前提 とな ります 。医療施設の 整備や医療 人材の確保 は、これ

せん 。

県は 、「患 者の 治療 は入院 か宿泊療養施 設を原則と する」との 方針に

まで 以上に追及 しなければ なりません。
今回 の九月 議会 では 、病床 や療養施設の 確保など、 医療体制拡 充への
しか し、 ワク チン 接種が普 及していて も感染者数 が激減して いないこ

ミュ レー ション 、つ まり先 々のＡプラ ン、Ｂプラン 、Ｃプラン など、コ

また、県民が知りたいのは、患者が増えた場合の人数に基づいたシ

変 更は ない とのこ とで すが、 改めて知事 のお考えをお 聞かせくだ さい。

と、 重症 患者、 死に 至る方 がいること に危惧を感じ 、いつ何時 、県内で

ロ ナ感 染者の 増加 に合 わせた病 床確保の想 定がどうな っているか であり

追 加予算措置 には感謝 申し上げます。

の 突発 的な混 乱が 起き るか予想 できず、懸 念は尽きま せん。医師 、看護
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県民 は関心を持 っているので はないでし ょうか。

時 医療 施設 、い わゆ る野戦病 院を想定し ているかな どについて 、多くの

うか 。入 院、宿 泊療 養の 最大数を どう見込んで いるのか、 どの時点で 臨

定 して いるよ うで すが 、その内 容は県民に 十分に伝わ っているの でしょ

ます 。県 では、 感染 拡大に 応じた病床 確保のフ ェーズを定めた 計画を策

と して 魅力を 感じ る」 、「ＳＤ Ｇｓに取り組 んでいない 企業は今後 成長

主 な理 由と して 、「 社会貢献 と利益の追 求を両立し ている企業 は就職先

む企 業に 対して は、 就職 活動での 志望度が上が ると答えて います。そ の

タ ーネ ットの 調査 では 、七割を 超える学生 が、ＳＤＧ ｓの達成に 取り組

就職 情報会 社「 学情 」が求職 中の大学生 ・大学院生 を対象とした イン

今 や企 業のＳ ＤＧ ｓへ の取組が 就職先を選ぶ 判断基準に なっており 、

を続ける のは厳しい だろう」が 挙がってい ます。

染 予防 に加え 、具 体的 な医療 提供に係る行 動計画を県 民皆が共通 認識と

優秀 な若 者を 確保す るた めにも重 要な取組と なっている 事実が見えて き

県民 に不要 不急 の外 出や県外 との交流を 避ける等の 注意喚起を 促す感
して 持つ こと が大切 であ ると考え ますが、知 事の御所見 を併せてお伺 い

ます。

そ うし た中、 帝国 データ バンク秋田 支店が六 月に実施し た調査による

します。
次 に、 「持続 可能 な開発 目標、ＳＤ Ｇｓ」と 女性の活躍 推進について

な って おり 、全国 平均 三九・ 七％を十四 ポイントも下 回っており ます。

と、 ＳＤ Ｇｓに 積極 的に 取り組んでい る県内企 業の割合は 二五・七％ と

は じめに、本 県のＳＤＧ ｓの現状と今 後の取組方 針について 伺います 。

いか に、 本県 が世 の中 の時流から 取り残され 、遅れてい るのか、秋 田の

伺いま す。
国で は、 平成 二十 八年十 二月に国家戦 略として「 持続可能な 開発目標
能 で強 靭、そ して 誰一 人取り残 さない、経 済、社会、 環境の総合 的向上

とな ると も言わ れて おり 、全県が 一丸となって 目指すべき ゴールに到 達

ま た、 企業の ＳＤ Ｇｓ への取組はビ ジネスチ ャンスを広 げるきっか け

現状をと ても危惧す るものであり ます。

が実 現さ れた未 来へ の先 駆者を目 指す」ことを 掲げ、早い もので実施 指

し てい くに は、 まずは 足元の 県庁自体で の取組を率 先して行い 、先行事

（Ｓ ＤＧ ｓ）実 施指 針」を 策定し、そ の基本的な理 念として、 「持続可

針 に基 づく 取組 も五年 近くを 経過し、大 企業や他の 自治体にお いては既

その ため、 全庁 的に 推進する 体制を構築 し、庁内の 全ての施策 事業を

例・ モデルを示 すことが重要 であります 。

総合 戦略 」の策 定に 当たり 、様々な分 野でＳＤ Ｇｓの理念 に沿った取組

Ｓ ＤＧ ｓの十 七あ る目 標のど こに位置づけ されている のかを明ら かにす

に 積極 的な取 組が 進ん でいます 。本県におい ては、「第 二期あきた 未来
を 推進 するこ とと し、 本年七 月には「秋田 県ＳＤＧｓ 推進方針」 が策定

ると とも に、 企業、 市町 村、団体 、県民に参 画を求め、全 県的な推進 体

秋 田県 ＳＤＧ ｓの 推進に ついて、ど のような ゴールを目指す のか。庁

制を早急につ くり上げ るべきであ ります。

された ところであ ります。
しかし なが ら、 ＳＤ Ｇｓに対 する県民の関 心や県内企 業の盛り上 がり
は いか がでし ょう か。 肌感覚で はあります が低空飛行で あり、県の 積極

的 な推 進体 制をど のよ うに整 えていくの か。県内市町 村の連携を どのよ

内体 制は どのよ うに して いくのか。企 業・団体 をターゲッ トとした全 県

誰 一人 取り 残さな い、 持続可能 な発展・成 長を遂げる秋 田県づくり を

うに 進め てい くの か。今 後の具体 的な取組に ついて、知 事にお伺い しま

性がさっ ぱり伝わっ てこないと 感じている のは、私だ けでしょうか 。
目指 すた めの ＳＤ Ｇｓの 取組につ いて、これ までの事業 体としての 県の

す。

次 に、 ＳＤＧ ｓ推 進方針 における女 性の活躍 推進につい て伺います 。

取組 及び 県全体 の旗 振り役 としての取 組状況はどう であったの か、県と
して どう評価さ れているの か、知事の 御所見をお伺 いします。
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秋田 県ＳＤ Ｇｓ 推進 方針では 、県が重点 的に取り組 む事項として 三点
を 掲げ ており ます が、 その一つ が「ジェン ダー平等の 実現に向け た女性

いただく ことを期待 しております 。

そ こで 伺いま す。 陶山 理事、二か月 余り経過 いたしまし たが、改め て

理 性に もつな がり 、そ の国の成 長に結びつく ことなどか ら世界の潮 流と

国 連の ＳＤ Ｇｓ のゴ ールの一つ である「ジ ェンダー平 等」は、経 済合

の比 較も 交えて 、率 直な御 意見をお聞 かせくだ さい。二年 間というタイ

ど のよ うに映 った でし ょうか。 強みなど感じ たものでし ょうか。他 県と

始 めら れた と聞 いて おります が、陶山理 事の目には 「あきたの 女性」は

決意 表明 をお聞 かせ くだ さい。ま た、県内を回 り秋田を知 るところか ら

なっ てお ります が、 それに ついては、 人口減少 のスピード が全国トップ

ト な任 期の中 で、 女性 活躍推 進をどのよう な視点で、 成果は何を 求める

の活躍 推進」とな っております 。

で 、働 く世代 の層 が薄 いため 、人材不足に 悩む秋田県 においても 重要な

のか 。そ のた めに、 現在 構想され ている施策 なども併せ て御所見をお 伺

す。

は じめ に、 中国木 材進 出による 地域経済へ の波及効果に ついて伺い ま

産業の 成長産業化の 視点からお 伺いします 。

次 に、 中国木 材株 式会社 の能代市進 出に関連 して、県内 の林業、木材

いします 。

目標と なるべきも のでありま す。
二〇 一四年 に発 表さ れた日本 創生会議の「 消滅可能性 都市」は、 二〇
一 〇年 と二〇 四〇 年を 比較して 、二十代、 三十代の女 性がその市町 村で
半減 する かどう かを 基準 としていまし たが、秋 田県で残る のは大潟村 た
だ一つだけで、ほかの市町村は全て消滅という秋田県にとっては大変
ショ ッキ ング なも ので ありました 。つまり、 ＳＤＧｓの 理念である 「持

地 元か ら新た に百 四十 名を雇用 するなど、 大規模なプ ロジェクト となっ

同社の計画 では、約 二百億円を投じ て能代工 業団地に生 産拠点を構 え、

ら 三十 代の県 内に 住み たいと希 望する女性 を一人でも 多く増やし ていく

てお り、 操業後 の大 幅な 増産も取 りざたされて います。ま た、同社は 、

続可 能で 強靭、 誰一 人取り 残さない社 会の実現」の ためには、 二十代か
施策 が望 ましい とい うこ とになる と思います。 どのような 施策を今後 展

経 済の循環を 念頭に能 代市での事 業展開を図る と伺ってい ます。

金水準の 向上に与え る影響など について、知 事にお伺い します。

中 国木 材株式 会社 の進出 による地域 経済への波及 効果や県内 企業の賃

開 して いく のが ベスト なのか 。これまで も言われ続 けています が、女性
活躍 と男女共同 参画の推進が 大きく貢献 するもので あります。
その 思いが 通じ たの か、この 七月一日付 で、大手損 保会社であ る「損

い決 意が 伝わっ てき まし たが、これま での民間 企業の代表 や役員とし て

期 間の 二年間 で秋 田の 男女共同 参画、女性 活躍推進など を推し進め る熱

の女性 理事 とし て就 任して くださいまし た。さきに お会いした 際、在任

の 期待 は高 く、誘 致し た木都 ・能代はも ちろんのこと 、県全体の 活性化

この 計画は 、大 きな 原木需 要につながる ことから、 林業関係者 の間で

の県 経済の発展 にも大きく 貢献すると期 待されてい るところで あります 。

現在は その 森林 資源 が利用 期を迎え、こ の充実した 資源の活用 が、今後

次 に、原木の 安定供給につ いて伺いま す。

培 った 経験 、知見 を十 分生か し、既成概 念や慣習にと らわれるこ とのな

につ なが るも のと 期待さ れ、多方 面の業種に おいても関 心が高まっ てい

保 ジャ パン」 のグ ルー プ会社 「ＳＯＭＰＯ コミュニケ ーションズ 」社長

い自 由な 発想 で、 力を存 分に発揮 していただ くことを願 っておりま す。

ると ころ であり ます 。一方 、これまで 県内の木材産 業を支えて きた製材

これま での先人の 努力により 、秋田県はス ギ植栽面積 日本一を達 成し、

秋田 県男 女共同 参画 推進条 例が制定さ れてから早い もので二十 年がたち

工 場か らは、 中国 木材 の進出に よって、原 木の調達に 大きな影響 が出て

であ った 陶山 さなえ さん が、重要 なポストを 辞して、秋田 県のために 初

ま した が、ま だま だ道 半ばであ り、天井の 壁を突き破 る剛腕を振 るって
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「 川下 の世 間」 のこ の三方良 しで、林業 関係者、木 材産業関係 者と地域

は、 今回 の進出 をチ ャン スと捉え 、「川上の売 手」、「川 中の買い」 、

こ のよ うに、 それ ぞれ の立場で期待 や懸念が 交錯してお りますが、 私

へ 変化 する可 能性 がう かがえ、 頼もしく感じ ております 。今後、林 業大

就 業し た修 了生 であ ると伺い 、今後は林 業現場が女 性の活躍で きる職場

ム姿 の四 人の女 性が 登場 していま す。彼女たち は現在の研 修生と林業 に

す ！秋 田の林 業」 のキ ャッチフ レーズとと もに、洗練 されたユニ フォー

秋田林業大学校の令和四年度研修生募集のポスターには、「元気で

が とも に発展 し、 林業 ・木材産 業の成長産業 化に道筋を 立てるべき と考

学校 の存 在はま すま す必要 とされ、巣 立った修 了生が、県 内の林業の世

くるので はないかと 心配する声が 聞こえてお ります。

えて いま す。こ のた めには 、県として も総合的 に取組を進 めていくこと

界 で強力な人 材として成長 することを 期待して おります。

踏み込ん だ在り方を求 めますが、 何かお考え はあるでし ょうか。

林業 大学 校に ついて は、現 状維持では なく、社会 に求められ るさらに

が 必要 と考え ます が、 とりわ け、どのよう に林業サイ ドで素材生 産量を
増や し、 木材 産業の 需要 を満たし てしていく のか、知事 のお考えをお 知
らせくだ さい。

で作 業量 が増加 して いく ことが明らか であり、 林業大学校 以外のルー ト

他 方、 林業・ 木材 産業の 発展に伴い 、林業現 場での再造 林や伐採など

今回 の中国 木材 の進 出によ り、県内のス ギの伐採が 進むと、そ れに伴

で の新 たな 就業者 を確 保する こともキー ポイントにな ると考えて おりま

次に 、再造林に ついて伺い ます。
い 再造 林の 対策が 重要 な鍵と なります。 知事は、知事 選公約で、 「木材

す。

で解決で きないこと は十分理解 しています。

人 口減 少対策 が続 く中、 克服に向け た道のりは平 坦でなく、 一朝一夕

頭 脳によるマ ッチング システムに ついてお伺い します。

最後 に、 あきた 結婚 支援セ ンターで行 われているＡ Ｉ、いわゆ る人工

かも 併せて、そ の考えを農 林水産部長 にお伺い します。

今後 、どの よう な対 策により 、林業に従 事する人材を 増やしてい くの

産業 の振 興と 森林 資源 の若返りに よる温暖化 対策への貢 献」を唱え 、二
酸化 炭素 の吸収 力が 落ちた 古い木から 、二酸化炭素 をより吸収 できる若
い木 、つまり再 造林を強く 推し進めて いくと掲 げています。
しか しな がら、 県内 の再造 林率の実績 は約三割弱で あります。 森林面
積 等も あり 、東 北各県 を単純 に比較して 一概には言 えない状況 ではあり
ま すが 、再造 林へ の実 質補助率 は山形県と福 島県の全額 補助を含め て、
東北 平均 は、八 十八 ％であ り、本県は 二十ポイ ント低い六 十八％にとど
県で は、 低コ スト化 に取り 組む林業経 営体の支援 は行っていま すが、

て二・ 八と 二十 一年 連続全 国最下位、合 計特殊出生 率では本県 は一・三

に対 して 四・ 七で二 十六 年連続全 国最下位、 婚姻率は人口 一千人に対 し

さ きに 令和二 年人 口動 態統計が 発表され、県 内の出生率 は人口一千 人

再造林 面積 をも う一 段引き 上げるために は、森林所 有者の負担 軽減が不

二 で全 国三十 八位 、人 口維持に 必要な二・ 〇七から遠く 及ばない数 字が

ま っています 。

可 欠で あると の関 係者 の声であ ります。再 造林に対し県 補助率一〇 〇％

並ぶなど 厳しさを目 の当たりに しています 。

このような状況下で、一つ着目すべき事業があります。ＡＩによる

を実 現し 、伐採 に関 係し た企業や所有 者が責任 を持って再 造林するよ う
な シス テム ができ ない もので しょうか。 知事の御所見 をお伺いし ます。

たこ とで ありま す。 先見の 明があった のか、ＡＩを 活用した先 駆的なシ

マッ チン グシ ステ ムをあ きた結婚 支援センタ ーが令和二 年一月に導 入し

実質ゼロ に近づこう ではありませ んか。

ス テム をコロ ナが まん 延する前 に稼働して います。平 成二十三年 度から

これ まで とは 違う 思い切っ た施策に取 り組まれ、 二〇五〇二 酸化炭素
次に 、人材の確 保について 伺います。
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時間 、自 己都合 に合 わせ 会員登録 の手続ができ 、また、Ａ Ｉの診断・ 判

三 か所 あるセ ンタ ーに 直接足を 運ばなくて も、スマー トフォンで 二十四

に 寸暇 を惜 しん で当 たられな がらも、多 くの改革を 断行される など、そ

菅総 理に おかれ ては 、予測 困難な新型 コロナウイル ス感染症へ の対応

菅 総理の評価と 次期政権へ の期待でご ざいます。

つな一般 質問にお答 え申し上げま す。

定 によ り自 分で は選 ばなかっ ただろうけ ども価値観 の近い人を 結婚相手

の 重責 を担わ れて いる ことに、 心から敬意を 表します。 また、総務 大臣

開始 した 従来の コー ディネ ーターによ る仲介、 お見合いに加え 、県内に

と して ＡＩが 紹介 して くれるほ か、自らの検 索により、 お見合いま での

や官 房長 官在任 中に も、多 方面にわた る要望の 実現に御尽 力くださり、

そ の真摯かつ 丁寧な御対応 に深く感謝 しており ます。

ステージ をスマート フォンで可 能とするシ ステムであり ます。
今 の社 会に合 った 利便 性に優れ たシステムの 効果もあり 、事業開始 か

ついて厳しい評価を受けることもありましたが、感染症対策ではワク

就任 当初 に国 民の熱 い期待 があったが ゆえに、こ の一年間の 業績等に

約一五％という実績が生まれ、順調に推移しているとのことです。出

チ ンの 必要量 の確 保や 接種の加 速化に取り 組んだほか 、デジタル化 を省

ら最初 の一年で、 会員同士の 婚姻五十四人 のうちＡＩ による婚姻 は八人、
会 って 一か月 で結 婚し たカップ ルも誕生し ており、今 の時代に合っ た効

庁横 断的 に推進 する デジ タル庁を創設 したこと に加え、携 帯電話料金 の

引 下げ や不 妊治療 への 保険適 用等の国民 の思いに応え た政策を展 開する

率性で 、幸せの近道 があるよう に思えてな りません。
こ のＡ Ｉシ ステム は、 やり方に よってはま だまだ伸びる 可能性を秘 め
往復 だけ で、女 性と 出会う 機会がない 」と言うので あれば、勤 務先の会

ネ ルギ ー政策 や産 業構 造の在り 方を方向づ ける重大な 決断であり 、洋上

特に 、二〇 五〇 年カ ーボンニ ュートラル の宣言は、今 後の我が国 のエ

など、 多くの成果 を挙げたも のと考えて おります。

社 がそ ういう シス テム があるこ とを入社時 から職場の 取組として 紹介す

風力 発電 等の再 生可 能エ ネルギー の取組を強力 に推進する 本県への追 い

てい ると 思い ます 。例 えば、若い 男性がよく 言う「日常 は仕事と職 場の

ると か、 商工会 議所 、商 工会など の経済界の経 営者がタッ グを組んで 熱

風 になってい るところ であります 。

次 期政 権への 期待 につい ては、現時 点で先を 見通すこと はできませ ん

お力添え いただくよ うお願いいた します。

継が れる よう 取り 組まれ るととも に、今後と も、ふるさ と秋田の発 展に

残 りの 任期 におい ても 、国民の 命と暮らし を守り、改革 の流れが受 け

は大変残 念に思って おります。

は 国民 の反感 を招 いた ことなど は否めない ものであり、 この点につ いて

国民感 情を 捉え るた めの情 報が不足し、 説明が不十 分になるな ど、時に

また 、派 閥を 持たな いこと もあり、党 内の声に左 右されがちな 面や、

は 、道半ばと いう無念の心 境ではなか ろうかと 推察いたし ます。

等の 抜本 的な改 革に 向けて 、十分な時 間と労力 を傾注でき なかったこと

一 方で 、地方 創生 につな がる東京一 極集中の是正 や縦割り行 政の解消

心 に利 用を 推奨 すると か、県 と連携した 新たな事業 展開ができ るのでは
ない でしょうか 。
地元 の多く の方 々か ら、「結 婚したい」 、「息子、 娘、結婚し てほし
い 」、 「孫を 見た い」 などの 切実な声が寄 せられてい ます。この 方々の
笑顔 が見 たい 。その ため にも、成 功事例等が 全県民に届く 強力なＰＲ も
お願いします 。あきた 未来創造部 長の御所見 をお聞かせ ください。
最 後に 、「コ ロナ に打ち 勝ち希望あ る秋田」 を県民が心一つ にしてつ
くり 上げ ること を御 祈念 申し上げ、私 の一般質 問といたし ます。御清 聴
県当 局の答弁を 求めます。

あ りがとうご ざいまし た。（拍手）
●議長（ 柴田正敏議 員）

おはよう ございます 。鈴木真実 議員の元気 はつら

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
●知 事（ 佐竹 敬久 君）
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が、 最優 先課題 であ る感染 症への対応 や経済の 再生に万全を尽 くすこと
は もと より、 国民 の声 にしっか りと耳を傾 けながら、 我が国の行 く末が
確か なも のとな るよ うな 政策の実 現に向け、全 力で取り組 んでいただ く

まえるこ とが肝要で あると考えま す。

次 に、 医療提 供体 制に ついて、コロ ナ患者へ の対応方針 等でござい ま
す。

次に 、コロナ禍 における経済 再生と医療 提供体制で ございます 。

ると ころ であり 、今 後もこ の方針を継 続してい くことにし ております。

者 や無 症状者 であ って も入院ま たは宿泊療養 にすること を原則とし てい

本 県で は、 健康 管理 や家庭内で の感染拡大 を防止する 観点から、 軽症

政府 の行動 制限 緩和 の基本方 針でござい ますが、こ のたびの方 針につ

し かし ながら 、感 染が 急激に拡 大し、確保で きる病床や 宿泊療養施 設

こ とを期待し ておりま す。

い ては 、新型 コロ ナウ イルス 感染症との戦 いが長期化 する中、ワ クチン

を上 回る 感染 者が生 じる ような万 一の場合に 備え、自宅 療養について 医

また、確保病床数については、感染者の発生状況に応じて六つの

接種 の進 展を 踏まえ 、日 常生活の 回復と地域 経済の再生 に向けた道筋 を
し かし ながら 、新 たな変 異株の出現 やブレイ クスルー感 染が懸念され

フェ ーズ を設定 した 「病 床・宿泊療養 施設確保 計画」を策 定し、病床 使

療関係者 との協議を始 めたところ であります 。

るこ とな どから 、行 動制 限の緩和の程 度や時期 を十分に精 査すること が

用 率などによ り、フェ ーズを切り替え て運用し ているとこ ろでありま す。

国民に示 そうとしたも のと認識し ております 。

必 要で あり ます。 また 、社会 経済活動が 広域化してい る現状を踏 まえれ

これ まで もフ ェー ズの切 替えの際は、 対策本部会 議の開催等 を通じて

次 に、 「持続 可能 な開 発目標Ｓ ＤＧｓ」と女 性の活躍推 進でござい ま

とが現実 的であると 考えており ます。

あ り、 本県で は、 既存 の医療機 関において、 更なる病床 確保を進め るこ

な お、 臨時 の医 療施設 の設置に ついては、 医療人材の 確保等の課 題が

ります 。

機 感を 共有で きる よう 、今後も 必要な情報 を分かりや すく提供し てまい

周知 に努 めてい ると ころで ありますが 、県民と共通 認識を持つ ことで危

ば、緩 和条件やワ クチン接種 証明書のデ ジタル化な どの制度の枠 組みは、
国におい て統一的に 構築すべきも のと考えて おります。
制 度設 計に当 たっ ては 、地方の意見 を十分に 踏まえるこ とが重要で あ
り、 全国 知事会 にお いて 、国と地 方の協議の場 を設けると ともに、緩 和
に 必要 な国 民全 体の接 種率の 目安を示す ことなどを 求めたとこ ろであり
ます 。
今後 とも、 各地 域の 感染状況 を見極めな がら、一定 の条件を付 した上
で 、段 階的に 緩和 を行 うなど 慎重な対応を 検討するよ う、全国知 事会を

は 一定 の感染 リス クを 許容する 国情がある 一方で、我が 国では、ど ちら

なお、 制限 の緩 和に 際しては 、ウィズコロ ナの考え方 として、欧 米で

様々 な取 組が進 めら れて おりますが、 より本県 が持続可能 な発展と成 長

行政や企業、団体等において、環境配慮や社会貢献といった視点から

本県の ＳＤ Ｇｓ の現 状と今後 の取組方針で ございます が、これま でも

す。

かと 言え ば、全 ての こと にゼロリスク を求める 国民的な体 質があるこ と

を 果た すた めには 、そ うした 取組を「見 える化」しな がら、さら に加速

通じ国 に対し働き かけてまい ります。

に 十分配慮す る必要が あります。

この ため、 県で は、 事業所の 立場で、環 境保全や女性 活躍等につ いて

してい くことが必 要でありま す。

あり ます が、感 染が 拡大し ている地域 と比較して、 経済全般の 落ち込み

個 別 に 計 画 等 を 策 定 し 、 Ｃ Ｏ ２排 出 量 の 削 減 や 管 理 職 に 占 め る 女 性 の 割

また 、本 県に おい ては、第 三次産業な どが苦境に 陥っている 状況では
が 少な いこと から 、感 染の程度 と経済活動 は反比例す るという現 実も踏
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推 進してまいり ます。

合の 向上 等に努 めて いる途 上であり、 各分野の 目標達成に向け て着実に

企 業の誘致に努 めてまいり ます。

ら、 今後 も賃金 水準 が高く 、地域経済 への大き な波及効果が見 込まれる

い て、 普及 や啓 発の 観点から 、各政策と 十七の目標 との関連性 を示して

産 地と して発 展し てき たところ であり、進出 する中国木 材と既存工 場と

本 県は 、優 良な 森林 資源と優れ た技術の蓄 積を背景に 、木材総合 加工

次に、 原木の安定 供給でござい ます。

取 り組 んでま いり まし たが、よ り具体化させ るため、今 年七月にＳ ＤＧ

の共 存共 栄を図 りな がら、 林業・木材 産業の成 長産業化に つなげていく

また 、政 策を推 進す る立場 では、「第 二期あきた未 来総合戦略 」にお

ｓ推 進方 針を策 定し 、部局 長との庁内 会議にお いて、重点 的な取組事項

こ とが重要と 考えておりま す。

まで 総合的に取 り組んでま いります。

事者 の確保 、製 材工 場の体 質強化、木材 の需要拡大 など、川上 から川下

この ため 、県 としま しては 、原木の安 定供給や再 造林の拡大 、林業従

と して 、「多 様性 に満 ちた社 会づくり」、 「女性活躍 の推進」、 「脱炭
素社 会の 実現 への貢 献と 経済活性 化」を掲げ 、ＳＤＧｓ のゴールと結 び
つけなが ら、関連政策 を展開する ことにして おります。
さ らに 、多岐 にわ たる目 標の達成に 向けては 、より広範 で多様な主体
Ｇ ｓパ ート ナー登 録制 度」を 創設したと ころであり、 併せて、セ ミナー

導入 を支 援す るな ど、 原木の生産 流通体制を 強化するこ とにしてお りま

林 内路 網の 整備を 推進 すると ともに、高 性能林業機械 やトレーラ ー等の

中でも 、原木の安定 供給につい ては、増加 する需要に 対応できるよ う、

の開 催な ど啓 発を 強化 することに より、経済 、社会、環 境の三つの 側面

す。

の参 画が 不可欠 であ るこ とから、今般 、企業や 市町村等を 対象に「Ｓ Ｄ

にお ける 各主体 の取 組を拡 大するとと もに「見える 化」しなが ら、官民

めら れて おり、 林業 経営 体と製材 工場がスムー ズにマッチ ングできる よ

ま た、 林業・ 木材 産業 団体において 、安定的 な取引に関 する協議が 進

次に、 林業・木材 産業の成長産 業化でござ います。

う 、木 材ク ラウ ドの機 能の充 実など、需 要に的確に 応える体制 づくりを

一体 となって持 続可能な秋 田の創生を 図ってま いります。
は じめに、中 国木材の進 出による地 域経済への波 及効果でご ざいます 。

再造 林でご ざい ます が、本県 の林業・木 材産業の成 長産業化を 軌道に

サポ ートしてま いります。

ルの 原木 を使用 する 予定で あり、これ まで原木 のまま出荷 されていた県

乗 せて いくた めに は、 双方が さらに競争力 を高めてい く必要があ り、特

中 国木 材は、 操業 後、段 階的に生産 を拡大し、年 間二十万立 方メート
産 材を 製材・ 加工 して 販売す ることで、県 内の付加価 値生産額が 高まる

に、 資源 が利 用期を 迎え ている中 にあっては 、再造林のコ スト低減が 重

感 に配 慮しつ つ、 低コ スト施業 を実践でき る林業経営 体に造林地 を集積

加え 、十 年程度 の適 切な保 育管理が重 要であること から、所有 者の負担

今後 、次 代の 資源 を着実に 造成してい くためには 、伐採後の 再造林に

げ も含めると 、東北の 他県と比べても 遜色ない ものと認識 しておりま す。

森林 所有 者の負 担率 は、 三二％から二 四％に圧 縮され、市 町村のかさ 上

この ため、令和 元年度から 低コスト造林 を支援して いるところ であり、

要であると考 えており ます。

ものと 考えており ます。
また、 同社 は地 域経 済への貢 献を意識し、 工場で使用 する備品や 消耗
品 、従 業員の 作業 着等 は、能代 市内や県内 から調達する ことにして いま
す。
さ らに 、同 社が本 県に 進出する 際、本社と 同等の待遇を 申し入れた と
ころ 、本 社と 同じ 基本給 とするこ とや、将来 的には地元 採用者を工 場長
などの幹 部職に登用 する方針であ ると伺って おります。
こ のよ うな企 業の 進出は 、地域や業 界の賃金 の向上につ ながること か
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していく 新たな仕組 みについて、 業界団体と 協議してま いります。
私 からは以上で ございます 。
私か らは、女性 活躍推進に ついてお答 えいたし

【理事（ 陶山さなえ 君）登壇】
● 理事 （陶 山さな え君 ）
ます 。
七月 に就任 して 以来 、県内の 経済団体・ 企業・県民 の皆様と女 性活躍

で、皆様 の御支援を 賜りたく、よ ろしくお願 い申し上げ ます。
私 からは以上で ございます 。

私からは、あきた結婚支援セン

【あきた 未来創造部 長（小野正則 君）登壇】

●あきた未来創造部長（小野正則君）

ター のＡＩマッ チングシステ ムについて お答えいた します。

出生 数の増 加の ため には、ま ずは婚姻数 を増やすこ とが重要で あるこ

を導 入し 、機 能と利 便性 の向上を 図ったとこ ろ、昨年度 のシステムに よ

と から 、あき た結 婚支 援セン ターでは、Ａ Ｉによるマ ッチングシ ステム

秋田 県の 女性 は真面 目で勤 勉であり、 すばらしい 資質をたく さん持っ

る相 談件数 が一 万件 を超え たほか、交際 に至った割 合は、旧シ ステムの

推 進について 意見交換をさ せていただ きました 。
てい る一方 で、 自己 評価が 低く、謙虚す ぎる印象が あり、とて も「もっ

約二 倍になって おります。

ラ イン を活 用した 出会 いの機 会を提供し ているほか、 入会時の面 談等も

また 、コロ ナ禍 によ り、対 面のイベント が減少して いる中でも 、オン

た いな い」と 感じ てお り、的確 なサポート さえあれば 、本県の女性 活躍
は確実 に推進すると 確信してお ります。
こ のた め、 こうし た「 もったい なさ」を「 秋田のパワー 」に変える べ

今後 は、商 工団 体等 と連携し 、こうした センターの取 組について 、企

オンラ インで可能 となり、更 なる利便性 の向上を図 っております 。

一つ 目は、 女性 の意 識改革で す。女性の 相互研さんの 場として、 ウェ

業 を通 じて独 身従 業員 に対して 情報提供を 行うととも に、広報紙 やウェ

く、今 後、三つの 柱で女性の 活躍を推進 してまいり たいと存じま す。
ブ を活 用した ラウ ンド テーブル の定期開催 やネットワ ークづくり に取り

ブサ イト 等の様 々な 媒体 を通じて 、成婚された 方の声を紹 介するなど 、

●健 康福 祉部 長（佐 々木 薫君）

私からは、 コロナ禍にお ける医療提 供体

【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。

り につなげて まいります。

り、 成婚 者数の 増加 を図り 、子供を産 み、育て る希望がか なう社会づく

独 身者 が参加 しや すい 出会いの 機会の創出や 、きめ細か なサポート によ

効 果的 なＰ Ｒを 実施す ること により、会 員数の増加 に結びつけ るほか、

組みま す。
二 つ目 は、 企業 経営者 の皆様の 理解促進で す。好事例 の横展開や 、若
年女 性の意見・ 動向の提供に 取り組みま す。
三つ目は、既存施策の周知徹底と、男女共同参画センターなどのサ
ポ ート 拠点や あき たＦ ・Ｆ推 進等の秋田な らではのリ ソースの活 用促進
です。
これら の取 組に つい て、民間 や県民の方々 を巻き込ん で官民協働 で進
めて まいりたい と存じます 。

本 県で は、 医師や 看護 職員の確 保が大きな 課題となって おりますが 、

制の現状 等について お答えいた します。

ル ・ア ンド ・エラ ーを 繰り返 しながら取 り組み、その 結果をもと に、来

感染 拡大 が長 期化 する中 、医療従 事者の献身 的な御努力 や、医師会 及び

今年度は、秋田県の文化・歴史、育まれた環境等を踏まえトライア
年度 は実 効性 があ り、か つ継続的 な取組にな るような仕 組みを構築 する

看護 協会 等の御 協力 により 、確保病床 の運用や宿泊 療養施設の 運営が可

能と なっている ところであ ります。

までやり 遂げたいと 考えておりま す。
女 性の 活躍推 進は 、本県 の様々な課 題解決の 糸口になる と思います の
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本県 におけ る死 亡者 は、これ まで二十六 名でありま すが、その八 割以

●十三 番（ 鈴木真 実議 員）

先ほど、国 が示して おります行動制 限の緩和

施 策に ついて 御回 答い ただきま した。その 中で、国の ほうで整備 も整え

事 会と して も要 望し ていくと いう話があ りましたが 、新聞でも 慎重論が

上 は基 礎疾患 を有 する 六十五歳 以上の方で 、多くは感 染が判明す る前よ
い わゆ る第 五波 にお いては、感 染者の中で ワクチン接 種が進む高 齢者

非 常に 強かっ たの を見 ておりま す。その中で 、山梨県で 一歩踏み込 んだ

るよ うに 、それ から 、今 後も実施 できるような 形を、いろ いろと全国 知

の 割合 は大き く減 少し ている状 況にあること から、発症 や重症化の 予防

よう なお 話があ りま すが、 何か秋田県 において も、そうい う今後の在り

り、入 院または高 齢者施設に入 所されてい た方々であ りました。

のた めに も、ワ クチ ン接種 を今後も広 く推進し ていくこと が重要である

方 みた いなも のを 検討 してほ しいのですが 、その点に つきまして はいか
がでし ょうか。

と 考えており ます。
私から は以上であ ります。

山梨県に おいて、例 えば認証制 度は山梨県知 事が

【知事（佐 竹敬久君）】
●知 事（ 佐竹 敬久君 ）

全 国で 何と かやっ てく れと。 ただ、それ でも感染が出 ているので す。認

私からは、 林業の人材 確保について お答

【農林水産 部長（佐藤幸 盛君）登壇 】
●農 林水 産部 長（佐 藤幸 盛君）

林 業大 学校 では、 高性 能林業機 械の操作実 習など、現場 で即戦力と な

証店 でも 感染 が出 ます 。要するに 、様々な例 があります が、相当広 域的

やっ たの ですが 、あ れを 総理が聞いて 、部下に 指示をして 、そのよう に

る技 術の 習得 に力 を入 れてきてお り、これま で八十名の 人材を輩出 し、

に人が動きますので、一軒だけやっても、人流が拡大したときの共通

えいた します。

就業先か ら高い評価 を得ておりま す。

し てい ると ころ であり 、今後 とも、技術 革新やマー ケットの変 化などに

し、 伐採 から搬 出ま での 施業プラ ンの作成など 、マネジメ ント力を養 成

項 でや ってい かな いと 、旅行者 を受け入れる ことはでき ないです。 まず

い ろい ろな 面で アイデ アマン ですが、や はり全国的 に知事会で 相当共通

も、こ れ受ける端 末が県内だけ だと意味が ないです。 山梨県知事 さんは、

ル ール がない と、 そう 簡単には いかない。 また、例え ばデータの 証明で

対 応し つつ、 現場 が求 める高い スキルを持っ た人材の育 成に努めて まい

は、やはり段階的に、状況を見ながら、また、今、例のコロンビアの

今 年度 は、森 林組 合等 からのニーズ を踏まえ 、森林管理 コースを新 設

ります。

とにな る。そうい うところも しっかり見な ければ、な かなかそう 簡単に、

ミ ュー 株が二 件入 って います 。これがもし 拡大すると 、とんでも ないこ

場作 業の 増大 に対応 して いくため には、多様 なルートから の就業者の 確

希望的 には いい ので すが、 そこは慎重に やはりエビ デンス、心 情論でな

一 方、 新規従 事者 のう ち、林業 大学校の修了 生は一割程 度であり、 現
保が必 要で ある こと から、 林業労働力の 確保に関す る業務を行 っている

く て、 サイエ ンス をし っかり見 極めながら やっていくこ とが必要と 思っ
ています 。

欧 米において は、この取組 が非常に進 んでい

団 体に 対し、 無料 職業 紹介所の 開設を支援 しているとこ ろでありま す。
紹介 所にお いて は、 林業経 営体に精通す るスタッフ が求職者の 掘り起

● 十三 番（ 鈴木真 実議 員）

るとい うことが様 々流れてお りますが、 日本でもサイ エンスを踏 まえて、

こ しを 行う ととも に、 個別の 相談に応じ ながら、林業 経営体での 体験研
修や 就業 先の あっ せんを 行うこと にしており 、県としま しても、一 人で

一番 のリ スクの 部分 も考え ながら前に 進んでいって いただきた い、早急

に 進め ていっ てい ただ きたいと 思います。 ありがとう ございます 。以上

も多くの 人材を確保 できるようサ ポートして まいります 。
以上 でございま す。
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です。
●議 長（柴田正敏 議員）

十 三番鈴木議 員の質問 は終わりました 。

暫時休 憩いたしま す。再開は十 一時二十分 といたしま す。
午前 十時五十九 分休憩
午前十一時 二十分再開
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休憩 前に同じ

休憩前に引き 続き会議 を開きます 。

地 方自治法第百二 十一条に よる出席者

●議 長（柴田正 敏議員）

日程 第一 、一 般質 問を継続 いたします 。十一番吉 方議員の発 言を許し
ます。

会派み らいの吉方清 彦です。一 般質問の機 会

【十一 番（吉方 清彦議員） 登壇】（拍 手）
●十 一番 （吉方 清彦 議員 ）

を いた だき まし たこと に感謝 申し上げる とともに、 本日傍聴にお 越しい

ただ きました皆様 に心よりお 礼申し上げ ます。

それでは、 質問に入 らせていた だきます。

は じめ に、盛 土造 成地 に関する 規制、点検等 と所有者等 不明土地問 題
につい てお伺いし ます。

まず、規制の 考え方につ いてお伺い します。

七 月三 日の静 岡県 熱海市 伊豆山地区 における 大規模土石流災 害は、八

月末 時点 で死者 二十 五名、 行方不明者 二名、百 三十を超え る家屋の損 壊

と いう 甚大 な被害 をも たらし ました。こ の災害は過去 に例のない 豪雨に

加え 、盛 土を 行っ た不動 産会社が 届出の一・ 五倍にもな る大量の盛土 を

した こと、 盛土 の中 に産業 廃棄物を混 入させたこと 、設置すべ き排水設

備 の不 備があ った こと など、単 なる天災で はなく、人 的災害の要素 が大

きい と考 えられ ます 。さ らに、実 際の造成を行 った会社が 既に清算さ れ

て いて 存在 しな いこと 、許可 を出す行政 の指導権限 が曖昧である ことな

ど、 責任の所在が 不明確な点 が問題をよ り複雑にし ております。

現在 、建設 残土 につ いての全 国統一の基 準、規制は なく、地方自 治体

独 自の 条例に より 厳格 な対策を 行おうとし ても、地方 自治法上、 罰則は

「懲 役二 年以 下、罰 金百 万円以下 」と抑止力 は大変限られ たものであ り
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有者 の適 切な管 理が 必要 と考えま すが、今後ど のように対 応していく べ

排 出さ れる残 土の 処理 に不可欠 なものであ り、厳格な 規制とその 後の所

ます 。し かしな がら 、盛土 は宅地造成 のみなら ず、公共事業等 で大量に

通常 であ れば、 開発 終了 後、市に 所有権が移転 され管理さ れますが、 な

す 。現 在数軒 の住 宅が 建ってお ります。造 成時に道路 もつくって おり、

地で あり 、起伏 の多 い場所 で、沢に面 している 一画を盛土した 造成地で

に 解散 した不 動産 会社 のままで す。開発当時 は適正に管 理されてい たと

ぜ か所 有権 移転 が行 われず、 道路の所有 ・管理権は 現在でも登 記上は既

次に 、点検と調 査についてお 伺いします 。

思い ます が、開 発後 四十年 以上がたち 、造成し た端の法面 は雨水により

き か、知事の 御所見を お伺いしま す。
国は 、「大 規模 盛土 造成地」 の調査を平 成十八年度 から行って おりま

入れ られず 、が けが 崩落し かかっていて も使用者の 責任で管理 していく

削 られ 、アス ファ ルト 道とフ ェンスは傾き 、崩落の危 険性が高く なって

熱海 の土石 流災 害は ハザード マップで危険 地域に指定 されていた こと

し かな い」と の答 弁が 文書にて されました 。がけの法 面補修のよう な大

す 。令 和二年 九月 時点 で、全 国の市町村全 てにおいて 調査が完了 されて

も あり 、この たび 全国 で総点検 を実施する との方針が 示されました 。本

規模 な工 事は、 当然 一般 家庭ではでき ません。 家が崩落し たら火災保 険

おり ます 。市 に相談 した ところ、 「年数がた っており所 有権移転は受 け

県で も緊 急の盛 土の 点検 が行われ、林 地開発の 盛土三十八 か所に異常 は

を 使う しか ないの です が、そ もそもその ような場所に 立地してい る住宅

おり、 結果は各市 町村のウェ ブサイトで確 認できます 。

な いとの報告 がありま した。

地 開発 地で異 常が なか ったこと は安心でき ます。しか し、国でも 盛土の

あっ たた め、ず さん な残土 処理がされ たと考えられ ますので、 本県の林

と思 われ ます。 小規 模な 盛土の点 検の際に、対 策が必要な 箇所につい て

ら ず、 手をつ けら れな い状態に されている 例は、ほか にもたくさ んある

この ように 深刻 な生 命・財産 の損失の危 機に直面して いるにもか かわ

の火災 保険を保険 会社が契約 してくれる かも疑問で す。

全容 は把 握しき れて おら ず、佐竹 知事も七月十 九日の定例 会見で、「 古

も 把握 し、 行政 の責務 として 対応しなけ ればならな いと考えま すが、い

熱海 の災 害の 場合 、宅地 造成ではなく 、より規制 の少ない林 地開発で

い 時代 の盛 土や 小規模 な場所 も振興局や 市町村と連 携して点検 する」と

かが でしょうか 。知事にお伺 いします。

現 在、 全国的 に所 有者 不明土地 ・管理不全土 地が問題と なっており ま

次に、所有 者等不明 土地問題に ついてお伺い します。

表明 されました 。
そこ でお聞 きし たい のですが 、小規模の 古い造成地 には明らか に危険
だ と思 われる 場所 も現 存して おります。急 を要すると 考えられる 点検は

防災上 も大 変大 きな 支障と なっておりま す。この点 に関しまし ては、本

す。こ れは、ごみ 屋敷問題や 街の再開発を 難しくして いるだけで はなく、

また、 平成 九年 の廃 棄物処理 法改正以前の 規制が弱か った時代に 、産

年 六月 の県議 会事 務局 政務調査 課による「 政務調査レポ ート七十三 号」

いつ頃 までを目安 に行うので しょうか。
業 廃棄 物やご みが 埋め られた造 成地が存在 すると全国的 に言われて おり

内の 「所 有者不 明土 地対 策に関する資 料」でも 詳しく紹介 されており ま

の必要 性がなく権 利意識が薄 れているこ となどが原因 とされてい ますが、

ます が、 それを 調査 し公 表するべきと 考えます が、いかが でしょうか 。
挙げ させ てい ただ きます 。能代市 に、昭和五 十三年に県 から開発許 可を

その ほか に相続 によ って土 地の工作物 の損害賠償責 任を負う可 能性もあ

す 。所 有者 が亡く なっ た後、 登記は義務 ではなく任意 であること 、土地

受け 、不 動産会 社が 造成し た住宅地が あります。こ こは県によ る「土砂

るこ とが原因の 一つである と思います 。

危 険だ と思 われる 場所 の例とし て、私が本 年五月に受け た相談事案 を

災 害特 別警戒 区域 」い わゆるレ ッドゾーン に指定され ている場所 の隣接
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れ に伴 い「土 地基 本方 針」が出 され、「所有 者不明土地 特措法」の 適時

る と思 いま す。 しか し、翌令 和二年には 「土地基本 法」が改正 され、そ

もっ とも 目標が 十年 間で 百件です ので、現状で は大規模な 案件に限ら れ

中 では、知事が 所有者不明 土地の利用 権を設定 できることとな りました 。

令和 元年六 月よ り「 所有者不 明土地特措 法」が施行 されました。 この

カ スタ マーハ ラス メン トを条例 の中で具体的 にどのよう に位置づけ 、行

タ マーハラス メントも 含めていく 」との発言 をされたと聞 いておりま す。

別解 消を 目的と した 「多 様性に満 ちた社会づく り基本条例 」の中にカ ス

要 性が 訴えら れま した 。その際 知事は、「 来年二月議 会に提出予 定の差

ム等 のカ スタマ ーハ ラスメ ントの実態 調査と啓 発活動や消費者 教育の必

次 に、消費者 教育について お伺いしま す。

動に移し ていくおつ もりでしょ うか。知事 の考えをお伺 いします。

く こと が明示 され てお ります 。そういった 観点からも 、地方公共 団体こ

本県 では 昨年 、「第 二次秋 田県消費者 教育推進計 画」が策定 されまし

見直 しな どを行 い、 今後、 所有者不明 ・管理不 全の土地対 策を進めてい
そが 、よ り一 層国土 保全 を率先し て行い、自 然災害から 住民を守る最 前
今 まで は造成 地に 関して 、許認可だ けでよか ったかもし れませんが、

基本 法」 成立を 受け てつ くられており ます。こ の消費者基 本法では、 消

教 育の 推進に 開す る法 律」です 。この推進 法は、平成 十六年の「消 費者

た。 この計 画の 基盤 となる ものは、平成 二十四年に 施行された 「消費者

今後 は県 民の生 命財 産を 守っていくた めに、積 極的に所有 者不明・管 理

費 者を 「保 護され る対 象では なく、権利 の主体である 」と考え、 消費者

線に立つ 主体者でなく てはならな いと考えま す。

者 不明 の土 地対策 を進 めるべ きと考えま すが、国の方 針も踏まえ 、今後

政策 の基 本と して 「消 費者の権利 の尊重」と 「消費者の 自立の支援 」を

規定 して います 。推 進法は 消費者基本 法の趣旨を踏 まえ、消費 者教育の

の対策 について、 知事にお伺 いします。
次に、新し い消費者 問題への対応に ついてお 伺いします 。

目 的を 「消費 者の 情報 の質・量 及び交渉力 の格差によ る消費者被 害の防

止」 、「 消費者 が自 主的 ・合理的 に行動できる ような自立 の支援」と し

ま ず、 カスタ マー ハラ スメントに対 する条例 対応につい てお伺いし ま
す。

て おり、消費 者教育を 受けること は消費者の権 利であると しておりま す。

学 校教 育の場 では 三十年 以上前から 既に消費者教 育が行われ ておりま

昨 今、 「カ スタ マーハ ラスメン ト」と呼ば れる、消費 者による嫌 がら
せ と捉 えられ る、 一般 常識を超 えた不当要求 が問題にな っておりま す。

すが 、推 進法の 施行 に伴い 、より一層 の取組が 求められて おります。ま

また、 注目 すべ き点 として、 推進法では「 消費者市民 社会」の形 成と

長引 くコ ロナ禍 のも と、日 本の社会維 持に欠か せない、い わゆる「エッ

レーム 等の カス タマ ーハラ スメントの相 談が労働団 体に多く寄 せられて

い う概 念が盛 り込 まれ ておりま す。これは 、地球温暖化 などの環境 問題

た 、地 域、家 庭、 職域 など様 々な場所での 消費生活に 関する教育 を充実

お りま す。企 業に とっ ては、悪 質クレーム 等がある現場 は労働者に 忌避

や食 品廃 棄の問 題な どは 産業活動のみ ならず消 費活動が大 きく関わっ て

セ ンシ ャルワ ーカ ー」 、これ には医療・介 護従事者の みならず、 流通・

され るこ とから 人手 不足 を招く可能性 がありま す。また、 「労働施策 総

い ると いう 考えの もと 、「消 費者が自ら の消費生活に 関する行動 が社会

させる こととなっ ております 。

合 推進 法」 では、 事業 主は、 雇用管理上 の取組をする ことが望ま しいと

に影 響を 与え ると 自覚し 、公正で 持続可能な 社会の形成 に積極的に 参画

サービス業者も含まれると考えられますが、この方々に対する悪質ク

され てお り、 対応 コスト の増大な ど企業利益 を損なうこ とにつなが りま

する」と いう考え方 です。平成二 十四年に出 されたこの 考え方は、 現在、

ＳＤ Ｇｓの理念 と合致し、 広く普及し 始めておりま す。

す。
こ のよ うな背 景の もと、 先般知事に 対して労 働団体より 、悪質クレ ー
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し ており、それ を受けて昨 年、本県は 第二次の 推進計画を策定 しました 。

社会 情勢の 大き な変 化の中で 、国は消費 者教育推進 の方針を一部 変更

な 買い だめを しな いな ど「消費 者としての ルール」を 啓発すべき と考え

進計 画の 実践に おい ては、 カスタマー ハラスメ ントのみならず 、不必要

次 に、ＱＯＬ 向上のため の透析治療 について お伺いします。

ますが 、いかがで しょうか。知 事の御所見 をお伺いし ます。

成 年年 齢の 十八 歳へ の引下げ 、高齢化の 進行、ＳＤ Ｇｓにうた われる公

まず 、腎疾患死 亡率が高い要 因について お伺いしま す。

改定 のも ととな る社 会情 勢の変化 として、「高 度情報通信 社会の進展 、
正で 持続可能な 社会を目指し た消費行動 の促進」が 挙げられて おります。

大 きな 疾患を 持っ た患 者が自 分らしく生き るという点 で、昨今と ても重

生活 の質と 訳さ れる ＱＯＬ、 クオリティ ・オブ・ラ イフの向上 とは、

ロ ナ禍の視点 が入っており ません。コ ロナ禍と いう社会の 大転換により 、

要視さ れている考 え方です。

しか し、社 会情 勢の 変化には 、現在、社 会を大きく 揺るがして いるコ
今ま で前 例踏 襲でや るこ とが当然 だったこと が変わって きております 。

動が 集団 主義か ら個 人主 義に大きく変 化してお ります。カ スタマーハ ラ

コ ロナ 禍が収 まっ ても 以前のよ うには復活 しないと思 われます。消 費行

男 性が 七位 、女性 が八 位と上 位です。県 医師会の情報 誌によると 、人工

平成 二十 七年の 調査 によ ると、本県の 腎不全の 死亡率は、 都道府県別 で

て おり 、腎臓 移植 にお いては全 国でも有数 の実績を上 げておられま す。

現在 、秋田 大学 附属 病院内に 「腎疾患先端 医療センタ ー」が開設 され

ス メン トと いう問 題も 単に嫌 がらせの問 題ではなく、 集団から個 人への

透析 を受 けて いる 患者 の数は人口 比で全国最 小であり、 一位の熊本 県の

例えば、 忘年会や接待 、社員旅行 といった懇 親のための 会や冠婚葬祭 は、

大き な変 化の 一端 であ り、新しい 消費者問題 と考えられ ます。また 、昨

約半数と なっており ます。

な分 析をされて いますでしょ うか、知事 の御所見を お伺いしま す。

で はな いか と懸 念され ます。 腎疾患の死 亡率が高い 点に関して どのよう

透析 では ないに せよ 、必 要な患者 が透析治療を 受けづらい 状況もある の

透 析が 少ない のは よい ことであると の考え方 の一方、腎 疾患イコー ル

今問 題と なって いる ＳＮＳ など、イン ターネット上 の匿名性を 利用した
誹 謗中 傷など の問 題も 差別意識 に加えて消 費者側の倫 理観の欠如 から来
るもの であると思 います。
こ うい った 新し く大き な変化に ついて、消 費者教育を しっかりと 行っ
てい くべきと考 えますが、い かがでしょ うか。

次に、在宅 透析につ いてお伺い します。

人 工透 析には 血液 透析 と腹膜透 析の二種類が あります。 腹膜透析は 可

また 、推進 計画 の中 では、目 指す消費者 像として自 ら考え自ら 行動す
る 「自 立した 消費 者」 である ことを挙げて おります。 そして社会 の一員

能な 年数 も短 く、血 液透 析の代替 的な扱いと 聞いておりま すので、こ の

通 常の 透析の 場合 、週に 三回ないし 四回、四 時間から六時間 かけて病

とし て「 より よい市 場と 社会の発 展のために 積極的に関与 すること」 と
として優良であること」も求められると考えられ、カスタマーハラス

院で 行い ます。 夜間 透析 を行う病院は 少なく、 現に能代市 から秋田市 ま

場では血液透 析のお話 をさせてい ただきます 。

メントが起こらないような消費者教育が必要と考えますが、いかがで

で 通っ て夜 間透析 を行 ってい る方もいま す。このこと が通常の就 労や日

消費者 市民 社会 の形 成の重 要さを説いて おります。 この中には 「消費者

し ょうか。

時間 なほ ど効果 が高 いとさ れ、他県で は既に週五回 以上の頻回 透析と長

常生 活の 大き な障 害とな っている 面がありま す。透析は 回数が多く 、長

公共 の福 祉に反 しな いため の一定のル ールが必要で す。そのル ールがな

時間 透析の必要 性について 議論されて います。

個人の 権利の主張 と行使は最 大限擁護さ れるべきであ ると思いま すが、
け れば 社会生 活は 成り 立たない というのが 政治の基本 的出発点で す。推

- 90 -

だ少 数です。

が 、そ のう ち在 宅透 析の数は 全国で七百 二十人、本 県では二人 とまだま

者は 三十 五万人 ほど おり 、県内で も二千人ほど が透析を受 けておりま す

て 患者 自身が 行う 「在 宅血液透 析」があり ます。現在 、全国では 透析患

治療 効果を 高め 、患 者のＱＯ Ｌを向上さ せる方法と して、自宅に おい

でし ょうか。知 事にお伺いし ます。

て もこ のよ うな 部分 に手を差 し伸べる必 要があると 思いますが 、いかが

は少 なく なりま す。 これ では在宅 透析が進むは ずがありま せん。県と し

長 で行 ってい るの で、 患者は通 院と同じ負 担ですが、 医療施設側 の収入

リー ス契 約し、 それ を患者 宅に置く形 になりま す。つまり一般 診療の延

本 県は 高齢化 先進 県と して、透 析が必要な高 齢者の対応 も考えるべ き

次に、高齢 者施設に おける透析 についてお 伺いします。

析 は、 現在、 患者 のＱ ＯＬを 高める治療と 位置づけら れておりま す。在

であ ると 思い ます。 透析 患者に介 護が必要に なった場合 、現在秋田県 で

日本 で透析 が行 われ 五十年以 上が過ぎ、 当初延命措 置とされて いた透
宅透 析は 毎日 数時間 の透 析を自宅 で行う治療 ですが、そ れにより明ら か

は受け入 れられる施設 が極端に少 ないと聞い ております 。

在 宅透 析は個 人を 前提と しているた め、高齢 者施設に設 置し複数人で

な体 調の改 善と 就労 を含め た健常者並み の日常生活 を送ること ができま
す 。患 者は一 定の 研修 を受けた 後、自宅に 透析機械を 設置し、自分 で注

動 が比 較的 簡単と 考え られま すが、そう でない場合は 通院に大変 な労力

使う こと は現在 認め られ ておりません 。病院が 併設されて いる施設は 移

問 題点 とし ては、 針を 刺すこと は医療行為 であるため家 族には認め ら

がか かる とと もに 、透 析患者を受 け入れる施 設を探すの が困難とな って

射の針 を刺す「穿刺 」行為を行 い、通院は 月に一、二 回で済みます 。
れな いこ と、 住宅 にス ペースが必 要であるこ と、医療費 の負担、そ して

しま いま す。医 師の 確保や 訪問看護ス テーションと の連携など も必要と

は 思い ますが 、施 設に 隣接して 医療機関の 分院や診療 所を置くな ど、高

総合的に 管理をして くれる病院が 少ないこと があります 。
一 番の 問題点 は管 理病 院の不足です 。管理病 院とは、在 宅透析の管 理

齢者 施設 の入所 者が 安心 して透析 を受けられる 環境づくり が必要と思 い

次 に、 木材の 永続 的供給 のために必 要な施策につ いてお伺い します。

に加 えて 、患者 の具 合が 悪くなっ た場合に入院 治療を行う 施設です。 現
透析 管理を行っ ております。 病院であれ ば入院もで き問題ない のですが、

本年 の六月 議会 の総 括審査に おいてもお 聞きしまし たが、更な る説明

ま すが、知事 の御所見 をお伺いし ます。

診療 所の 場合は 総合 病院と の連携が不 可欠とな ります。例 えば、秋田市

を いただきた い部分並びに 関連した項 目につい て改めて質 問いたします 。

在 、秋 田県 では 大仙市 と秋田 市の診療所 の二施設が それぞれ一 名の在宅

の 診療 所の場 合は 、秋 田大学 附属病院と連 携してその 機能を果た してお

『「 誰一 人取り 残さ ない 」持続可能で 多様性と 包括性のあ る社会』の 実

きるようにするのは、昨今世界的テーマであるＳＤＧｓの第一の理念

透析患 者の ＱＯ Ｌを 向上し、 社会生活を健 常者と同じ く送ること がで

材 会社 「中 国木材 」が 能代市 に進出する ことが計画さ れており、 去る七

いる と聞 いてお りま す。 これに加えて 、本県で は数年後に 日本最大の 木

足 及び 価格の 急騰 が起 こってお り、国産材 の生産はフル 操業で対応 して

現在、 海外 の旺 盛な 需要によ る「ウッドシ ョック」と 呼ばれる木 材不

まず、 今後の木材 需要と供給 についてお伺 いします。

現 その もの であり ます 。その ためには総 合病院だけで はなく、診 療所に

月に 行わ れた 会社 側から の説明会 において、 年間二十万 立米規模の 原木

ります 。

おい ても 管理 機能 を有す るように し、在宅透 析を進めて いくべきで ある

消費 を計 画して いる との報 告があった ところです。 令和元年に おける県

内 の燃 料用を 除く 素材 生産量は 約百三十万 立米であり 、これに中 国木材

と考えま す。
し かし 、現実 は経 営上の 問題があり ます。透 析機械は医 療施設が直 接
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本県 では 、昭和 四十 年代の 一万ヘクタ ール造林運動 のおかげも あり、

三 五％ とな りま す。 結果とし て、再造林 率は三三％ 前後とかな り上がる

回っ てい るとは いえ 、本 年の計画 がそのまま実 現すれば、 前年実績比 一

績が 落ち ました 。最 終年で ある本年は 、目標五 百八ヘクタール に対して

ス ギ人 工林 面積 は日 本一を誇 り、国有林 民有林を合 わせた森林 の成長量

こ とに なりま すが 、現 状の見込 みで計画どお りの再造林 は実現され るで

の二 十万 立米を 合わ せると 、合計百五 十万立米 の需要が将来的 には見込

は 年間 約二百 七十 万立 米であり 、今のところ 成長の範囲 内で原木供 給が

しょ うか 。また 、こ のぺー スは維持さ れていく のでしょう か。宮崎県は

計画では四百四十九ヘクタールとなっております。計画が目標より下

でき る見 込みと なっ ていま す。このこ とは、総 括審査の際 に説明のあっ

再 造林 率が七 割を 超え ており ます。その差 はどこにあ ると考えて おられ

ま れることとな ります。

た 「資源の保 続」という観 点にも一致 すると考 えます。

てい るこ とから 、原 木需 給のひっ迫や 資源の枯 渇が懸念さ れていると こ

が 減少 してい くも のと 考えます 。加えて、 更なる需要 の増加が見込 まれ

年以 下の民 有林 の面 積が少 ない状況にあ ることから 、将来的に は資源量

億 一千 万円 を計上 して おりま す。こうい った予算措置 は本県でも 素材生

所有 者負 担がゼ ロの 施策 を行っており ます。二 〇一八年度 予算では、 五

な りま すが、 茨城 県な どでは県 の補助によ って下刈り ・間伐まで含 めて

再造 林には 補助 金が 三分の二 出ます。それ でも三分の 一は自己資 金と

ますで しょうか。

ろ です 。ま た、杉 人工 林面積 の割合は平 成二十八年度 末で、国有 林が約

産団 体な どか ら要 望が 出ておりま すが、この 点に関して はいかがお 考え

しか し、 木材 価格の 下落等 によりその 後の再造林 は低迷し、 特に三十

三五 ％、 民有 林が 約六 五％ですが 、民有林の 減少率が国 有林の減少 率を

ま た、 総括審 査で は、 昨年度より再 造林後の 「骨太の対 策」を考え て

でしょう か。

そ こで 、本県 の素 材生 産量は十年後 、二十年 後、三十年 後どの程度 な

いる とさ れてお りま した が、どの ようなもので しょうか。 知事の御所 見

上回った 場合、国有 林の比率が高 まることと なります。
のか 、ま た、素 材生 産量 は今後の 需要に足りる のか、国有 林の比率が 高

を お伺いしま す。

立木 価格が 昔よ りも 極端に安 くなった現 在、収益を 出すにはコ ストの

次に 、路網整備 についてお伺 いします。

ま るこ とが 市場 への供 給の安 定性、利便 性の面で大 きな問題を 抱えるお
それ はないのか 。知事に伺い ます。
次に、再造 林につい てお伺いし ます。

遠い 場合 は三 キロメ ート ルもフォ ワーダで運 ばなくてはな らないこと も

削 減が必要で す。コストの 大きな部分 は輸送費 です。現在 の作業道では 、

関し ては 皆伐 の二割 弱と 、しばし ば問題提起 される再造林 率の低さで す

あるそ うで す。 一方 、トラ ックで運べば 、コストを 一、二割は 確実に下

永 続的 に資源 供給 を続 けるには 再造林が不可 欠でありま す。民有林 に
が、「 第三 期ふ るさ と秋田 元気創造プラ ン」では数 値目標が掲 げられて

げら れるとされ ております 。

昨年 度の路 網整 備の うち、 作業道は達成 率一三九％ とされてお ります

お りま す。平 成二 十八 年の現状 値二百四十 ヘクタールに 対して平成 三十
年で は二 百八十 ヘク ター ル、令和三年 では五百 八ヘクター ルとの目標 が
しか し実 績を 見る と、初年 度は目標値 達成どころ か基準年で ある平成

標値 の九 〇％で あり 、それ をなるべく 一〇〇％に近 づけていく のが今の

せん でし ょう か。 また、 トラック で運べる林 道・林業専 用道の整備 は目

が 、ト ラッ クが入 れる くらい に拡幅する などの独自の 政策は考え られま

二十 八年 を下回 る二 百二十 六ヘクター ルでした。令 和元年の実 績は目標

段 階と されて おり まし たが、整 備計画の前 倒しなど一 歩進んだ政 策は出

掲 げられてお ります。

値 を超 えまし たが 、令 和二年は 目標達成で きないばか りか前年よ りも実
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ま す。 今こ そ様 々な 課題の克 服、将来へ の投資を行 わなければ いつそれ

産材 への シフト 、大 型製 材工場の 進出によって にわかに活 気づいてお り

長 らく 低迷を 続け た木 材産業は今、 世界的需 要の増大と それに伴う 国

今 後、 国にお ける 新たな 法整備の動 向も注視しな がら、小規 模な盛土

な どを実施し 、十一月 頃までに結 果を取りま とめる予定に しておりま す。

出し たと ころで あり 、法 面や排水 設備の健全性 等を確認す るための調 査

や 、国 から提 供の あっ た地図デ ータ等を参 考にしなが ら、点検箇 所を抽

国的 な総 点検の 中で 調査範 囲を広げ、 土地利用 に伴う許可・届 出の資料

が でき るとい うの でし ょうか。 現在県の製造 品出荷額の 五・五％を 占め

を含 め、 災害の 危険 性があ る場合には 、各法令 に基づく是 正措置が講じ

せないも のでしょう か。知事にお 伺いします 。

る木 材製 品の比 率を 大きく 引き上げ、 永続的な 秋田県の主 力産業に育て

ら れるよう、 市町村と連携 した取組を 進めてま いります。

人口 減少 社会 に対 応した 土地政策の総 合的な推進 を図るため 、土地基

次 に、所有者 等の不明土 地問題でござ います。

してま いります。

今 後、 不適正 な事 案が 確認され た場合は、 関係法令に 基づき適切に 対応

により生 活環境の保全 上支障が生 じている事 例は把握し ておりません が、

なお 、現 時点 では、 県内の 造成地で、 産業廃棄物 等が埋めら れたこと

上 げら れるチ ャン スは 今なの であり、行政 の手腕が問 われるとき であり
ます。

県当局 の答弁を求 めます。

以上 、私の 質問 を終 わります 。御清聴あり がとうござ いました。 （拍
手）
●議長（ 柴田正敏議員 ）
【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】
吉方議 員の一般質 問にお答え 申し上げます 。

本法 に基 づく土 地基 本方針 において、 国による所有 者不明土地 対策や管

●知事（ 佐竹敬久君 ）
まず、盛土 造成地に 関する問題等で ございま す。

理不 全土地対策 などの具体 的な方向性 が示され ております。

近年 、土 地の管 理不 全によ り、災害も 含めた周辺地 域への影響 が深刻

規 制の 考え方 でご ざい ますが、工事 により排 出される建 設発生土を 適
正に 処理 するこ とは 、自 然環境へ の負荷の低減 や良好な生 活環境の確 保

方 公共 団体の ニー ズを 踏まえた 実効性のある 行政的措置 を可能とす る仕

化 して いる こと から、 今年五 月には、管 理不全の空 き地等につ いて、地

こ のた め、県 工事 におい ては、現場 内利用の推進 により、土 砂の発生

組み の検 討を進 める ことが 追加されて おり、今 後、その動 向を踏まえな

の ほか、防災 ・減災の 観点からも 重要であると 考えており ます。
をで きる 限り抑 制す るとと もに、他の 工事との 利用調整を 図った上で、

が ら、市町村 と連携し適切 な対応に努 めてまい ります。

多 様性 に満ち た社 会づく りのための 条例の制 定に向け、関係 団体や事

カスタマーハ ラスメント に対する条 例でござ います。

次に、 新しい消費 者問題への 対応でござい ます。

発 注者 が搬出 先を 明確 に指定 するなど、建 設発生土の 適正な処理 に努め
ており ます。
民間事 業を 含む 盛土 やその後 の適正な管理 については 、これまで も、
全 国知 事会を 通じ 、法 制化によ る全国統一 の基準・規制 を設けるよ う要

業所 から の意見 聴取 を行 っており、そ の中で、 流通・サー ビス業等に お

い て、 従業 員が消 費者 等から 、暴言や執 ようなクレー ム、不当な 要求な

望してき ており、今 後も国に対 し強く働き かけてまい ります。
次 に、点検と 調査でござ います。

こう した迷 惑行 為は 、差別と は言えない ものの、従業 員の意思を 抑圧

どの著 しい迷惑行 為を経験し ていると伺 っております 。

及ぼ すお それの ある 大規模 盛土造成地 や、林地開発 の盛土の緊 急点検を

し たり 、精神 面で 不安 を感じさ せるなど、 労働意欲の 低下を招く もので

県で は、 盛土 によ る災害を 防止するた め、土砂災 害警戒区域 に影響を
七 月に 実施し 、い ずれ も異常が ないことを 確認してお ります。ま た、全
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定す る予 定であ り、 消費 者等から の著しい迷惑 行為も、こ れらの一類 型

条 例で は、差 別や 優越 的な関係を背 景とした 不当な行為 等の禁止を 規

あり、県 民の暮らし にも悪影響を 及ぼす行為 であると認 識しており ます。

糖 尿病重症化 予防の体 制整備に取 り組んでま いります。

糖尿病 未治療者へ の受診勧奨、 症状に応じ た治療の提 供など、引 き続き、

地 域ごとに保健 師とかかり つけ医、専 門医との ネットワーク構 築による 、

この ため、 県で は、 糖尿病重 症化予防モ デルプログ ラムを作成し 、各

次に 、在宅透析 でございます 。

と 捉え 、消 費者 向け の広報・ 啓発の充実 など条例に 基づく必要 な施策を
検 討し 、県民 が安 心し て暮らす ことのできる 社会づくり に向け取り 組ん

在宅 血液透 析は 、患 者にとっ て通院の負 担を軽減で きることや 、治療

を 自身の生活 スタイルに合 わせやすい などの利 点がありま す。

でまいり ます。
次 に、消費者 教育でござい ます。

があ るほか 、自 分自 身で針 を刺さなけれ ばならない ことへの抵 抗感や透

一方 で、 透析 装置を 設置す るためには 、自宅の改 修が必要に なる場合

化によっ て生じる新た な消費者問 題に柔軟に 対応するこ とが必要であ り、

析 中の 緊急対 応へ の不 安などか ら、通院透 析に比べ普 及が進んでい ない

消費 生活 の安 全・安 心を確 保するため には、法制 度や社会の 大きな変
「 第二 次秋田 県消 費者 教育推進 計画」にお いても、社 会経済情勢を 的確

のが 実態 であり ます 。ま た、医療施設 側にとっ ては、収支 面もさるこ と

置の 整備 を支援 して おり 、在宅透 析用の装置に ついても、 本事業の活 用

療 の充 実や地 域格 差の 解消のた め、国の補 助事業を活 用して人工 腎臓装

県内 の人工 透析 患者 数が増加 傾向で推移 している中、 県では、透 析医

と認識 しておりま す。

な がら 、患 者や介 助者 への教 育訓練など 、治療の安全 確保が課題 である

に捉え た普及啓発の 推進を掲げ ております 。
今 般の コロ ナ禍に おい ては、カ スタマーハ ラスメントが 増加してい る
こと から 、「 自立 した 消費者」と して、相手 の立場を尊 重し、一方 的な
主張 や過 度な要 求を 行わな いなど、事 業者に意見を 伝える際の ポイント
につ いて啓発を 行っており ます。
計画 を実 践する 中で 、「落 ち着いた購 買行動の呼び かけ」など の啓発

が 可能になっ ておりま す。

人 工透 析患者 のＱ ＯＬ向 上に向けて は、患者団体 からの意見 も伺いな

活 動を 継続 する ととも に、県 民一人一人 が自らの消 費行動のも たらす影
響 を自 覚し、 モラ ルと マナーを 身につけた社 会の担い手 となるよう 、関

次に、 高齢者施設 における透 析でございま す。

がら 、患 者一人 一人 が希望 する治療手 法を選択 できるよう 、引き続き、

次に、 ＱＯＬ向上 のための透 析治療でござ います。

県内で 要介 護認 定を 受けてい る人工透析患 者は増加傾 向にあり、 高齢

係機 関・ 団体と 連携 し、学 校や地域な ど様々な 場において 、生涯を通じ

腎疾患 死亡 率が 高い 要因につ いて、腎疾患 の原因の多 くは、糖尿 病や

者 施設 への入 所を 希望 される方 は、今後も 増えていくも のと予想し てお

治 療環境の整 備に努めてま いります。

高 血圧 などの 生活 習慣 病であり 、本県のメ タボリックシ ンドローム 該当

ります。

た 切れ目のな い消費者教育 を推進して まいりま す。

者の 割合 が高い こと や高 齢化が腎疾患 の死亡率 にも影響し ているもの と
腎臓 の機 能が 失わ れてしま うと、回復 は難しいた め、生活習 慣病の予

負担 が大 きいこ とや 、現在 の介護報酬 体系では、そ れらの負担 が評価さ

期的 な通 院の 送迎 や病状 の管理、 食事・水分 制限への対 応など、施 設の

県 内で は、 一部の 高齢 者施設で 透析患者を 受け入れてい るものの、 定

防は もと より、 重症 化によ り透析治療 に至る前に、 適切な保健 指導や治

れて いないこと などから、 十分には広 がっていない 状況にあり ます。

推 察されます 。

療に つなげるこ とが重要で あります。
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す る医 療機関 にお いて 、医療人 材の確保の ほか多額の 初期投資が 必要に

おり 、今 後とも 、年 間八 十ヘクタ ール程度の増 加ペースを 維持してい く

木 材価 格の上 昇を 背景 に、おお むね計画ど おりに実施 されると見 込んで

価格が下 落し、採算 性が悪化した ことから伸 び悩みまし たが、今年 度は、

なる こと や、将 来に わた って十分 な患者数を確 保しながら 経営を維持 で

必 要があると 考えてお ります。

施設 の近く に医 療機 関の分院 等を設置す る方式につ きましては、 設置

き るか とい った こと などを中 心に、検討 されるべき ものと考え ておりま
この ため、 現状 では 、人工透 析を行う医 療機関が主 体となり、 医療機

と など を背景 に、 二十 年前か ら再造林対策 に取り組ん できたこと による

十年 早く 、収益 サイ クルが 短い上、通 年施業が 可能で作業 効率がよいこ

宮 崎県 の再造 林率 が高い ことについ ては、スギの 成長が本県 より約二

関 に隣 接して 高齢 者施 設を設 置する形態が 一般的であ ると認識し ており

ものと 認識してお ります。

す。

ます。

れに 伴う 施設の 負担 が介 護報酬で評価 される制 度になるよ う、国に対 し

受 入れ の促進 に向 け、 関係団体 等と意見交 換を行うと ともに、患者 受入

り 組む 林業 経営体 を支 援して おり、一定 の成果をあげ ているとこ ろであ

の考 えの もと、 業界 団体 から寄附を含 め、伐採 と植林の一 貫作業等に 取

あ りま すが、 本県 では 、まずは 再造林の低 コスト化を 図ることが重 要と

森林 所有者 の負 担軽 減につい ては、個別単 体的に直接 補助する方 法も

て 働き かけ るなど 、透 析患者 が安心して 介護を受けら れる環境づ くりに

ります 。

県としまし ては、透析患 者を受け入 れている 高齢者施設 の情報提供や 、

努めて まいります 。

森林 資源 を永続 的に 活用し ていくため には、成長量 の範囲で利 用して

今後 の木材需要 と供給でご ざいます。

優 れた エリ ート ツリー 等の新 技術の導入 など、総合 的な取組が 必要であ

する 仕組 みや、 苗木 の生 産体制の 強化、林業従 事者の確保 、初期成長 に

で きる 林業経 営体 への 森林の集 積を促進し 、長期にわ たって保育 ・管理

今後 、さら に再 造林 を拡大し ていくため には、低コス ト再造林を 実践

い くこ とが 重要 であり 、仮に 再造林率が 約三割で推 移した場合 、スギの

る こと から、 これ らシ ステマテ ィックな方策 を「骨太の 対策」とし て取

次に、木材 の永続的 供給のために必 要な施策 でございま す。

成 長量 は、三 十年 後で あっても 、丸太換算で 約百九十万 立方メート ルと

りまとめ てまいりま す。

であり 、今 後の 原木 需要の 増大に対応す るためにも 、トラック 輸送が可

林業 の収 益性 を高め ていく ためには、 輸送コスト の低減が重要 な課題

最 後に、路網 の整備でござ います。

推計 され 、中国 木材 を含め た需要量百 五十万立 方メートル は、供給でき
る 資源状況に あります。
しか しな がら 、四十 年後に は成長量で 需要を賄え なくなると予 測され
ることから、 再造林を 一層推進し ていく必要 があります 。

しか しなが ら、 その 開設に 当たっては、 地権者が多 く、施工の 同意を

能な 林道や林業 専用道の充 実を図る必要 があります 。

ほか 、法 に基づ き、 需要 に即して木材 を供給す ることにな っており、 現

得 るこ とに 時間を 要す ること から、大幅 に進捗を早め ることは難 しい状

ま た、 国有林 につ いては 、素材生産 量に占め る割合が三割程 度である
に 、ウ ッド ショッ クを 踏まえ て伐採量を 増やすなど、 柔軟に対応 してい

況にあ ります。

去 に「 高能率 生産 団地 」内に開 設した簡易 な道路につ いて、急カ ーブの

この ため、 林道 や林 業専用道 の延伸に引 き続き取り組 むとともに 、過

るこ とか ら、 仮に 国有林 比率が高 まったとし ても、市場 への大きな 影響
はないも のと考えて おります。
再 造林 でござ いま すが、 昨年度の再 造林面積 は、コロナ 禍により木 材
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解消 や路 盤の補 強等 を行う ことにより 、林業専 用道に格上げす るなど、

とです。

そ れで 、これ から の対 策につきまし ては、一 定程度低コ スト化とい う

技術の 見通しはつ いたのが現状 です。

あ とも う一 つ、 我々 が問題意識 として持っ ているのは 、再造林を すれ

ば いい という 問題 では なくて、 その先、一定 期間きちん と管理でき る体

年は 基準年 の二 十八 年のほ ぼ二倍となる 再造林が計 画されてお り、それ

るの では ない かと、 私は 非常に危 惧しており ます。そう いった中で、 本

今 、再 造林を 行っ てい かないと 、秋田県は大 きな財産を 失うことに な

と ころ です。 そこ ら辺 のところ を今後も、 骨太の対策 という言い方 をし

も図 ってい くと ころ をどう やって進めま しょうかと いう協議を している

に、 どう やっ てそれ を集 積してい くのか、し かも所有者 の負担感の軽 減

困 りま すので 、そ うい う意味 で、今の低コ ストで、で きる事業体 のほう

木材 関連について 大事だと思 いますので 、再

効 果の 早期発 現の 観点 から、林 内路網の充 実に向けた 新たな手法 につい
ても検 討してまい ります。
以 上でござい ます。
●十 一番 （吉方 清彦 議員 ）

が うま くいく と言 って おります が、昨年は 全然、前の 年よりもうま くい

てい ます が、そ れで 盛り 込んでいきた いなとい うことです 。基本的な 方

制を どう やって つく るのか 。実はそこ も大事な 話で、植え っぱなしでは

かな かっ た。最 終年 の今 年だけ多くな り、来年 減るという ことにはな ら

向 はそのよう な形です 。

質問させ ていただき ます。

な いの か。 そして また 、今、 次の元気プ ランというも のを策定さ れてい

●十 一番 （吉方 清彦 議員 ）

私が今 お聞きしま したのは、 最終年の今 年だ

今、毎年八十ヘク

け多 くな って、 来年 減りは しないか、 そして次の元 気プランは どうなっ

ると思いますが、その中で、どういった形で、

ター ル以 上伸ば して いくと いう答弁が ありましたが 、可能なの でしょう

てい るのか。

ま す。 国有 林の 再造林 率はほ ぼ一〇〇％ と聞いてお りますが、 現状、国

あと 加え て質問 させ ていた だきますが 、民有林が明 らかに減っ ていき

か 。こ れは知 事で あれ ば知事で 結構ですし 、もしくは 農林水産部 長が答
えられ ればと思い ますが。
【 農林水産部 長（佐藤幸 盛君）】

を 図る ことに よっ て所 有者に 残るお金を残 そうという 手法をとっ ており

弁し たと おり、 県は 直接、 消費者を補 助すると いうよりも 、低コスト化

りそ れは 、取 引が簡 単だ からと思 うのですが 、国有林とな ると、やは り

し たが 、今、 秋田 県の 場合は 相対で取引が 多いと聞い ております 。やは

えら れて いるの か。 そして 、国有林で も同じよ うに切り出 せると言いま

有 林と 民有林 の比 率は 、一対二 です。これが いつごろ逆 転していく と考

ます 。と いう のは、 そも そも皆伐 面積がやは り条件が多い ので、手厚 く

そうは いか ない ので はない かと思います 。そこに関 して、例え ば木材ク

再造林面積に ついては、 先ほど知事 が答

補助し てい ると ころ と一概 に比べるとい うのは、ち ょっと違う のかなと

ラ ウド を通し たと して も、本当 に全く同じ ような取引が できていく とお

●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）

思 いま す。や はり 低コ スト化が 原理原則に あって、その 上で進めて いく

考えでし ょうか。

【 農林水産部 長（佐藤幸 盛君）】

とい うこ とです 。そ うい うことで、業 界団体か らも寄附を いただきな が
ら 一緒 にや ってい るの が現状 で、業界団 体のほうでも 再造林を推 進する

面 積について は、順調に 増えており ます

が、 来年 のこと まで 確定的 に言うこと はできません 。さっき言 った業界

●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）

再造 林に対 する 問題 意識は、 現場のほう も業界団体も 我々も一緒 です

団 体も 一生懸 命や ると いう方向 でございま すので、よ ほど経済的 な何か

ための 決議をして います。
の で、 その手 法に つい て、どう いうことが いいのか一 生懸命協議 するこ
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がな い限 りは、 この ままベ クトル的に は伸びて いくと思います 。逆に、
去 年も 本来は 伸び ても いいはず だったので すが、コロ ナで木材価 格が当

る述べら れましたが 、どこを秋田 県は学ぶべ きと考えで しょうか。

【 農林水産部長 （佐藤幸盛 君）】

達 して いる ので 、我 々より二 十年先に今 の問題に直 面してきて います。

や はり宮崎県は 二十年前か らもう伐期 に

というのが、マイナス要因で、ベクトルとすれば右肩上がりのほうに

そ れで 、やは り我 々が 今やろう としている再 造林の低コ スト化の問 題、

●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）

な って いくだ ろう とい うことで 、それをやる ために今ど うするかと いう

そこ ら辺 につい ては 、宮崎 のほうがも っと早く から取り組 まれていて、

初低 迷し ていま した ので 、どうし てもなかなか そこに踏み 出せなかっ た

ことも併 せて考えて いくという ことでござ います。

国 とし てもそ こで 実証 しなが らやられてい るところも あるし、今 これか

らエ リー トツ リーと いう のも入っ てくると思 いますので 、そういう意 味

あ と、国有林 につきまして は……すい ません。
国有林 の比率が今 一対二なの ですが、民有 林

では 、技術 的に 低コ スト技 術という面に ついては、 うちの県で も後発の

●十 一番 （吉方 清彦 議員 ）
との 比率が 、民 有林 が減っ ていく中で逆 転するのは いつごろに なるか。

利 とし て取り 入れ ると ころは取 り入れてや っていると ころです。た だ一

いくべ きことと考 えておりま す。

辺 をい かに 効率を 高め てやる かというこ とが、我々の 立地の中で 考えて

つ違 うの は、通 年で でき ないという、 そこら辺 はあります ので、そこ ら

そ して それが 市場 に非 常に不利 益をもたら さないかと いう質問でし た。
失礼し ました。 すいません 。

【農林水 産部長（佐藤 幸盛君）】
●農 林水産部長 （佐藤幸 盛君）

先ほ ど答 弁申 し上 げまし たとおり、例 えば三十年 後であって も、百九

最後に知事 にお伺いしま す。現状は 、本県の

財 産の 大きな 損失 の危 機である と私は考え ております が、このこ とに関

●十一 番（ 吉方清 彦議 員）

の 間に はそん なに 国有 林が大き くなるとか 少なくなる とかという のはな

しま して 、知事 はど うい った危機 感をお持ちで しょうか、 お答え願い ま

十万 立米 の民有 、そ うです ね、供給は 可能でござい ますので、 それまで
いの かな と思い ます 。あ と、四十 年、五十年な ってくると 、このまま の

す。
【知事 （佐竹敬 久君）】

率 で、 三割 のま までい きます と、当然な がら供給量 も減ってく るので、
依存 率も高くな ってくるとい うことにな ろうかと思 います。

要が急 増し た際 には 、国有 林のほうも柔 軟に切り出 しのほうを やってい

所と か様 々な 事情が あろ うかと思 いますが、 去年もウッド ショックで 需

も ある のです けれ ども 、それ ぞれ民有林で あっても国 有林であっ ても場

れ ます ので、 やは り最 後はこの 状況をつく ることが最大 の要因で、 環境

やって いま す。 そこ の需要 が高まれば、 当然山元も 需要が供給 に向けら

えば 川中 、生 産関係 では 、相当今 まで、ほか の国や県に負 けないくら い

せ ん。 いわゆ る経 済原 則であ る程度、直接 補助金をや ってなくて も、例

あく までも補助 金でやっ て成功した ことはありま

ま すの で、そ うい う意 味では、 余り大きな 障害はないの ではないか なと

保全 にも なりま すが 、ま ずは経済原則 、これを 、どう形つ くるか。今 、

●知事 （佐 竹敬 久君）

考え てい るとこ ろで ござ います。もし あるよう であれば、 それなりに 申

そ うい う意 味から する と、需 要の伸びが 相当あるし、 この後、東 京あた

あと 、国有 林の 利便 性につい て、細かい ところ、よ く存じない ところ

入 れをしてい くことに なろうかと思い ます。

りで は五 階建 ての マンシ ョンが木 造というこ とで、そう いう方向で 使え

ます 。や はり需 要が なけれ ば、売れま せんので、そ ちらのほう を重視し

専門の 森林技監が 答えられな いというこ とで

大変 難し いので しょ うが、 例えば宮崎 県と七〇％の 再造林をし ていると

な がら 、ある 程度 の山 元のほう で技術開発 、集積化を やっていく 、そう

●十 一番 （吉方 清彦 議員 ）

こ ろが ありま す。 大分 前からや っていると お聞きしま した。違い は今る
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弱い立場、この方々にどういうふうに手当をするか、そこは、ここに

要 する に財源 の配 分か らすると 、今はどち らかという とコロナや 非常に

いう シス テマチ ック 的にや らないと、 補助金だ けでは限界があ ります。

十 四 番

十 二 番

十

八

五
番

番

番

鈴

島

原

木

加 賀屋

児

浦

佐々 木

小

川

玉

田

雄

茂

正

健

雄

緑

正

策

人

晃

太

太

郎

千鶴子

政

洋

ひとみ

丈

子

明

薫

三十 二番

三 十 番

二十八番

二 十六番

二十三番

二十 一番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

七

番

番

加

工

渡

石

竹

髙

佐

佐

加

杉

鈴

吉

薄

住

浦

藤

藤

部

田

下

橋

藤

藤

藤

本

木

方

井

谷

洋

英

鉱

嘉

英

博

武

信

清

一

一

範

治

英

浩

喜

俊比 古

真

一

正 一郎

麻

司

実

彦

司

達

い う資 源があ りま すの で、これ をどうコス トをかけな いで、行政 だけが

で、 この 流れに 逆ら っても 、ものはう まくいかない 。ただ、当 然、こう

はある のですが、知 事はどうお 思いでしょ うか。

こ とは 非常に 大き い。 しかも再 生産できる 財産なのに という危機感 が私

るよ うな表 現も され ており ましたが、私 は、この財 産がなくな るという
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●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

何十年間で の世の中の 流れという のがありま すの

【 知事（佐 竹敬久君） 】

頑張 るの ではな くて 、経 済ですか ら自立する、 これをやら ないと、最 後

山

座 ってみれば 分かるん です。
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●十 一番 （吉方 清彦 議員 ）
で 、再 造林を しな いと 、それ が普通であれ ば元に戻っ てくる財産 がなく
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藤
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三十 九番

鶴

川

す。

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

●八 番（ 児玉政 明議 員）

寛

自由民主 党の児玉政 明です。この たびの一般 質

【 八番（児玉政 明議員）登 壇】（拍手 ）

日 程第一 、一 般質 問を継 続いたします 。八番児玉 議員の発言 を許しま

●副 議長（杉本 俊比古議 員）

里

なっ てく ると いうこ とに 関して、 今、知事は 比較的楽観 的に見られて い
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こ なん です。 だか ら、 今まで伸 びているので 、逆に言え ば、危機感 はあ

一

十一 番吉方議員の 質問は終わ りました。

野

修

豊

りま すが 、お金 でも たせる というのは 長持ちし ないんです よ。これは私
の 信念です。
●議長（ 柴田正敏議 員）
暫時休憩いた します。
午後零 時十七分休 憩

小

井

午後 一時三十分 再開
番
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席

一

番

出
三
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問の 機会 を与え てい ただき ました先輩 、同僚議 員の皆様に心か ら感謝を

す。

国内 にお いて多 発し てい るブレイ クスルー感染 への本県の 対応につい て

そ こで 伺いま す。 ワク チンの三回目 接種に対 する知事の 見解と、現 在

それで は、通告に 従い、一般質 問に入らせ ていただき ます。

お 伺いいたし ます。

申 し上げます。
は じめに、新 型コロナウ イルス感染 症対策に ついてお伺いし ます。
れ、 各地 で多く の方 がとう とい命を亡 くしてお ります。お 亡くなりにな

令 和三 年秋田 県産 米の 概算金が ＪＡ全農あき たから発表 となり、あ き

一点目は、 需要拡大 に向けた取 組について であります。

次に 、米の需給 調整について お伺いしま す。

ら れた 皆様に は衷 心よ り哀悼 の意を表しま すとともに 、ウイルス の恐怖

たこ まち 一等 米で一 万六 百円、前 年比二千円 ダウン、一 昨年からは二 千

世 界は 、新型 コロ ナウイ ルス感染症 という百年に 一度の危機 に見舞わ

と闘 いな がら 御尽力 され ている医 師や看護師 等の医療従 事者の皆様、 対

七百 円ダウ ンと なり 、二年 連続の下落と なりました 。また、各 ＪＡから

の 生産 者概算 金は さら に低く、 地元のＪＡ かづのでは 一万百円に決 定。

策に関わ っている全て の方々に心 より敬意と 感謝を申し 上げます。
新 型コ ロナウ イル スの感 染拡大が進 む中、本 県において もワクチン接
ウ イル スか ら解放 され るのか 、苦しい生 活が続いてお ります。先 月から

の誘 客ス トッ プ、 宿泊 飲食業の停 滞、外食産 業の不振等 により、業 務用

こ れは 、人 口減少 や新 型コロナ ウイルス感 染拡大に伴う 外国人観光 客

他ＪＡ でも同程度に なるようで す。

は若 い世 代の 感染 者が 増加し、特 に子供の感 染が拡大し ております 。こ

を中 心に 米の需 要が 大幅に 減少し在庫 が増えたこと が要因と聞 いており

種が 進ん ではい ます が、 いまだに収束 の気配は 見えず、い つになった ら

のため、 十二歳以上 のワクチン接 種率を高め る必要があ ると思いま すが、

ま す。 本県の 米の 民間 在庫は、 令和三年六 月時点で十 四万二千ト ンと年

る 状況 と思 いま す。令 和三年 産米は前年 から一万六 千トンの削 減量でし

実 際に は若い 年代 ほど 副反応に 対する不安 が大きく、 接種を希望 しない
こ うし た中 、知 事が言 われる、 今ある危機 にしっかり 向き合い、 今を

た が、 令和四 年産 米も さらに削 減した生産数 量の調整が 求められる ので

間の 生産 数量の およ そ三 分の一が 残り、全国的 にも在庫が 多く残って い

乗 り越 えるた めに も、 今後の感 染症対策の徹 底と特に若 い年代への ワク

はな いで しょう か。 生産の 目安となる 作付け率 も限りなく 五〇％に近づ

人も多 いようです 。

チン 接種 率の向 上対 策が、 感染拡大の 歯止めと コロナ後の 日常生活の回

く おそ れもあ り、 生産 者から 見ますと、米 価の下落が 続き、これ 以上の

ること が危 惧さ れま す。来 年度本格デビ ューする秋 田米新品種 「サキホ

復 、本 県経済 の立 ち直 りに極 めて重要と考 えますが、 知事の御所 見をお
一方で 、最 初に 接種 された方 々が六か月を 経過する時 期となり、 効果

コ レ」 に県民 が期 待し ている中 、秋田米全 体の米価の低 下からは農 家の

減産 とな れば 経営が 成り 立たなく なり、離農 や耕作放棄地 拡大につな が

の 持続 期間や 変異 株へ の予防効 果等、時間 の経過や接種 者数の増加 に伴

悲鳴も聞 こえてくる ようです。

伺いい たします。

いデ ータ も蓄積 され つつ あります。感 染症対策 は、ふだん の生活の中 で
切であ りますが、 ワクチン接 種が全ての 変異株に万能 ではないと しても、

けた 、さ らに踏 み込 んだ取 組も必要と 考えますが、 農林水産部 長にお考

とい った 取組 を継 続して 実施して こられまし たが、今後 の需要拡大 に向

本 県で はこ れまで 、秋 田米の消 費喚起策、 海外への輸出 、加工販売 等

現状 では 、コロ ナウ イルス の発症を予 防し、まん延 防止を図る のはワク

えを お伺いしま す。

感 染を 防ぐ ための 責任 ある行 動、基本的 な感染対策を 意識するこ とが大

チ ン接 種であ り、 いず れ三回目 の接種に向 けた動きも 出てくると 思いま
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二点目は、 作付け転 換についてであ ります。

残 念で あった と思 いま すが、直 前の決定で も間違いの ない適切な 判断と

影響 によ り中止 とな りまし た。出品を 予定して いた畜産農家さ んは大変
思いま す。

令 和三 年は、 秋田 県全 体の米の生産 の目安三 十九万トン から求めら れ
た配 分率 五三・ 九五 ％を 適用しま したが、令和 四年産はさ らに生産の 目

本 県の 肉用 牛に つい ては、飼養 戸数、飼養 頭数ともに 減少傾向で あり

ま すが 、一戸 当た りの 飼養頭数 は増加してお り、百頭か ら二百頭を 超え

安 が削減され るのは確 実かと思わ れます。
生 産の 目安は 、国 の米の 需給に関す る統計等から 求められる 数値で、

る大 規模 畜産農 家が けん引 している状 況です。 全国的にも 和牛の飼養頭

そ のよ うな中 、来 年の十 月には鹿児 島県にお いて、五年 に一度開催さ

目安 を参 考にし つつ 、売り 先のある米 を生産す ることで米 価の安定が図

も 、転 作作物 や非 主食 用米での 農家収入が 主食用米収 入と同程度の 水準

れる 全国 規模の 共進 会、 和牛オリンピ ックと言 われる第十 二回全国和 牛

数 がこ こ数年 増加 傾向 で、畜 産クラスター 事業による 増頭が功を 奏して

とな るこ とが求 めら れる のではないで しょうか 。転作作物 は、水田活 用

能 力共 進会 が開催 され ます。 「和牛新時 代

ら れま す。全 国的 な作 柄と生 産量と需要量 のバランス で四年産の 米生産

直接支払交付金制度対象の飼料用米や米粉用米、ホールクロップサイ

催テ ーマ に、 優れ た能 力にさらに 磨きをかけ 、新たな価 値観の創造 につ

いる よう です が、今 後の コロナ禍 の影響によ りブレーキ がかかるおそ れ

レー ジが ある 程度 の収 入が見込ま れる作物で あり、特に 、作付けに より

ながる取 組を推進、 未来を託す担 い手の育成 や組織活動 の活性化を 図り、

量の 目安 が今 後決定 にな ると思い ますが、目 安の数量達 成のためには さ

水田とし ての機能が 発揮できる作 物であると 思います。 また、農村 環境、

日 本の 食文化 を支 える 和牛の魅 力を広く発 信を目指し ている本共 進会に

もあるの ではないでし ょうか。

水 田地 帯での 景観 の維 持や年間 の作業によ る草刈り作 業、用排水 路の確

向けて 、我が秋田 県チームの取 組はどのよ うになって いるのでし ょうか。

らに 転作へ 誘導 する 必要が あるかもしれ ません。確 実に実行す るために

保に よる 環境整 備な ど、 良好な農 村環境を守る ことも可能 であると思 い

平 成二 十四 年の 長崎全 共にお いて全国第 二位の成績 を収めた義 平福が県

内 の畜 産業界 に与 えた 影響は計 り知れないも のがあり、 それが平成 二十

地域かが やく和牛力 」を開

ま す。
こ のよ うなこ とか ら、非 主食用米へ の作付け転換 を進め、県 としても

かわ らず 米価 の下落 にな れば、何 のために米 づりをやって いるか分か ら

る 必要 がある と思 いま す。せ っかく生産の 目安の数量 を達成した にもか

と思い ます が、 一年 後に控 えた鹿児島全 共に向けた 準備状況と 義平福に

生産 総合 対策 事業で 計画 的に技術 向上を目指 して取組を行 ってきてい る

鹿 児島 全共に 向け ては 、前回の 宮城全共以降 の結果を踏 まえ、秋田 牛

六年の新 ブランド秋 田牛のデビ ューにつなが ったものと 思います。

ないと 言わ れか ねま せん。 今後の取組や 新たな作付 け転換の考 え方につ

続く 種雄牛の造 成状況、目 標とする成績 についてお 伺いします 。

主食 用米 と同程 度の 収入と なるよう手 当しなが ら、転作へ の誘導を進め

いて 、農林水産 部長にお伺 いします。

二点目は、 飼養頭数 増頭に向け た取組につ いてであり ます。

北六 位で 、令 和三 年度の 飼養頭数 は一万九千 三百頭、全 国三十一位 、東

次に、畜産 の振興に ついて、農 林水産部長 にお伺いし ます。
先月 の八 月二 十二 日は、由 利本荘市の あきた総合 家畜市場に おいて、

北六 位、 飼養戸 数は 七百十 八戸、全国 十五位、東北 五位となり 、一戸当

令 和元 年に おける 県内 の肉用牛 の算出額は 六十億円、全 国三十位、 東

第九 十八 回秋田 県畜 産共進 会並びにあ きたの畜産・ 市場まつり が同時開

たり の平均飼養 頭数は二六 ・八頭とな ります。東北 の中ではお 隣の青森 、

一 点目は、全 国和牛能力 共進会につい てでありま す。

催 され る予定 でし たが 、開催日 の三日前に 新型コロナ ウイルス感 染症の
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確保 、牛 舎等施 設整 備費用 が課題と思 います。 私の地元で も飼養頭数が

経 営に 変化し たの では ないでし ょうか。理由 の多くは高 齢化や担い 手の

で あり 、こ の数 字を 見る限り 、小規模飼 養農家は次 々と廃業し 、大規模

が三 万三 千百頭 、飼 養戸 数二千八 百七十戸、平 均飼養頭数 は一一・五 頭

規 模の 小さい 農家 が多 いことが 分かります 。本県は平 成十年で飼 養頭数

山形 は平 均六十 頭台 で大規 模経営、残 りの県は 二十頭台となり 、比較的

の ようなもの があるのかお 聞かせくだ さい。

での 利活 用の現 状に ついて お伺いしま す。併せ て、導入に 伴う課題はど

と 思い ます。 本県 での 取組状況 と全県的な広 がり、あき た総合家畜 市場

と 」と の意 見が あり ました。 この育種価 の活用は、 和牛の改良 にも有効

の活 性化 が期待 され 、繁 殖牛の底 上げにつなが るのであれ ば喜ばしい こ

て いま す。地 元の 生産 者からは 、ゲノム育 種価の導入 により、「 市場で

全国 的に 注目さ れ、 子牛評 価の向上や 取引の活 性化につなげる 動きが出

去る 七月二 十七 日、 オンラ インで開催さ れたユネス コ世界遺産 委員会

一点 目は、縄文 遺跡群の保 存についてで あります。

します。

次に 、世 界文 化遺産 「北海 道・北東北 の縄文遺跡 群」につい てお伺い

五 頭前 後の農 家が 中心 で、最 近のハード面 での補助事 業に該当し ない生
産者 も多 く、 大規模 な新 築以外は 牛舎整備に 支援がない ことから、飼 養
の継続を 断念する生産 者もいるよ うです。
そ こで 伺いま す。 東北の 中でも少な い飼養頭 数の改善を 図るため、牛
舎の 改修 に係る 支援 や、 法人や認定農 業者に該 当しない生 産者への支 援

る ため 、県内 では 夏山 冬里飼養 方式で稲作や 畑作の複合 経営として 進め

発 と利 用促 進、 家畜の 形質を 改良してそ の経済性を 高めながら 増殖を図

テム の実 証試験 が行 われ ておりま す。放牧は古 くから未利 用草資源の 開

し 、脱 走牛や 傷病 牛の 早期発見 のため、Ｉ ＣＴを活用 した放牧管 理シス

鹿角 市の公 共牧 野で は、監視 人の労働力 不足や利用頭 数の制限を 解消

三点目 は、放牧飼 養について であります 。

いま す。 長年に わた り世界 遺産の登録 に向け御 尽力いただ いた関係者の

で 審議 の行方 を見 守り 、登録決 定の一報に喜 びを分かち 合ったこと と思

ト ーン サー クル 館にお いて関 係者や地元 住民がパブ リックビュ ーイング

となりました。決定当日は県庁、北秋田市文化会館、鹿角市大湯ス

び 西表 島」が 決定 され るなど、 新たに二件 の日本の宝 が世界遺産 に登録

前日 の二 十六日 には 世界自 然遺産に「 奄美大島、徳 之島、沖縄 島北部及

構成 する 「北 海道 ・北 東北の縄文 遺跡群」の 世界文化遺 産登録が決 定、

で 、北 秋田 市の伊 勢堂 岱遺跡 や鹿角市の 大湯環状列石 など十七の 遺跡で

られてき ました。現 在は舎飼い が主流となり 放牧場も減 少していま すが、

皆 様に 敬意を 表す ると ともに 、県民、地域 住民の皆様 の御支援に 御礼を

な ど、増頭に 向けた対 策を今後どのよ うに行っ ていくのか お伺いしま す。

牛 本来 の能力 を引 き出 し、丈 夫な繁殖牛を 育成するた めにも、積 極的な

申し上 げます。

しかし なが ら、 登録 決定まで の道のりは非 常に険しく 、平成十八 年、

放牧 の推 進と 牧野の 開発 、さらに は労働力不 足の解消の一 つとして雪 が
少ない 地域 での 冬期 放牧の 研究等に取り 組む必要が あると考え ますが、

跡 を中 心に 「青森 県の 縄文遺 跡群」を応 募しましたが 、共に暫定 リスト

本 県で は文化 庁が 世界 遺産候補 公募の開始 に大湯環状列 石と伊勢堂 岱遺

四 点日は、ゲ ノム育種価 についてであ ります。

入り でき ず、 より 広域的 範囲での 検討が必要 と指摘を受 けました。 翌平

放 牧管 理シス テム の実 証試験も 踏まえた今 後の本県の取 組について お伺

血統 や体 格な どに 加え、子 牛の能力を 判断する指 標として、 両親の能

成十 九年 には、 北海 道・北 東北知事サ ミットで四道 県が共同で 暫定リス

跡を 「ス トーン サー クル 」として応募 、青森県 では同時期 に三内丸山 遺

力の平均 値から割り 出した期待値 である従来 の育種価を 計算する情 報に、

ト 入り を目指 すこ とが 合意され 、平成二十 一年にリス トに掲載さ れ世界

いいたし ます。

新 たな 指標と して 和牛 の能力を 遺伝子の違 いで評価す るゲノム育 種価が
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五月に世 界遺産登録 への勧告が 出されまし た。

推 薦が 決まり 、令 和二 年のイコ モスによる現 地調査の運 びとなり、 本年

件 と制 限し 、そ の年 は見送ら れましたが 、翌令和元 年の七月に ようやく

推薦 候補 に選ば れま した が、今度 はユネスコが 登録審査を 一年に一国 一

の 推薦 書案提 出は 五年 連続で落 選となりま した。その 後、平成三 十年に

遺産 登録 に向け 動き 出しま したが、ほ かの国内 文化遺産と競合 し、国へ

伺いいた します。

針 、現 時点で の整 備計 画と県や 市の具体的な 役割等につ いて、知事 にお

題 につ いて 、県 道問 題が解決 しなかった 場合の影響 と今後の解 決策の方

ルー ト案 の早期 公表 が求 められま す。この大湯 環状列石遺 跡分断県道 問

決に向けた具体的な取組と、関係者や地元住民の協議、複数ある迂回

よそ 六年 ごとに ユネ スコの 審査を受け なければ ならず、速やか な問題解

次 に、美の国 あきた鹿角国 体二〇二二 についてお 伺いします 。

令和 四年 二月 十七日 から二 十日まで四 日間の日程 で、第七十 七同国民

こ れは 、佐竹 知事 が就 任以来、 四道県の知事 と連携を取 りながら世 界
遺産 登録 を目 指した 長年 の取組の 成果の表れ と思います が、登録決定 に

体育 大会冬 季大 会ス キー競 技会が鹿角市 の花輪スキ ー場を会場 に開催さ

たこ とは 記憶 に新 しい と思います 。また、今 秋、三重県 で予定され てい

当た っての 率直 な御 感想と 、縄文遺跡群 の今後の観 光や学びを 含めた有

二点目 は、県道十 二所花輪大 湯線の移設 についてで あります。

た国 民体 育大会 の本 大会は 、感染拡大 を踏まえ、昨 年の鹿児島 大会に続

れ るこ ととな って おり ますが、 同会場で開 催する予定 であった昨年 度の

世界 遺産登 録決 定に 対し、ユ ネスコから は不適切な構 造物の撤去 や影

き 、二 年連続 の中 止決 定の発表 が先月二十 六日にあり ました。国 政の転

効 活用 と広域 的な 連携 策、さら には歴史的 な背景等を しっかり理解 した

響 軽減 を図る 取組 を求 められて おり、この 不適切な構 造物の一つ が以前

身を目 指し十二日 に辞職した三 重県の鈴木 英敬前知事 は、「苦渋 の決断。

第七 十六 同大会 国体 冬季 大会スキー競 技会は、 新型コロナ ウイルスの 感

より 指摘 されて いた 鹿角 市の大湯 環状列石の県 道でありま す。この県 道

県 民の 命を 守る ことを 最優先 に出した結 論。準備し てきたアス リート、

保存 活動 にどの よう に取 り組み、後世 に継承し ていかれる のか、知事 の

十 二所 花輪 大湯 線は遺 跡を分 断するよう に中央を直 線で通り、 懸案事項

指 導者 の皆さ んに おわ び申し上 げる」とコメ ントしてお ります。東 京オ

染 拡大 によ り、開 催日 のおよ そ二週間前 に残念ながら 中止の決定 となっ

と なっ ており まし たが 、解決策 として県道を 移設するこ とで国、県 、市

リンピッ ク・パラリ ンピック、 夏の高校野球 甲子園大会 やインター ハイ、

御 所見をお伺 いいたし ます。

が合 意し ている よう ですが 、具体的な 動き、進 展はここ数 年なかったよ

全 中大 会が開 催さ れる 一方、 全国的な感染 拡大に歯止 めがかから ず、三

これか ら秋 、冬 に向 けてコロ ナの感染拡大 が気になり ますが、現 時点

う に思 います 。七 月十 六日に 佐竹知事と県 民の意見交 換会が鹿角 市で開
ます。 幾つ かの ルー トプラ ンはある」と 明言された 内容が地元 紙に掲載

に おけ る美の 国あ きた 鹿角国体 の開催可否 の検討状況に ついて、知 事に

重県内 でも中止を 求める声が 多く出ていた ようです。

さ れま した。 さら に、 「あとは 地元の市を 中心に、地権 者の思惑や 賛否

お伺いい たします。

催さ れ、 この 県道問 題に ついて知 事から、「 付け替えは必 要で必ずや り

の調 整を しても らい なが らルートの設 定が必要 」と、遅々 として進ま な

ま た、第七十 六回大会の 開催が困難と なった理由 は数点あり ましたが 、

第七 十七 回大 会で 見直さ れ改善さ れた点など はどのよう になってい るの

か った 県道 問題が 知事 の一言 で一気に進 展したように 感じられ、 今議会
の補 正予 算に は県 道移設 に向けた 周辺調査費 等の予算案 が提出され まし

でし ょう か。例 えば 選手団 の宿泊につ いて、宿泊施 設では個室 が二割し

か ない ため、 選手 等関 係者が相 部屋になり 感染リスク が高まる状 況であ

た。
登 録後 は世界 遺産 が掲げ る顕著な普 遍的価値 が守られて いるか、お お
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保の ため 、宿泊 施設 等との 調整状況と 、仮に大 会中止となった 場合の宿

大会 の開 催に向 けて は、県 民の皆様の 御理解と御協 力なくして 進める

ること。 医療体制に ついては鹿角 市内での受 入可能病床 数が脆弱で あり、
こと 。大 会を運 営す る協 力員や補 助員、ボラン ティア等の 確保が困難 と

こ とは でき ない と思 いますの で、開催可 否の検討状 況をお知ら せしなが

泊 事業者等に対 する支援の 検討につい て、知事 にお伺いいたし ます。

な って いる こと 。県 民市民や 医療関係者 から、感染 状況が続く 中での開

ら分 かりやすく 説明し、盛大 に開催され ることを期 待いたしま す。

感 染者 または 感染 疑い 者が発生 した場合の 医療体制に 重大な懸念 がある

催 に対 し不安 を訴 える 声があっ たことなどの 中止理由に 対し、今大 会は

と思 われ ます が、観 客の 有無に関 係なく、ぜ ひとも競技 のライブ配信 の

今 大会 の有観 客・ 無観 客の方針 は今後の感染 状況による 影響が大き い

ロ区 間の国 道で あり ます。 当路線は盛岡 市と鹿角方 面を結び、 物流、観

ロあ り、 本県 部分に おい ては鹿角 市と小坂町 を南北に縦 貫する四十四 キ

岩 手県 盛岡市 から 青森 県平川市 に至る国道二 八二号は総 延長百十七 キ

最後に、国 道二八二 号の渋滞緩 和策につい てお伺いしま す。

提供 を期待 して いま す。中 止となった前 回大会も国 体チャンネ ルによる

光 、医 療面か らも 重要 な幹線道 路であり、 また、全区 間東北自動車 道の

どう改善 を図ってい くのか、併 せてお伺い します。

ラ イブ 配信の 計画 があ ったよう ですが、固 定カメラに よる少ない箇 所か

に つい ては、 なか なか 進展して いないので はないでし ょうか。平 日の二

盛岡 イン ターチ ェン ジか ら碇ヶ関イン ターチェ ンジまで並 行しており 、

ま た、 冬季国 体に は、 選手、監督、 役員でお よそ一千八 百人の来場 者

十四 時間 交通量 を見 ると 、鹿角管 内では花輪地 区、特に市 街地が最も 多

らの 映像 をただ 流す だけ とも聞いてお りました 。今大会で は、ある程 度

が見込 まれ、宿泊 費や飲食費等 本県への経 済効果も大 いに期待さ れます。

く なっ てお り、 混雑度 が高く 渋滞が発生 しておりま す。また、 悪天候等

こ の区 間の 代替路 とし ても機 能しており ます。鹿角管 内でも本路 線の拡

一 方で 、前 回の 大会中 止によ り宿泊施設 では約一万 泊分がキャ ンセルと

に より 東北自 動車 道が 通行止め となった場合 は、本路線 を迂回する こと

の台数や移動カメラ、ドローンを利用した映像など、デジタル化とス

なり、その後開催予定だったインカレも中止となり、約六千泊分が

から 、渋 滞する 区間 と時間 がさらに長 くなるこ とが多々あ ります。その

幅や 歩道 の新 設な ど計 画的に道路 整備が行わ れていると 思われます が、

キャ ンセ ルとな りま した。 地域経済を 守るため 宿泊業をは じめ関連業者

要 因の 一つと して 国道 二八二 号の迂回路が ないことが 挙げられま すが、

マート 技術を駆使 したクオリ ティーの高 いライブ配 信ができない ものか、

へ の十 分な補 償の 必要 性を感 じていた中、 中止決定直 後の本年二 月議会

長年 にわ たり バイパ スの 新設につ いて地元か ら要望があり 、十和田錦 木

以前 より 地元自 治体 から国 や県に対し 要望活動がさ れている渋 滞緩和策

で、 二十 六の 事業者 に延 べ一万一 千五百十泊 分の宿舎確保 協力事業者 支

地区に おい ては 完成 したも のの、それ以 南の花輪地 区について は計画が

併せてお 伺いします 。

援金給付事業 が予算化 され、速や かな対応に 改めて御礼 を申し上げま す。

進 まず 、現道 を利 用し ながら渋 滞の緩和策 を講じる方向 性が示され たも
のと認識 しておりま す。

宿 泊施 設では 、大 会期間 中とその前 後数日は 、感染対策とし て一般の
宿泊 客は 受け入 れず 、宿 泊定員数も抑 えていた ため、新規 の予約確保 も
によ って は、 第七 十七回 大会も直 前での中止 もあり得る ことから、 前回

通の 実現 を図る ため にも、 交差点の改 良や道路の拡 幅を進める 必要があ

狭い 道路 や危 険箇 所を解 消し、地 域間の交通 を円滑にし て渋滞のな い交

し かしながら 、その方向 性が示されて から一向に 進展がみら れません 。

と同 様の 給付金 事業 が事前 に担保され れば、宿泊業 界も安心し て選手団

る と思 います 。国 道二 八二号に おける花輪 市街地の混 雑状況に対 する認

難 しく 、多 大な影 響を 被ると ころであっ たと思います 。感染拡大 の状況

の 受入 れに協 力で きる 体制を構 築すること ができると 思います。 宿舎確
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識と 、今 後の中 心市 街地交 通の円滑化 を図る道 路整備の構想、 具体的な
計 画等について 、建設部長 にお伺いし ます。

県当局の答 弁を求めま す。

これ で私 の一般 質問 を終了 いたします 。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】

の御支援 、御協力に 、改めて感謝 申し上げま す。

私 自身 、平成 二十 一年 に四道県知事 が一緒に 縄文服に身 を包んで、 頑

張ろ うと 声を上 げた とこ ろから取 り組んでまい りましたの で、万感胸 に

迫 る思 いで あり 、世 界遺産を 未来につな ぐ新しいス タートだと 感じてい
ます 。

縄文 遺跡群 の保 存と 活用及び 広域的な連 携について は、四道県 と関係

自 治体 で構成 され る協 議会を 軸に、十七遺 跡共通の保 存計画を策 定した

ほか 、世 界遺 産フォ ーラ ムなどを 開催してき ており、登 録を契機に協 議

児玉 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 ス感染症対 策でございま す。

会等 と連携 し、 地域 ににぎ わいと文化の 香りを醸し 出す様々な 取組を進

●知 事（佐竹敬 久君）
直近 の状況 を見 ます と、若い 世代の感染が 拡大してい ることから 、感

の 全面 広告 やＳＮ Ｓ等 を活用 しながら正 しい情報を分 かりやすく 発信す

なっ てく るもの と考 えて おり、接種の 有効性と リスク等に ついて、新 聞

る工 夫を しな がら 、地 域全体で魅 力を発信す る体制を整 えて、両遺 跡を

と が価 値と して貴 重で あると 評価されて おり、これを 分かりやす く伝え

世界 遺産委 員会 から は、定 住社会が始ま る人類史上 の転換期を 示すこ

めて まいります 。

るこ とで 、過 度な 不安 を払拭し、 若い世代に も接種を前 向きに捉え ても

しっかり と後世に継 承してまいり ます。

染 の収 束に向 けて は、 こうした 年代でのワ クチン接種 の広がりが重 要に

らえるよ う努めてお ります。
感染 が県 内でも 報告 され ており、 ワクチン接種 後であって も感染する 可

摘 され た場 合に は、登 録を見 直される可 能性もある ため、道路 の移設に

六年 ごと の保全 状況 の審査 において、 ユネスコから 繰り返し課 題を指

次に 、県道十二 所花輪大湯 線の移設で ございます 。

能 性や 、感 染を 広げて しまう 可能性があ ることに留 意し、マス クの正し

向 けた 取組を 着実 に進 めていく ことが重要と 考えており ます。加え て、

一 方で 、二回 のワ クチ ン接種を終え た方の、 いわゆるブ レイクスル ー

い 着用 や手洗 いの 励行 など、基 本的な感染対 策を継続す る必要があ るこ

世界 遺産 の周辺 で工 事を行 う際は、景 観等への 影響評価が 必要とされる

こ とか ら、文 化庁 の指 導のも と、基礎的な 調査を踏ま えた計画の 立案や

とを、併 せて強く呼 びかけてま いります。
ま た、 三回目 のワ クチ ン接種に つきましては 、ワクチン の取得と医 学
体制な どを しっ かり と検討 し、現場にお いて混乱が 生じること のないよ

検 討し 、鹿角 市と 密接 に連携し ながら、計 画を地元住民 にお示しす るこ

県とし まし ては 、移 設に向け た詳細な地形 図を作成し た上でルー トを

関係者 への丁寧な 説明が欠か せないものに なっており ます。

う 、明 確な方 針と 計画 を示して いただく必 要があり、知 事会として もこ

とで 、地 域の御 理解 をい ただき、大湯 環状列石 の景観が世 界遺産とし て

上の 知見 を担 う国の 責任 において 、その効果 や安全性、実 施する場合 の

れら に関 し国に 申し 入れ ておりますが 、まずは 、二回の接 種が確実に 希

よ りよいもの になるよ う鋭意努めてま いります 。

に なる など厳 しい 状況 が続いて おりますが 、十一月に は希望者へ のワク

全国 的に新 型コ ロナ ウイルス 感染症が拡 大し、本県の 警戒レベル も四

次に、 美の国あき た鹿角国体 二〇二二で ございます。

望 者に行き渡 るよう、 市町村のサポー トに力を 注いでまい ります。
次に 、世 界文 化遺 産「北海 道・北東北 の縄文遺跡 群」につい て、その
保存でご ざいます。
こ のた びの登 録決 定に当 たり、県議 会議員の 皆様や関係 する方々か ら
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チン 接種 がおお むね 完了す ることを想 定し、感 染対策の強化も 含め、大

に 過剰 在庫と なっ たこ とが背景 にあり、米 を基幹とす る本県農業 にとっ

算金 の大 幅な下 落は 、コロ ナ禍の影響 により外 食需要が減少し 、全国的

こ のた め、 国に 対し 、米の消費 拡大など、 早期の需給 改善に向け た施

て、非 常に厳しい 状況と認識し ております 。

会 開催を前提に 準備を進め ているとこ ろであり ます。
中止 にな った前 回大 会の課 題を踏まえ 、宿泊につい ては、大館 市内の
宿 泊施 設に も協 力を 依頼し、 個室の確保 に努め、相 部屋の定員 を減らす

また 、本議 会に 、新 米シーズ ンに加え、 需要が落ち 込む冬期間 の販売

策を 強化するよ う、引き続き 強く働きか けてまいり ます。

えな いよ う、会 場内 に感染 症対応の救 護所を設 置し、医師 による診察・

キ ャン ペーン の実 施や 、アフ ターコロナを 見据えた外 食チェーン との商

な どの 対策を 講じ るほ か、医療 体制について は、地元の 医療に影響 を与
診 断を 行うと とも に、 陽性者 が発生した場 合の搬送体 制を構築す ること

談、 贈答 需要 に対応 した 商品開発 などを支援 する予算を 提案したとこ ろ

もに 、外食市場 を獲得でき るよう取り組 んでまいり ます。

であ り、Ｊ Ａグ ルー プ等と 連携し、県産 米が量販店 の棚を維持 するとと

にして おります。
また 、協力 員や 補助 員の方々 にも安心して 大会運営に 携わってい ただ
け るよ う、運 営ス タッ フや参加 選手団への ＰＣＲ検査 などにより、 不安
ラ イブ 配信 につい ては 、競技会 場の三密を 避け、遠隔地 での観戦機 会

用米 等へ の転 換を 促進 してまいり ましたが、 全国的に想 定以上の過 剰在

県 では 、需 要に応 じた 米生産を 推進するた め、事前契約 の締結や飼 料

二点目 は、作付け転 換について であります 。

を提 供す るた め、 「国 体チャンネ ル」による 動画配信を 行うことに して

庫が 発生 したこ とか ら、今 後、国の見 通し以上に需 給が悪化す るおそれ

解消に 努めてまいり ます。

おり 、昨 年度の 計画 より追 跡カメラを 増設し、各種 目三台のカ メラによ

この ため 、四年 産米 の生産 の目安の設 定に当たって は、県産米 のシェ

があ るものと考 えておりま す。

宿泊 施設 の確保 につ いては 、これまで 大会開催を前 提に要請を 行い、

ア や在 庫状 況等 を踏ま えつつ 、集荷団体 と販売動向 等について 情報交換

るラ イブ感のあ る映像を全 国に配信し たいと考 えております。
客 室の 提供 に協 力をい ただい ております が、開催の 可否判断に 当たって

しな がら、慎重 に行うことに しておりま す。

一 点目 の全国 和牛 能力共 進会につい てであり ますが、鹿 児島での共 進

次に、畜産 の振興に ついて、四点お 答えしま す。

築につ いても、国 に要望して まいります 。

え ない よう 備蓄に 振り 向ける など、出来 秋に調整する 新たな仕組 みの構

数年 にわ たって 影響 を及 ぼしてきたこ とから、 翌年産の需 給に影響を 与

さら に、これま でも、豊作 や予期せぬ需 要の減少に よる需給の 悪化は、

を要望してま いります 。

等の 収入 が得 られる 助成 水準とな るよう、国 に対し、十分 な予算の確 保

集 荷団 体を指 導す ると ともに 、飼料用米等 に転換して も、主食用 米と同

また 、生産 の目 安を 踏まえ、 確実に売り 切れる量を 積み上げる よう各

は 、宿 泊事業 者等 への 影響を考 慮し、できる だけ速やか に決定する とと
もに 、万 が一大 会直 前の中 止になった 場合には 、支援につ いて鋭意検討
し てまいりま す。
今後 も、 感染 症の状 況を見 極め、地元 医師会や関 係者等への丁 寧な説
明によ り理 解を 得な がら、 鹿角市や関係 機関と連携 し、安全・ 安心な大
会の 開催に向け て鋭意準備 を進めてまい ります。
私からは以 上です。
私 からは、ま ず米の需給 調整につい 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）
二点お答 えいたしま す。
一 点目 の需要 拡大 に向け た取組につ いてであ りますが、 このたびの 概
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会に 向け 、県で は、 肉量や 肉質に優れ る「幸義 福」や、サシの 入り具合

な い状 況であ るこ とか ら、今回 の実証に対 する関係者 の期待は大 きく、

特に 、放牧 場で は看 視作業が ネックとな り、十分に 牛を受け入れ られ

な お、 冬期 放牧 につ いては、日 本短角種の 自然交配を 目的に、鹿 角市

に 優れ る「松 糸華 」を はじめ、 四頭の種雄 牛を造成し ており、そ の能力
り も改 良の 進ん だ若 い雌牛に 交配し、そ の産子から 選抜された 三十六頭

の 牧場 でパド ック を活 用して行 われておりま すが、県内 の大宗を占 める

この成 果をもとに 普及を図り、 放牧の拡大 に努めてま いります。

の 出品 候補牛 が、 現在 、六人の 肥育名人のも とで育てら れており、 来年

黒毛 和種 の場合 は、 人工授 精による交 配のため 、県内での 普及の可能性

はい ずれ も義平 福を 上回 っており ます。これら の種雄牛を 、前回大会 よ

八月 には 、七頭 を最 終選抜 し、十月の 本番に臨 むことにし ております。

は 低いものと 考えておりま す。

最後四 点目は、ゲ ノム育種価 についてであ ります。

大 会ま でのこ の一 年が 、肥育の 仕上げに最も 重要な時期 であること か
ら、 畜産 試験 場を中 心と した指導 チームが定 期的に巡回 し、超音波に よ

生 まれ た子牛 の枝 肉成 績を基に 分析するた め、判明す るまでに五年 程度

育種価は、 肉質等の遺伝 能力の度合 いを数字 で示したも ので、通常は 、

化 する など、 生産 者や 関係者と 一丸となっ て、上位入 賞を目指して まい

かか りま すが、 ゲノ ム育 種価は、生後 間もない 子牛でも毛 根等により 分

るサ シの確 認や 血液 検査等 の科学的分析 を踏まえて 、飼料給与 指導を強
ります 。

県で は、 平成 二十 八年度 から、高能力 な種雄牛を 造成するた め、独立

析 可能である ことから 、改良の加速が 期待され る新たな手 法でありま す。

肉用 牛の 振興 を図 るため には、担い手 による大規 模肉用牛団 地の整備

行政 法人 家畜改 良セ ンター や本県を含 む二十一道県 と連携し、 ゲノム育

二 点目は、飼 養頭数増頭 に向けた取組 についてで あります。
と併 せ、 産地を 支え ている 中小規模農 家においても 増頭を促進 すること

種 価の データ を蓄 積し ておりま すが、デー タ量が少な く、まだ精 度が低

●建 設部 長（ 佐藤秀 治君 ）

私か らは、国道 二八二号の渋 滞緩和策に つい

【建設部長（ 佐藤秀治君 ）登壇】

私から は以上でご ざいます。

に 、その実効 性について注 視している 段階であ ります。

二月 から 家畜市 場に おいて 先行的に活 用してお り、肉用牛 関係者ととも

な お、 民間ベ ース では既 に実用化さ れ、県内の一 部ＪＡでは 、昨年十

い ります。

いこ とか ら、実 用化 に向 け、更な るデータの蓄 積と解析に 取り組んで ま

が重 要でありま す。
この ため 、中小 規模 農家に 対しては、 国の助成制度 を活用し、 繁殖素
牛 の導 入を 支援 してい るほか 、大規模経 営を目指す 農家につい ては、畜
産 クラ スター 事業 に県 単事業を 組み合わせ、 畜舎の整備 ・改修等も 支援
している ところであ ります。
今 後、 増頭に 対し ては 、引き続 き、国事業等 の活用によ り支援する と
とも に、 現状 の規模 の大 小にかか わらず、一 定の規模拡大 を目指す農 家
の施設 整備 につ いて は、こ れまでの成果 を検証しな がら、生産 性と収益
性 の高 い経営 体へ のス テップ・ アップを促 す観点から施 策を再構築 し、

県 では 、花 輪市街 地に おいて、 自動車の走 行速度や滞留 台数の調査 を

てお答え いたします 。

三 点目 の放 牧飼養 につ いてです が、労力の 軽減や生産コ ストの低減 な

継続 的に 実施 して おり、 渋滞が確 認された扇 ノ間交差点 において、 信号

肉用牛の 生産基盤の 強化を図っ てまいりま す。
ど、 放牧 には 多く のメリ ットがあ ることから 、現在、鹿 角市など三 地区

時間の調 整を行い、 一定の効果が 現れてきて おります。

ま た、 鹿角中 央病 院入口 交差点にお いて、自 動車の滞留 に伴う交通 事

の放 牧場 整備を 支援 してい るほか、看 視作業の省力 化に向け、 新たにＩ
ＣＴ を活用した 管理システ ムの実証を 行っていると ころであり ます。
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故が 発生 してい るこ とから 、今年度よ り、右折 車線を設置する 道路改良
工 事に 着手し 、道 路利 用者の安 全確保に取 り組んでい るところで ありま
す。
引 き続 き、 工事 の早 期完成を図 るとともに 、警察や鹿 角市と連携 しな
が ら、 工事終 了後 の交 通状況を 注視した上で 、必要に応 じた対策を 検討
するなど 、安全で円 滑な道路交 通環境の確 保に努めてま いります。
八番児玉議員 の質問は終 わりました 。

私 からは以上 でございます 。
●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。
本日 は、これを もって散会 いたします。
午後二時 十六分散会
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