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長
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政
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教育委員会教育長

部

田

本

久

察

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、 委員会に付 託した請 願は、別紙 請願文書表（ 第一号）の とおりであ る。

【令和三年 第二回定例 会（九月議 会）請願文書 表

日程第一 、一般質問 を行います。

（ 第一号）は巻 末に登載】
●議長（柴田正 敏議員）

本 日は 、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

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、四番瓜生 議

【 「異議なし 」と呼ぶ者あ り】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）
員の発言 を許します。

おはようござい ます。自 由民主党会 派の瓜生望 で

【四番 （瓜生望 議員）登壇 】（拍手）
●四 番（瓜 生望 議員 ）
す。

当 選させ てい ただ いたば かりの、まだ まだ経験が 浅い私に、 このたび

質問 する 機会を 与え てくだ さった先輩 、同僚議 員の皆様に深く 感謝を申

し 上げ ます。 そし て、 日頃から 私を支援し てくださっ ている皆様 にこの
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場をおか りしてお礼 を申し上げま す。

さん も、 四十三 年の 月日を 、アオコを 含めた水 質悪化とともに 過ごして
き たことになり ます。

八郎 湖の 水質の 悪化 が進む 中、県では 平成十八年に 八郎湖環境 対策室

新 型コ ロナウ イル ス感 染症の感染拡 大が始ま ってから一 年半以上が 経
過し 、地 域経済 や県 民の 生活に大 きな影響を与 えています 。厳しい経 営

れ 、以 降、現 在に 至る まで、 長きにわたっ て対策を講 じてきてい ます。

を 設置 しま した 。翌 年の平成 十九年には 、「湖沼水 質保全特措 法」に基

本 県に おいて は、 この 機をどう 捉えるかが重 要です。少 子高齢化、 健

合併浄化槽の高度処理化や、無代かき・無落水による田植えの促進と

環 境に ある 事業 者の 方々や、 生活に困窮 している方 々など、今 まさに苦

康寿 命の 延伸 、人口 減少 問題など 多くの課題 が山積して いる状況では あ

いっ た発生 源対 策を はじめ として、ヨシ を活用した 植生浄化や 、西部承

づ く指 定湖沼 に八 郎湖 が指定さ れることとな り、これを 受けて県で は、

りま すが、 この ピン チもチ ャンスと捉え るべきです 。様々な分 野で秋田

水 路の 流動化 、高 濃度 酸素水供 給といった 湖水浄化対 策も行ってき まし

し い思 いをさ れて いる 方々への 支援と合わせ て、この先 を見据えた 将来

モ デル が生ま れ、 本県 の課題解 決、そして 日本の未来 の課題解決に もつ

た。 さら には、 馬踏 川河 口付近へのア オコ抑制 装置の設置 といった応 急

「八 郎湖 に係る 湖沼 水質保 全計画」の 策定とと もにその対 策に本腰を入

なが って いくよ う、 私自 身も日々勉強 や挑戦を してまいり ます。引き 続

対 策も行って います。

ビジョン を描き、実 現させてい かなければ いけません。

き 御指 導、 御鞭撻 をい ただき ますようお 願いをしまし て、一般質 問に入

準を 未だ クリア でき ておら ず、令和元 年度の湖沼水 質ランキン グにおい

しか し、 長く 対策 に取り 組みながらも 、ＣＯＤを はじめとす る環境基

はじめに、 八郎湖の これからについ てお伺い します。

ても 、ワースト 四位と、厳 しい状態が 続いてい るのではないで しょうか 。

らせて いただきま す。
まず 、これまで の水質保全 対策に対す る評価につ いてでありま す。
ま いり まし た。 今年の 梅雨明 けは例年よ り二十日ほ ど早く、三 十度以上

八 郎湖 の水質 改善 の状 況とこれ までの対策に ついてどう 評価されて いる

十 四億円の予 算を投入 し、様々な 水質保全対策 に取り組ん できました が、

そこ でま ず知事 に伺 います が、これま で県では、平 成十八年以 降、約

も連 日記録し、 降雨量も例年 と比べると 少ない状況 ということ もあって、

のか、お 聞かせくだ さい。

七月 下旬 、八郎 湖や 馬踏川 周辺を地元 市議会議員と ともに視察 をして

八郎 湖や 馬踏川 には アオコ が発生して おり、街 はアオコの 異臭が漂って

年の 夏に は、 八郎 湖の比 較的広範 囲でアオコ が確認され たそうです 。皮

全 ての 事業 が終了 した のが昭 和五十二年 の三月です。 翌年の昭和 五十三

つい て調 べまし た。 昭和 三十二年五月 に始まっ た八郎潟の 干拓ですが 、

問 題は 一刻も 早く 改善 すべき問 題と思って おり、今回改 めて、八郎 湖に

きれい と言 える 状態 ではあ りませんでし たが、以前 から、八郎 湖の水質

そも そも 、私 が生ま れ、物 心ついた頃 には、既に 八郎湖はお世 辞にも

のビ ジョ ンにう たわ れるよ うな姿にな ってほしいと 、長年願っ てきたの

目途 とし てお りま す。私 を含めて 、特に八郎 湖流域に住 む皆さんは 、こ

望 まし い将 来像を 示し ており 、策定から 二十年後の令 和八年度を 達成の

まれ る。 鳥や魚 や植 物な ど多様な生き 物が命を 育む」とい う、八郎湖 の

続 的な 恵みを もた らす 。水遊び や遊魚など 子供から大人 までが潤い に包

を策定 して いま す。 具体的 には、「農業 や漁業など 湖に関わる 人々に持

県で は、 第一 期の水 質保全 計画策定と ともに、八 郎湖の長期ビ ジョン

次 に、今後の 水質保全対策 の方向性に ついてであ ります。

肉な もの で、私 が大 潟村で この世に生 を受けたのが 、同じく昭 和五十三

では ないでしょ うか。

い ました。

年 の八 月です 。先 月、 私は四十 三歳を迎え ましたので 、八郎湖流 域の皆
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そこ で伺い ます が、 八郎湖環 境の改善、 そしてビジ ョンの達成に 向け
て 、こ れまで の対 策の 評価を踏 まえて、具 体的にどの ような対策 を打っ
ていこ うとしてい るのか、知事 の思いも含 めてお聞か せください 。
次 に、八郎湖 における漁 業の持続可 能性につ いて伺います。
八 郎湖 の長期 ビジ ョンに は、「湖の 内外で継続的 に漁業を営 むことが
でき る。 湖の周 辺の 産業に 恵みをもた らす。湖 と関わる全 ての人々に持

ず、 八郎 湖の漁 業が 衰退し 、結果、長 く続いて きた潟の食文化 も途絶え

て しまうのでは ないかと危 惧していま す。

そこ で、 八郎湖 にお ける漁 業に対する 現状と持続可 能性につい てどの

よ うにお考え か、知事 の御所見を お聞かせく ださい。

次に 、ヤマトシ ジミの繁殖の 可能性につ いて伺いま す。

先ほ ども申 しま した が、ヤマ トシジミの 大発生によ って、平成 二年の

干拓 前の 八郎 湖は、 日本で 琵琶湖に次 いで二番目 の面積を誇 った汽水

純比 較はで きま せん が、八 郎湖は、全国 一位になる だけの破壊 力を秘め

シジ ミの 漁獲 量の全 国一 位は島根 県の宍道湖 で約四千ト ンですので、 単

八 郎湖 の漁獲 量が 一万 トンを 超えたという 出来事があ りました。 ヤマト

湖で 、大変 豊か な漁 場でも ありました。 干拓事業開 始直前の昭 和三十年

て いる とも言 えま す。 私自身、 この件につ いて触れる ほど、ヤマト シジ

続 的な恵みを もたらす」と いう記述も あります 。

に は、 八郎湖 だけ で約 一万六千 トンもの漁 獲量があり ましたので、 近年

ミによ る八郎湖の産 業の復活を 夢見てしま うのです。

八郎 湖の 水質 改善 に向 けた解決策 の一つにな り得るので はないかと も思

ま た、ヤマト シジミは水 質浄化能力も 持ち合わせ ているとさ れており 、

の県 全体 の海面 漁獲 量が 六千トン程度 で推移し ていること を考えると 、
当 時の八郎湖 がいかに 豊かな漁場であ ったかが 分かります 。
その 八郎 湖は 、干 拓事業 と、それに伴 う防潮水門 の締切りに よって、
を 変え ました 。昭 和六 十二年に は、台風の 影響によっ て湖内に海 水が流

ると する なら、 それ は農 業や生活 用水をはじめ 、八郎湖の 水を利用す る

一 方で 、安定 的な 生育 や再生産のた めに八郎 湖を汽水化 する必要が あ

います。

入し 、一 時的に 八郎 湖が 汽水化し たことでヤマ トシジミが 大発生し、 平

多 くの 産業 や人 々に影 響を及 ぼすことに つながるた め、現実的 にはそう

元の 湖水 面積の 約五 分の一 にまで減少 し、そして汽 水湖から淡 水湖に姿

成 二年 には 漁獲 量が一 万トン を超えたと いう大きな 出来事もあ りました

した 判断はでき ないかもしれ ません。

そこ で伺い ます 。ヤ マトシジ ミの種苗生 産や放流、 生育調査な どの研

が 、す ぐに淡 水湖 に戻 ったこと で、ヤマトシ ジミの漁獲 量は急激に 減少
しました 。

続いて いま す。 漁業 者も同 様に減少の一 途をたどっ ており、八 郎湖増殖

郎湖 全体 の漁 獲量は 二百 トンに満 たない状況 となっており 、減少傾向 が

ト シジ ミの現 状や 繁殖 の可能性 について、 農林水産部長 の御所見を お聞

それと も、 淡水 湖と なった 八郎湖では難 しいのか、 八郎湖にお けるヤマ

究結果 を踏まえて 、ヤマトシ ジミが八郎湖 で繁殖する ことは可能 なのか、

究 を水 産振興 セン ター を中心 に行ってきた と思います が、これま での研

漁 協の 組合員 数は 、昭 和五十年 頃には一千 人を超えてい ましたが、 今年

かせくだ さい。

現 在漁 獲され てい る主 な魚種は ワカサギやシ ラウオで、 令和元年の 八

四月の時 点では、百 十四人にま で減少して います。

次 に、健康寿 命日本一に 向けた取組に ついてお伺 いします。

まず、 取組の現時 点での評価 についてで あります。

八 郎湖 で主 に漁獲 され るワカサ ギやシラウ オは、潟上市 をはじめ潟 周
辺の 水産 加工 会社 で、主 に佃煮に 加工されて 全国にも販 売されてお り、

県で は、が んや 脳血 管疾患な どの生活習 慣病による死 亡率が全国 と比

較 して 高い状 況が 続い たことか ら、平成二 十九年に「 健康寿命日 本一」

干拓より もはるか前 から続いてき た潟の食文 化として親 しまれてい ます。
し かし 、この まま では、 漁獲量の減 少と漁師 の減少に歯 止めがかか ら
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ど 、よ り県民 が取 り組 みやす い環境整備に も力を入れ ていると伺 ってお

にお ける 健康経 営の 普及、 市町村と連 携した健 康ポイント 制度の導入な

組 を促 進して いま す。 さらに、 健康長寿推進 員などの人 材育成や、 企業

活 や運 動、 たば こに 関する取 組を柱とし て、県民個 々の健康づ くりの取

ラン 」で は、特 に働 き盛 り世代を 重点世代に据 え、その対 策として食 生

ま す。 この県 民運 動の 実施計画 である「健 康秋田いき いきアクシ ョンプ

を達 成す るとい う目 標を掲 げ、その達 成に向け た県民運動を展 開してい

点 を把握して いくとのこと でした。

も行 い、 年明け に再 び健康 状態のチェ ックを行 うことで生 活習慣の改善

リ ッツ の管理 栄養 士に よる栄養 指導や、元選 手による健 康運動指導 など

ブ レッ トを 用い て生 活習慣に 係る問診を 行いました 。今後は、 ブラウブ

体組 成計 で体脂 肪量 や筋 肉量、栄 養評価などに ついて測定 したほか、 タ

命 延伸 の取組 を子 供の 段階から 働きかける というもの です。この 日は、

ちの 健康 状態を 見え る化し 、その変化 をより明 確にすることで 、健康寿

とも 全国 最下位 、そ の他 の項目でもほ とんどが ワーストク ラスという 結

見 てみ ると、 平成 三十 年度には 、六項目中 、メタボ、 脂質、血圧が 男女

一方 で、健 康リ スク の客観的 指標である生 活習慣病予 防検診デー タを

運 動を 少し ずつ始 める ことが できており 、とてもよい 経験になっ ていま

たいと いう意欲が出 たことで、 足りなかっ た部分を解 消しようと、 現在、

り 組め ばいい のか が分 かりまし たし、次の 測定までは この数値をよ くし

いた だきま した 。自 分の健 康状態の見え る化によっ て、具体的 に何に取

私も 子供 たち と一緒 に体験 し、簡単に ではありま したが、指 導もして

果 でし た。 このデ ータ はアク ションプラ ンの開始年度 の頃のもの ですの

す。

ります 。

で、 この 結果 だけ で判 断するのは 適切ではあ りませんが 、健康寿命 日本
そ こで まず伺 いま すが 、健康寿命日 本一に向 けたこれま での取組に つ

裕の ない 働き盛 り世 代に 対して、 県が積極的に アプローチ して進める べ

る 化の 取組を 、仕 事や 子育てな どで忙しく 、健康づく りに時間を 割く余

今回 のプロ ジェ クト は子供た ちが対象で したが、私は 、こうした 見え

いて 、現 時点で どう 評価 されてい るでしょうか 。課題点や 、今後より 強

き ではないか と思うの です。

一の達成 は、現状で は相当ハード ルが高いの ではないで しょうか。

化 すべき点な ども含め 、健康福祉 部長のお考え をお聞かせ ください。

につい ては 、意 識的 に取り 組めてはいま せん。特に 運動に関し ては、常

仕事 柄「 コミ ュニケ ーシ ョン」は 取っている 方だとしても 、食事、運 動

三 つが大事だ と言われてい ます。しか し、自分 自身の生活 を振り返ると 、

健康 で長生 きす るた めには、 食事・運動 ・コミュニ ケーション 、この

可 能に なり、 健康 寿命 日本一の 達成に近づ くと思います が、健康状 態の

うか。 また 、デ ータ を分析 することで、 その後の対 策にも生か すことが

代の 継続 的な データ 蓄積 ができる ことは非常 に有効なので はないでし ょ

し 、県 もアク ショ ンプ ランで 重点世代とし ている世代 ですので、 この世

健康 意識 の高ま りや 生活習 慣の改善に つながる 可能性が高 いと思います

そ こで 知事に 伺い ます。 働き盛り世 代へのアプロ ーチは、個 人個人の

に 車移 動の生 活の 中で 、日々の 歩数は県の 目標値である 九千歩には 、ほ

見え る化 の取組 への 県の 積極的な推進 について 、どうお考 えかお聞か せ

次に 、健康状態 の見える化の 取組推進に ついて伺い ます。

ど遠い状 況です。
湖小 学校 と一 緒に 進めて いる健康 寿命延伸プ ロジェクト に参加させ てい

まず、各競 技の裾野 拡大に向けた環 境の整備 についてで あります。

次に、 「スポーツ 立県あきた 」の推進に ついてお伺い します。

く ださい。

ただ く機 会があ りま した。 このプロジ ェクトは、社 会福祉法人 が秋田市

県が 「スポーツ 立県あきた 」を宣言し てから十二年 が経過し、 この間、

こ うし た中 、今年 七月 に、地元 潟上市の社 会福祉法人が 、潟上市立 東

の 医療 情報シ ステ ム会 社ととも に今年度始 めたプロジ ェクトで、 子供た
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競技 力の 向上や 次世 代アス リートの発 掘・育成 など、「スポー ツ王国秋

に よっ て、教 員の 多忙 化防止や 働き方改革 を進めるた めに地域の 方々に

とし た「 地域運 動部 活動推 進事業」を スタート しました。これ らの事業

で きます。

も協 力を 求め、 部活 動を 持続可能 にしていこう という方向 性は十分理 解

田 」の復活に向 けた取組を 進めてきた ものと思 います。
競技 力の 向上に 関し て私は 、幼少期か らそれぞれの 競技に触れ ること
が でき る環 境を つく り、各競 技の裾野を 広げること が非常に重 要である

スポ ーツ 少年 団を見 ても、 団員数の減 少でチーム が維持でき ず、解散

護者 との関 係性 づく り、練 習計画などや るべきこと が多くあり ます。部

競技 の指 導は もちろ んの こと、教 員や学校と の関わり方 、子供たちや 保

し かし 、現場 のこ とを考 えると課題 も多くあるの ではないか と感じて

や統 合が進 んで いま す。過 去十年間の推 移を見ると 、競技別で 最も登録

活 動指 導員の 配置 や、 地域団体 による休日 指導は、す なわち複数の 団体

と 、日 頃から 考え てい るのです が、少子化等 の影響によ って、本県 の子

数 が多 いミニ バス ケッ トボール は、平成二 十三年に百 八十五チーム があ

や指 導者 が子供 たち の指 導を行うこと になりま す。私が懸 念するのは 、

いま す。 私自身 、ス ポーツ 少年団や中 学校の外 部指導員を 十数年経験し

りまし たが、昨年は 百七十一チ ームと、十 四チームも 減少していま すし、

こ うし た環 境の変 化が 、子供 たちにとっ ては、誰の指 導を信じた らいい

供た ちが 様々な スポ ーツに 触れる機会 が少なく なっている のではないか

ほ かの 競技 を含め た全 体では 、百十チー ムも減少して います。中 には、

か分 から なく なっ てし まうなど、 混乱につな がってしま うのではな いか

て きました。 競技技術の指 導と教育の 両立を図 らなければ ならない中で 、

なく なっ てし まっ た競 技もあり、 こうした事 態は、子供 たちの競技 種目

とい うこ とです 。県 として の方向性や 制度設計をき っちり決め ていかな

と 感じていま す。

の選 択肢 を奪う こと になり 、競技力向 上を目指す本 県にとって も大きな

そこ で伺 います が、 事業を 進める上で は、地域にな じむ柔軟な 制度設

けれ ば、影響を 受けるのは 子供たちで す。

人口 減少 が進む 中で 、各競 技の裾野拡 大に向けては 、県として 、特に

計 や、 導入 後の フォロ ーアッ プなども重 要と思いま すが、この 二つの事

損失 です。
子 供た ちが 様々 なスポ ーツに 触れること ができる環 境の整備を 進める必

次 に、「チー ムＡＫＩＴＡ 」による選 手強化につ いてであり ます。

業 を導 入して いる 地域 及び学校 の状況や、今 後の事業展 望について 、教

次 に、中学校 の運動部活動 についてで あります。

今年 はコ ロナ 禍にあ りなが らも、イン ターハイや 高校野球など 全国大

要 があ ると考 えま すが 、観光文 化スポーツ部 長のお考え をお聞かせ くだ

競技 力の 向上 には、 スポー ツ少年団か ら中学校、 競技によって はクラ

会が開 催さ れ、 高校 生の頑 張る姿に県民 も元気をも らったこと と思いま

育長のお 考えをお聞 かせくださ い。

ブチー ム、 そし て高 校と段 階的に考えて いかなけれ ばならない と思いま

す 。私 も小さ い頃 は、 全国上位 で戦い活躍 する県代表の お兄さんや お姉

さい。

す 。中 学校の 部活 動に 関しては 、部活動の 質的な向上と 教員の多忙 化防

さん にあ こがれ を覚 え、 子供ながらに 、秋田に 暮らしてい ることが誇 ら

しか し、 数年 前の 金足農業 フィーバー はあったも のの、全国 上位の常

止や 働き 方改革 を支 援す るため、中学 校に「部 活動指導員 」を配置す る
さら に、 今年 度の 六月補 正予算に おいて、休 日の部活動 の段階的な 地域

連だ った スポー ツの 成績は 低迷が続い ている現状で す。このこ とは、高

し かった記憶 がありま す。

移行 に向 けて、 地域 人材の 確保や費用 負担の在り方 、運営団体 の確保な

校 スポ ーツの 強化 が思 うように 進んでいな いともいえ 、その結果 、有望

「 運動部活動 活力アッ プ支援事業」を 令和元年 度から実施 しておりま す。

ど の課 題に総 合的 に取 り組み、 地域部活動 の展開につ なげること を目的
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県内 の高 校へ行 って も全 国の上位 では戦えず、 自分の将来 につながら な

ま す。県外への 進学を希望 する中学生 の選手数 名に話を聞いた のですが 、

な中 学カ テゴリ ーの 選手が 県外へ進学 してしま うという事態も 起きてい

シ ャル ワー カー の増 員などに よって、し っかりと人 的支援の充 実を図っ

きめ細かな対応が難しくなってしまいますので、まずはスクールソー

る 理由 も多様 化・ 複雑 化してい ます。こう した状況で は、一人一 人への

どへ の相 談件数 が年 間千五 百件を超え る状況と なっており、不 登校にな

また 、学校 現場 の状 況を見る と、不登校 の児童生徒 の出席の取 扱いや

い こと から 県外 の高 校を選ん でいるそう で、悲しい ことに県内 への進学
少子 化が続 く本 県で あります が、有望な 選手を流出 させている 負のス

成 績評 価の取 扱い につ いて、 現在は、学校 長の判断次 第となって おり、

てい ただきたい と思います。

パ イラ ルから しっ かり と抜け 出し、県内で も全国で戦 える状況を つくる

共通 の判 断基 準がな いそ うです。 中には、学 校以外の場 での努力が認 め

は考 えたことも ないというこ とでした。

のが私 たち大人の 役割です。

ても らえず 成績 評価 なしと なってしまい 、また、出 席も認めら れなかっ

た例 があると聞 いています 。やはり、何 らかの事情 で登校はで きずとも 、

こう した中 、県 では 、これま での強化拠点 校の高校生 を中心に強 化・
育 成す る方針 を改 め、 今年度か らは新たに 、競技団体 が主体となっ て、

学び に対 する支 援は 絶対 に必要であり 、その努 力が評価で きない、も し

また 、公 的な 支援 だけで はなく、学校 と教育委員 会、地域の 民間事業

県全 体の 中学生 ・高 校生 から選抜され た「チー ムＡＫＩＴ Ａ」を中心 に
そこで、これまでの強化拠点校制度にはどのような課題があって

者に よる 連携の 強化 によっ て登校児童 生徒の支援の 場を増やし ていく努

く は評価しに くいとい う状況は変えて いく必要 があると思 います。

「チ ーム ＡＫＩ ＴＡ 」によ る強化に至 ったのか、ま た、今後の ジュニア

力が 必要である と思います 。

強 化するとい う体制に 移行したと聞い ています 。

層 の強 化に向 けて の方 向性や目 標について 、知事はど うお考えか 、お聞

そこ で教 育長に 伺い ますが 、不登校の 児童生徒への 支援に係る 現在の

取 組状 況と 、課 題点や 改善点 、そして今 後の支援の 在り方につ いて御所

かせく ださい。
最 後に、不登 校の児童生 徒への支援 についてお伺 いします。

見を お聞かせく ださい。
（ 拍手）
●議長（ 柴田正敏議 員）

おはよう ございます 。瓜生議員の 一般質問に お答

ま ず、 八郎 湖のこ れか らについ て、これま での水質保全 対策に対す る

えを申し 上げます。

●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。

全 国的 に不登 校の 児童生 徒数は年々 増加傾向にあ りますが、 本県にお
いても同様に増加傾向が続いており、令和元年度には九百六十三人と
な っています 。
こう した 中、 不登校 の児童 生徒への教 育機会の確 保支援が明記 された
「教育 機会 確保 法」 が平成 二十九年二月 に完全施行 となり、き め細かな
支 援を 行う観 点か ら、 教育委員 会と学校、 そして民間団 体との連携 など
の支援を 進めること とされてい ます。
本 県に おけ る支援 状況 を見ます と、スクー ルソーシャル ワーカーや ス

八郎 湖にお いて は、 これまで 、県内外の 学識経験者等 の専門家の 意見

評価で ございます 。

いっ た公 的支援 の充 実が図 られている ほか、民間事 業者による フリース

や 費用 対効果 を踏 まえ ながら、 湖沼水質保 全計画に基 づき、ハー ド・ソ

クールカウンセラーの配置、適応指導教室やスペース・イオの設置と
ク ール の運営 など もあ ります。 しかし、ス クールソー シャルワー カーな
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を 行っ ている ほか 、許 可された 操業期間の 中で、地元 加工業者の 需要に

八郎 湖増殖 漁業 協同 組合では 、毎年三千 万粒以上の ワカサギ卵の 放流

そ の 結 果 、 水 質 に つ い て は 、 環 境 基 準 の 指 標 で あ る Ｃ Ｏ Ｄ や 窒 素、

見合 った 水揚げ を行 って おり、こ うした取組が 漁獲量の安 定につなが っ

フトの両 面から、様 々な取組を行 ってまいり ました。
りん の値 が横ば い傾 向で 推移して いるものの、 流入する汚 濁負荷量は 確

組 合員 数につ いて は、高 齢化に伴い 脱退者がいる 一方、昨年 は、県が

て いるものと 考えてい るところで あります。

ま た、 周辺住 民の 関心が 高いアオコ については、 過去に湖面 全域にわ

実施 して いる漁 業ス キルア ップ実務研 修の修了 生が加入す るなど、ここ

実 に減少して おります 。
たる よう な異常 発生 が見ら れましたが 、平成二 十五年以降 、気象状況に

五 年間で十五 名が新たに加 わっており ます。

間 を設 定する など 、潟 の食文化 が途絶える ことがない よう、資源管 理に

り重 要と考 えて おり 、引き 続き、資源状 況を把握し ながら適切 な操業期

今後 とも 、八 郎湖の 漁業が 持続してい くためには 、資源の安 定が何よ

よ り一 時的な 臭気 の発 生があ るものの、全 面的な異常 発生は抑え られて
おり 、水 質の 保全に つい て、一定 の成果を得 ているもの と考えており ま
す。
今 後の 水質保 全対 策の方 向性でござ いますが 、湖沼の水 質を改善する

努めて まいります。

次 に、健康寿 命日本一に 向けた取組で ございます 。

ため には 、汚濁 状態 を自 然循環により 解消する 大量かつ継 続的な水資 源
の 流入 が物 理的に 不可 能なこ とから、取 り得る策とし ては、流入 する汚

健康 状態 の見 える 化の取 組推進でござ いますが、 近年、医療 保険者等

にお いて 、個人 の健 診結果 を経年で示 し、結果の見 方について 説明会を

濁負 荷量 の削 減が 最も 重要であり 、湖内浄化 やアオコの 対策を継続 する
とともに 、発生源対 策を一層強化 していく必 要があると 考えており ます。

開 催す るなど 、デ ータ を活用し た個人への 働きかけが 徐々に進め られて

県 では 、医 療保 険者と の連携に より、特定 健診や医療 費データを 、市

きてお ります。

特 に、 流域に 占め る農 地の割合が高 いという 八郎湖の特 性を踏まえ 、
農業 排水 からの 汚濁 負荷 を削減す る取組として 、自動操舵 システムを 活
用 した 田植 機の 普及に より、 濁水を出さ ない移植栽 培の拡大を 図ってま

町 村ご とに集 計し た資 料集とし て取りまとめ 、地域にお ける働き盛 り世

代を 含め た県民 の健 康状態 の見える化 を図って おり、県の みならず、市

いり ます。
また 、本年 度か ら大 潟村にお いて着手さ れた国営か んがい排水 事業で

町 村等 による 健康 づく り施策 の立案にも活 用されてい るところで ありま

また、 国に おい ては 、マイナ ポータルによ り、自らの 健診結果や 薬の

は 、農 業用水 路の 改修 や沈砂 池の設置が行 われること になってお り、汚
今後も 、国 等関 係機 関と連携 しながら、県 民共通の願 いである「 恵み

処 方履 歴など の保 健医 療情報を 閲覧可能に するほか、集 積データを 民間

す。

や 潤い のある わが みず うみ」の 実現を目指 し、着実に取 り組んでま いり

企業 が活 用して 、新 たな 健康づくりに 係るサー ビスを提供 できる仕組 み

濁負荷 量が低減し ていくもの と期待してお ります。

ます。
干拓 以降 、八 郎湖 の漁獲量 は減少傾向 にあります が、需要の 多いワカ

きい こと から、 今後 の新し い動向に注 目し、県民に 対するきめ 細かな情

こう した 取組 は、 個人の健 康増進や疾 病の予防に つながる可 能性が大

の 構築が進め られてお ります。

サギ やシ ラウオ につ いては 比較的緩や かな減少にと どまってお り、近年

報 提供 に努め ると とも に、企業 とも連携し ながら、健 康寿命日本 一の実

次 に、漁業の 持続可能性 でございます 。

は、 年次変動は あるものの 二百トン前 後で推移して おります。
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童 ・生 徒が減 少し 、団 体競技の チーム編成 が困難にな るなどの状 況が生

少子化の進行により、学校の部活動やスポーツ少年団に所属する児

次 に、「スポー ツ立県あき た」の推進 でございま す。

じて おり 、スポ ーツ に親 しむ機会 の減少は競技 力の向上に も大きな影 響

現につな がるよう取 り組んでまい ります。
「チ ーム ＡＫＩ ＴＡ による 選手強化」 でございます が、平成二 十二年

こ のた め、競 技団 体等で は、近隣の 学校等の連合 チームによ る大会参

を 与えている ものと認 識しており ます。

お いて 天皇杯 二十 位と なる躍進 につながった ほか、イン ターハイな どの

加を 認め ている ほか 、競技 に親しめる 体験会や イベントの 開催、成長の

度 から 始ま った 高等 学校強化 拠点校制度 は、平成二 十九年の愛 媛国体に
全国 大会 におい ても 複数の 優勝者を出 しており 、一定の成 果があったも

段 階に 応じた 適切 な指 導によ る、楽しみな がら競技を 継続できる 環境づ

くりな ど、スポー ツの普及に 向けた取組を 実施してお ります。

の と受け止め ております。
しか しな がら 、拠点 校から 他校への波 及効果が少 なかったこ とや、一

可 能性 を発掘 する チャ レンジス クールや、 競技活動の 選択肢を広げ るた

また、県で は、子供たち が様々なス ポーツに 触れること ができるよう 、

県 全体 として の競 技力 の底上げ にはつなが らず、令和 元年の茨城国 体で

めの 運動 能力測 定会 のほ か、プロスポ ーツと連 携した親子 運動教室の 開

貫指導体 制の柱になる 競技団体と の連携が不 足していた ことなどによ り、
は、少 年種別の成績 が全国最下 位になった ところであ ります。

の定 期的 な練習 会の 開催や 、学校の垣 根を越えた質 の高い指導 と充実し

競技 団体 が中 心に なっ た一貫指導 体制のもと 、全県から 選抜された 選手

来年 度からスタ ートする「 第四期秋田 県スポー ツ推進計画」に 位置づけ 、

ていくた めには、競 技の裾野の拡 大は一層重 要になるも のと考えて おり、

人口 減少 と少 子化 が今後 も進む中、「 スポーツ立 県あきた」 を推進し

催 など、多様 な機会を 提供していると ころであ ります。

た 練習 環境の 提供 によ り、全国 で活躍でき る選手の育 成に取り組 んでお

関係機関と協議しながら、子供のスポーツ機会の充実に積極的に取り

こ のた め、 今年度 から 実施して いるチーム ＡＫＩＴＡ強 化事業では 、

り、 今後 は、外 部有 識者 のアドバ イスをいただ きながら事 業の検証・ 改

組 んでまいり ます。

ま いりました 。

私からは、 健康寿命日 本一に向け た取組

県民 運動 を展開 し、 報道 機関の協力を 得ながら 、様々な取 組を推進し て

運 動推 進協議 会」 を主 体として 、県民一人 一人の生活習 慣の改善を 促す

健康寿 命日 本一 に向 けては、 官民協働によ る「秋田県 健康づくり 県民

の現時 点での評価 についてお 答えいたしま す。

● 健康 福祉部 長（ 佐々 木薫君）

【健康福祉 部長（佐々 木薫君）登 壇】

私か らは以上で す。

善 を図ってま いります 。
また、小・中学生を対象とした能力測定会やスポーツ体験会、オー
ディ ショ ンによ るタ レント の発掘、中 学生の強 化選手指定 などを実施し
て おり 、引き 続き 、チ ームＡ ＫＩＴＡ強化 事業と合わ せ、ジュニ ア層の
育成 に努 める ととも に、 競技団体 や学校等と 連携しながら 、国体にお け
る少年 種別 の成 績の 向上を 目指し、競技 力の強化に 取り組んで まいりま
す。
私からは以 上です。
【 観光文化ス ポーツ部長 （嘉藤正和君 ）登壇】

その 成果 とし て、 協議会会 員数や県版 健康経営優 良法人認定 数、健康

長寿 推進 員の育 成数 、受動 喫煙防止宣 言施設数が着 実に増加す るなど、

私か らは、「ス ポーツ立県 あき

た」 の推 進のう ち、 各競技 の裾野拡大 に向けた環境 の整備につ いてお答

県民 の健康意識 は確実に向 上してきて おります。

●観 光文 化スポ ーツ 部長 （嘉藤正和 君）
えい たします。
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一方 、血圧 や脂 質な ど、生活 習慣病に関 する主な指 標は、全国平 均と
比 較し て改善 が進 んで おらず、 引き続き取 組を着実に 推進する必 要があ
ると考 えておりま す。
ま た、 疾病 の早 期発 見と早期治 療につなが る特定健診 やがん検診 につ

続き調査 を進めてま いります。
以 上でございま す。

瓜生 議員からの 御質問にお 答えいた

【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）

はじ めに、 中学 校の 運動部活 動について であります が、学校教 育の一

しま す。

べき 課題 の一つ であ ること から、ＩＣ Ｔを活用 した健（検 ）診予約シス

環 として行わ れる運動部活 動は、体力 の向上や 豊かな人間 性の育成など 、

い ては 、コロ ナ禍 の影 響により 受診控えが発 生しており 、早急に対 応す
テ ムの 普及や 、か かり つけ医 等による受診 勧奨の拡大 など、受診 率向上

教育 的意 義の 高い活 動で ある一方 、少子化等 により運営 が困難な部活 動

が増 えてい るこ とか ら、抜 本的な改革に よる持続可 能な体制の 整備が必

に向け た取組を進 めてまいり ます。
コロ ナ禍の 影響 もあ り、健康 寿命日本一は 一朝一夕で 実現できる もの

県教 育委員 会で は、 運動部 活動の指導・ 運営体制の 一層の充実 を図る

要で あると認識 しておりま す。

進、 たば こ対策 等を 着実 に進めること により、 県民一人一 人の意識改 革

た め、地域人 材の活用 や休日における 活動の環 境整備に取 り組んでお り、

で はあ りませ んが 、引 き続き、 栄養・食生 活改善や運 動・身体活動 の促
と 行動 変容 を確実 に促 進し、 健康寿命日 本一の目標の 達成に向け 、オー

今年度 は、八市に 三十七名の 部活動指導 員を配置し 、教員の負担 軽減や、

を支 援し 、競技 力の 向上等 につなげる ためには 、指導者を はじめとする

運 動部 活動を 取り 巻く環 境が大きく 変化する中、 生徒の主体 的な活動

の 成果を普及 していく ことにして おります。

設置 し、 部活動 の円 滑な 地域移行 に向けた研究 を進めてお り、今後、 そ

ま た、 地域運 動部 活動 推進事業を実 施してい る地域では 、運営会議 を

生徒の技 能向上を図 っているとこ ろでありま す。

ル秋田 で取り組ん でまいりま す。
私からは以 上であり ます。
私 からは、八郎 湖でのヤマ トシジミの 繁

【農林 水産部長 （佐藤幸盛 君）登壇】
●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）
殖 の可能性に ついてお 答えいたし ます。
ヤ マト シジミ は、 汽水域 に生息し、 産卵期には塩 分が必要で あること
から、八 郎湖での自 然繁殖は困 難であります 。

県教 育委 員会 としま しては 、部活動の 在り方に関 する国の動向 を注視

関 係者による 指導方針等の 共有がより 一層重要 となります 。

水産 振興 セン ターで は、 平成五年 から放流試 験を行いまし たが、二年 以

しつつ 、学 校と 地域 が連携 を図りながら 、生徒を中 心に据えた 指導・運

一 方、 稚貝に 成長 して からは、 淡水でも成育 が可能であ ることから 、
上生存 した 個体 はほ とんど 確認されず、 平成十三年 に放流を中 止いたし

次に 、不登 校の 児童 生徒へ の支援につい てでありま すが、中学 生の多

営体 制を構築で きるよう取 り組んでまい ります。

その 後、第 二期 湖沼 水質保 全計画に、シ ジミによる 水質浄化対 策が盛

様 な悩 みに 対応す るた め、昨 年度から全 ての中学校に スクールカ ウンセ

まし た。
り 込ま れた ことか ら、 平成二 十六年に種 苗放流と追跡 調査を再開 してお

ラー を配 置す ると ともに 、小学校 では児童や 保護者等の 要請に応じ て、

ま た、 五か所 の教 育機関 に、計十名 のスクー ルソーシャ ルワーカー を

広域カウ ンセラーが 相談活動を行 う体制を整 備しており ます。

り、こ れまでコイ の食害が多 いことを確 認しておりま す。
この ため、 保護 ネッ トによる 試験を実施 しております が、いまだ 生存
率 が三 パーセ ント 未満 と低いこ とから、放 流サイズの 大型化など 、引き
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の強 化を 検討 すると とも に、児童 生徒の学び を保障し、 意欲をもって 主

速 に対 応する ため 、ス クール ソーシャルワ ーカーの増 員による相 談体制

県教 育委員 会と しま しては、 複雑で年々 増加する相 談にきめ細 かく迅

市町 村では適応 指導教室を十 五か所に設 置しており ます。

学 び過ごせる 居場所を 提供するた め、県では スペース・イ オを四か所 に、

さら に、 不登校 やそ の傾向 にある児童 生徒に、学校 以外でも安 心して

い るところであ ります。

配置 し、 福祉事 務所 や児童 相談所等の 関係機関 と連携した支援 を行って
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三十 六番
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三 十 番
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策
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番

番

宇 佐見
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松

玉

生

田

政

康

明

人

ま す。

回には 至っていま せん。

休 憩前に引き続 き会議を開 きます。

日本 共産党の加 賀屋千鶴子 です。

康

子

一

司

め まし た。反 対・ 批判 の声が全 国各地で巻 き起こりま したが、未 だに撤

二〇 一九 年九月 、四 百二十 四の公立・ 公的病院 を名指しし再編 統合を求

い、 国が主導して 策定しまし た。政府は 、地域医療 構想を進める ために、

地 域医 療構 想は 、医療 給付費が かさむ急性 期を中心に 病床の削減を 狙

はじめ に、地域医療 構想につい て伺います 。

早速 、質問に入 ります。

●十番（加 賀屋千鶴子議 員）

【十番（ 加賀屋千鶴 子議員）登 壇】（拍 手）

日程 第一、 一般 質問 を継続い たします。 十番加賀屋 議員の発言 を許し

●議長 （柴田正敏 議員）

洋

体的 に活動 でき るよ うにす るため、自宅 でＩＣＴを 活用した学 習への支

四 十 番

田

彦

四

番

児

千鶴 子

幸

援 や市 町村、 関係 機関 及び民間 団体との連 携により、 社会的自立に 向け

鶴

修

六

番

加賀屋

郎

地方自治 法第百二十 一条による 出席者

四十 二番

野
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八

番

緑

太

休憩前に 同じ

た多様 な教育環境の 構築に努め てまいりま す。
四番 瓜生議員の 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 時五十分休 憩

小
井
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太
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一
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十 九 番
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療崩 壊の 状態で あり 、コ ロナ禍の 中で医療の拡 充・強化が 求められて い

治 療を 受けら れな いま ま自宅で 亡くなる方 が増えてい ます。まさ しく医

今、 全国で は、 新型 コロナウ イルスに感 染しても入 院できず、適 切な

で きません。

おり 、在 宅医療 を支 える ためにも 地域に近い病 院の存在は 欠かすこと が

ま す。 また、 多く の県 民は、住 み慣れた地 域で暮らし 続けたいと 願って

五歳 以上 の人口 が増 え続け ますから、 今よりも 急性期病床が必 要になり

てい くこ とは避 けな ければ ならないと 考えます 。知事の御 所見をお伺い

地 域の 実情や 住民 の願い を踏まえる ことなく地域 医療構想が 進められ

ま す。しかし 、政府は 、病床削減 をやめよう としません。 それどころ か、
全額 国庫負担の 給付金を支給 してまで病 床削減を推 進しようと しており、
医療崩壊 に自ら手を 貸していま す。
は盛 り込 まれ ておら ず、 次の計画 から追加さ れることに なりました。 当

ば、 実際に 使え る病 床には なりません。 さらに言え ば、医師や 看護師の

病床 が確 保さ れても 、医師 や看護師な どの医療人 材が確保さ れなけれ

し ます。

然、地域医療構想には反映されていません。感染症指定医療病院のほ

人 間ら しい働 き方 を実 現させる ためには、 計画的に人 員を増やして いく

現 在の 医療計 画に は、 新型コロ ナウイルス感 染症のよう な新興感染 症

と んど は公立 ・公 的病 院で占め られていま す。本県で は全て公立・ 公的

ことが 必要です。

促進の取 組が必要と 考えますが、 健康福祉部 長の見解を 伺います。

医師 総合 支援 セン ター のさらなる 充実が必要 なほか、看 護師の県内 定着

こ うし たこ とから 、秋 田大学医 学部医学科 の地域枠の増 員や、あき た

病院 が担 ってい ます 。新 型コロナウイ ルス感染 症患者の受 入れも民間 病
院 は一か所だ けで、ほ とんどを公立・ 公的病院 が担ってい ます。
全国 自治 体病 院開 設者協 議会会長の平 井鳥取県知 事は、地域 医療構想
につ いて 「一旦 凍結 し、今 はコロナ対 応に専念すべ き」との考 えを示し

削 減に 向けて 動い てい ます。今 年度第一回調 整会議の資 料によると 、昨

県 内で は、 地域 医療構 想調整会 議で十分な 議論がなさ れないまま 病床

店に 直接 出荷し てい る農家 からは、再 び緊急事 態宣言が発 令されたこと

の 生産 農家は 米価 暴落 の不安に 襲われていま す。実際に 、首都圏の 飲食

自 粛で 外食 を中 心に米 需要が 大きく減少 しており、 米の収穫を 前に、米

次に 、米価の下 落対策につ いて伺いま す。

年度 行わ れた五 医療 機関の 病床削減に ついて、 「コロナ禍 の中、従来の

で 、出 荷する はず の米 がキャ ンセルとなり 、行き場が なくなった などの

ています。秋田県としても住民の命を守る立場で、地域医療構想の中

方 針を 見直す こと なく 補助金 により病床削 減をする方 向性に違和 感があ

声が 寄せ られ ていま す。 こうした こともあり 、県内の米ど ころでは、 在

昨年 来、 新型コ ロナ ウイル ス感染拡大 に伴い、飲食 業等の休業 ・営業

る」 、「 公立 ・公的 病院 の再編は 、単純な近 隣病院との関 係で推し進 め

庫の増 加に 備え 、新 米を保 管する倉庫を 新たに準備 するなどの 対応に追

止・凍 結を国に強 く求めるべき です。

るべき では ない 」な どと指 摘されていま す。しかし 、今年度に 入ってか

農林 水産省 が公 表し た米穀 の需給の見通 しでは、二 〇二一年米 の来年

われ ています。

が移 転新 築に伴 い病 床削 減を行う計画 であるこ とが明らか になってい ま

六 月末 にお ける民 間在 庫量は 二百十万ト ンと推計され ており、適 正在庫

ら も、 新たに 大館 市立 扇田病院 の無床診療 所化や由利本 荘市の民間 病院
す 。こ うし たこと から も、病 床削減支援 給付金が病床 削減の背中 を押す

こう した厳 しい 需給 環境を反 映し、ＪＡ 全農あきたが 発表した二 〇二

とされ る百八十万 トンを大幅 に上回る見 通しです。

地域 医療構 想は 、二 〇二五年 の人口を想 定し試算して います。本 県で

一 年産 米の概 算金 は、 あきたこ まち一等米 が前年同期 に比べ二千 円も安

形にな っているこ とは明らか です。
は 、人 口が減 少し ても 、病気に かかりやす く最も医療 を必要とす る七十
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いと いう 声が寄 せら れて います。 全国の農家や 農業団体か らも米価下 落

一 万五 千円と 言わ れる 中、大規 模経営ほど 影響が大き く、やって いけな

い一 万六 百円と なっ たほか 、一万円を 割る銘柄 もあります。再 生産費が

八月だけで六百四人の新規感染者が出ており、若年層の感染やクラス

要と なる 大規模 なＰ ＣＲ 検査の実 施に背を向け てきました 。本県でも 、

動 の自 粛は求 めて も、 感染者を 早期に発見 し、保護・ 隔離するた めに必

宿主 の免 疫向上 が三 原則と されていま す。しか し、菅政権は、 国民に行

こう した状 況を 踏ま え、ワク チン接種を 速やかに進 める努力と 合わせ

対 策を 求め る声 が上 がってお り、米の比 重が多い本 県にとって も死活問
全国 知事会 にお いて も、二〇 二二年度「 国の施策並 びに予算に 関する

て 、感 染伝播 の鎖 を断 つため に、ＰＣＲ検 査や抗原検 査キットの 検査能

ター の発生も増 えています。

提 案・ 要望」 の中 で、 「新型 コロナウイル ス感染症の 影響に伴う 需要量

力を 生か し、 感染の 有無 を速やか に検査でき る体制を整 備する必要が あ

題で す。

の減 少は 、米 の需給 環境 の厳しさ を助長して おり、需給 環境の改善へ の

ります。

特 に、 感染の 広が りが見 られる若年 層に対す る検査体制 の充実が急が

取組 は生産 者、 関係 団体及 び自治体だけ では限度が あるため、 備蓄米の
買 入数 量を拡 充す るこ と」を求 めています 。しかし、 農林水産省は 、概

れま す。 政府は 、校 内で 検査ができる よう、希 望する全て の市町村教 育

に、 秋田 市で も抗 原検 査キットを 各学校や保 育所などに 配り、児童 ・生

算金 が昨 年より 下が るの は認めつつも 、「需要 に応じた生 産を」と述 べ
コロ ナ禍 で米 の需 要が減 少しているの は、生産農 家の責任で はありま

徒の 検査 を行う と発 表しま した。県と して、児童・ 生徒や教職 員、保育

委 員会 及び 県立学 校に 抗原検 査キットを 配布する方針 です。これ とは別

せん 。政 府が過 剰在 庫を備 蓄米として 買入れ、需給 環境を改善 し、米価

士 など に定期 的な 検査 を行える よう、検査 体制構築に 向けた戦略 を持つ

る だけです。

下落 に歯止めを かけるよう 、改めて国 に強く働 きかけるべきで す。

布に 活用 するこ とも 可能で す。実際に スーパー のお米売り 場で、値段を

は ない でしょ うか 。買 い取った 米については 、生活に困 窮する方へ の配

援 策を 講じ るほ か、過 剰在庫 を解消すべ く、米の買 入れを実施 すべきで

も のと 考えま すが 、国 に検査 体制の充実を 求めつつも 、県民が身 近な場

に働 きか けをす べき です。 ＰＣＲ検査 は、基本 的に国の責 任で行うべき

を 行っ ていま すが 、同 様の検査 窓口を県南・ 県北にも設 置するよう 企業

ま た、 民間 企業 が秋田 市役所内 にＰＣＲ検 査センター を設置し、 検査

べきと 考えますが 、教育長の見 解をお伺い します。

見 て悩 みなが ら買 わず にその 場を立ち去る 親子を目に しました。 また、

所で 速や かに 検査を 受け ることが できるよう にすべきです 。知事の御 所

併せ て、 県とし ても 関係団 体と協力し 、融資にとど まらず農家 への支

青年 団体 が昨 年から 学生 向け食糧 支援を行っ ていますが、 団体の支援 を

新 型コ ロナウ イル ス感染 症患者の急 増により 医療資源がひっ 迫し、全

見をお伺いし ます。

訴 え、 米の提 供は 大い に喜ばれ 、歓迎され るそうです。 ぜひ県によ る米

国的 に自 宅療養 者が 急増 しています。 本県では 、「病床・ 宿泊療養施 設

受ける 学生 の四 割超 が、ア ルバイトの減 少などによ る厳しい経 済状況を
の買 入れ 実施に 向け 進め てほしいと考 えますが 、知事の御 所見をお伺 い

確 保計 画」 で定め るフ ェーズ を最終の「 フェーズ六」 に引き上げ 、新型

コロ ナウ イル ス感 染症専 用病床を 二百三十床 確保すると 同時に、抗 体・

し 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。

カク テル 療法を 行う ための 病床を四十 三床確保し、 合計で二百 七十三床
を確 保したとこ ろです。

新型コロナ ウイルス の感染拡大によ る医療崩 壊が深刻に なっていま す。
感 染症 対策は 、感 染経 路の遮断 、感染源の 排除、ワク チン接種等 による
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最大 総定 数を超 えた と発 表しまし た。想定外の 感染拡大が 発生しても 県

際 に、 厚生労 働省 は、 「第五波 」では二十 六都府県に おいて療養 者数が

ほ とん どで す。 こう した方々 は、深刻な 経済状況に 置かれ、生 活に困窮

方た ちは 、女性 や学 生、 高齢者が 多く、しかも その雇用形 態は非正規 が

コ ロナ 過で最 も影 響を 受けている宿 泊・飲食 サービス業 で働いてい る

長の見解 をお伺いし ます。

民 に適 切な 医療 を提 供できる よう、臨時 的医療施設 、いわゆる 「野戦病

して います。

しか し、今 後、 想定 を超える 感染拡大が 起こる可能 性もあります 。実

院 」を 設置で きる よう に準備を すべきと考え ますが、知 事の御所見 をお

ふだ んの生 活で も密 を避け るなど「新し い生活様式 」が求めら れ続けて

私た ちは 今、 県境を 越えた 旅行やイベ ント等の開 催自粛はも ちろん、

次 に、コロナ 禍における支 援の在り方 について伺 います。

に、 新型コロナ 感染症生活 困窮者自立支 援金を支給 することに しました 。

ける もので す。 また 、特例 貸付を最大限 まで借り切 った世帯な どを対象

ます 。総 合支 援資金 と緊 急小口資 金、合わせ て最大二百 万円まで貸し 付

都 道府 県の社 会福 祉協 議会を 通して生活福 祉資金の特 例貸付を行 ってい

政府 は、コ ロナ 禍の 影響で所 得が減少し た世帯に対 する支援と して、

い ます 。その 結果 、様 々な県内 企業の売上 げが減少す ることで、更 なる

こう した 貸付を 前提 とし たもの以外の 有効な支 援策は、生 活困窮者自 立

伺いしま す。

需要 の減 退を引 き起 こし ており、企業 経営者か らは、「も うこれ以上 は

支 援と 生活 保護し かあ りませ ん。生活に 困窮している 人に対し、 まずは

貸付 に誘 導す ると いう 国の制度の 貧弱さと冷 たさを感じ ます。実際 に、

限 界」という 声も聞か れます。
秋田 大学 の研 究チ ームが 今年二月から 四月に行っ た、「秋田 県内中小

多く の方 は緊急 小口 資金の 貸付を利用 しただけで、 自立支援金 の支給を

「 一般 社団 法人 フード バンクあ きた」が二 〇二〇年度 に行った食 糧支

企業 にお ける新 型コ ロナウ イルス感染 症の影響に関 する調査研 究」によ

そ の 影 響 を 尋 ね た 設 問 で は 、 「 売 上 げ 、 受 注 の 減 少 」 が 八 五 ・ 六 ％、

援 件数 は九百 二件 で、 前年度比 一・五倍にも なっていま す。これは 、収

受 けら れる世 帯は ごく わずかで す。特例貸 付以外の給 付型の生活 支援策

「 顧客 の減少 」と 「他 地域への 営業活動等に 支障が発生 」がそれぞ れ四

入が 途絶 え、食 料支 援を受 けなければ ならない ほどの困窮 状態まで追い

れ ば、 六四・ 九％ にも 上る企業 が、影響が 「既に出て いる」と回 答して

一・ 五％ となっ てい ます。 売上高が昨 年以上と いう企業も ある一方、半

詰 めら れた方 々へ の支 援件数 ですので、実 際は、これ 以上の方々 がコロ

や消費 税の五％へ の減税が強く 求められて います。

分 未満 となっ た企 業も ありま す。宿泊・飲 食サービス 業は深刻な 影響を

ナ禍に より生活に 困窮してい ます。

います 。また、「 今後影響が出 る可能性が ある」と回 答した企業 を含め、

受け てい ます が、そ れ以 外でも大 きな影響を 受けています 。また、同 じ

うに 最大 限支援 する こと です。今議会 に提案さ れた補正予 算では「秋 田

今 、求 められ てい るのは 、実態に合 わせて雇 用と事業を維持 できるよ

の 福祉 事務 所の相 談支 援体制 を強化し、 他機関とも連 携しながら 生活保

す。 必要 な方が 生活 保護 を利用できて いない状 況です。社 協や県及び 市

護 世帯 数、人 員と も二 〇二〇年 度は前年割 れし、保護率 も低下して いま

こうし た状 況に ある にもかか わらず、県内 の生活保護 の状況は、 被保

県 飲食 店等 事業継 続緊 急支援 事業」にお いて、飲食店 との継続的 直接的

護な ど必 要な 支援 につな げる体制 を強化すべ きと考えま すが、健康 福祉

業種でも企業 間で売上 高に大きな 開きがある 状況です。

取引 のあ る事 業者 も対象 にすると しており、 この点につ いては評価 する

部長の見 解を伺いま す。

ま た、 生活保 護を 利用し たいと思っ ても、申 請を諦めて しまう方も 多

もの です 。しか し、 前に述 べたように 、減収が続い ているほか の業種の
事 業者 にも県 とし て経 済的な支 援を行うべ きと考えま すが、産業 労働部
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を利用 するよう発 信すべきで す。さらに、 県及び市の 福祉事務所 職員が、

が あり ますが 、生 活保 護利用 は県民の権利 です。必要 な県民は生 活保護

正確 な情 報を伝 える ことが 大事です。 未だに心 ない生活保 護バッシング

な って います 。利 用し たい人が 申請を諦める ことがない ように、県 民に

は、保有の指針が示されており、ケースごとに検討し判断することに

今年 に入 り、運 用の 改善 がなされ ました。また 、自動車の 保有につい て

し たら 生活で きな い」 ことがよ く挙げられ ます。扶養 照会につい ては、

くい ます 。理由 とし ては、 「親族に知 られたく ない」、「自動 車を手離

行うべ きと考えま すが、教育 長の見解を伺 います。

な 時期 に社会 に出 る若 者に、 県としてエー ルを送るた めにも助成 を再度

一環 とし て運転 免許 取得の ための助成 を実施し ました。こ のような大変

状 況は 悪化し てい ます 。かつて 、リーマン・ ショック時 に、就職支 援の

た 」と いう 切な い話 を聞きま した。コロ ナ禍により 、一人親家 庭の経済

性から「息子を自動車学校に通わせることができず、県外に就職させ

勤 に必 須とな る自 動車 運転免許 の取得です 。以前、シ ングルマザ ーの女

の不 安を 反映し ての ことと 思いますが 、そこで 問題になるのが 、県内通

深刻 な状 況にあ り、 気候 危機とも言え る事態で す。「国連 気候変動に 関

次に、再生 可能エネルギ ーについて 伺います 。

加え て、食 糧支 援や こども 食堂などの生 活困窮者を 支援してい る民間

す る政 府間 パネル 」は 、今年 八月に新た な報告書を発 表し、「人 間の影

適切 に生活 保護 の実 務を進 めるよう徹底 すべきと考 えますが、 健康福祉

団 体に よる サポー トも 生活困 窮者を支援 する上で重要 であり、引 き続き

響によ り温暖化が 進行したの はもはや疑 う余地がな い」と指摘し ました。

近 年、 経験し たこ とがな い豪雨や暴 風、猛暑 などによる 被害が極めて

必要 とさ れて いま す。 その多くが 、人的・財 政的にも厳 しい中で活 動し

と同 時に 、私た ちの 努力に よって、二 十一世紀の最 後の二十年 には、平

部長 の見解を伺 います。

てい ます 。こう した 支援団 体が今後も 必要な支援活 動を行って いけるよ

均 気温 の上昇 を一 ・四 度まで抑 えることが できること も示してい ます。

日本 共産 党は、 今月 一日、 二〇三〇年 度までに省エ ネルギーと 再生可

う 、活 動に必 要な 事務 費や人件 費等への助 成を県とし て行うべき と考え
ますが 、知事の御 所見をお伺い します。

能 エ ネ ル ギ ー を 組 み 合 わ せ て 、 Ｃ Ｏ ２を 五 〇 か ら 六 〇 ％ 削 減 す る こ と を

気 候危 機は、 私た ちに とって死 活問題であり 、再生可能 エネルギー の

コ ロナ 禍に よる 生活困 窮によっ て、生理用 品を準備で きない「生 理の

策 を求 めまし た。 要望 を受け 、教育庁保健 体育課によ り、県立学 校及び

推進 は非 常に 重要で すが 、だから といって、 どんなやり方 でもよいわ け

提 案し た「気 候危 機を 打開する 日本共産党の 二〇三〇戦 略」を発表 しま

市町 村教 育委 員会の 取組 状況調査 が行われま した。この調 査によると 、

ではあ りま せん 。住 民の安 全・安心はも ちろん、環 境への負荷 を最小限

貧 困」 が社会 問題 とな っていま す。こうした 問題を受け 、「新日本 婦人

九八％ の県 立学 校で は、保 健室に生理用 品を準備し 、生徒がも らいに来

に して 住民に 受け 入れ られる計 画にする必 要があります 。県として もそ

した。

た 場合 に渡し てい まし た。しか し、そのう ちの一部学校 では、返却 して

のための 努力が求め られます。

の会 秋田 県本部 」が 、各学 校のトイレ に生理用 品を準備す るよう県に対

もら って いるこ とが 分か りました。全 ての学校 において生 徒に無償で 生

県 は、風力発 電の風車の 影響と思われ る頭痛など の健康被害 について 、

環境 省の 指針 に基 づき「 明らかな 関連を示す 知見は確認 されていな い」

理 用品 を渡 せるよ うに すべき です。また 、提供方法や 配置場所等 の検討
を引 き続 き行 い、 必要な 生徒に行 き渡るよう にすべきと 考えますが 、教

とし て、 健康被 害は ないと いう立場を とってきまし た。この「 指針」に

ついては、日本科学者会議が二〇一七年十月に発行した「日本の科学

育長の見 解を伺いま す。
来 年春 の高校 卒業 生の県 内就職率が 上昇して います。県 外に行くこ と

- 123 -

指 針」と指摘し ています。 さらに、北 海道大学 工学部の松井利 仁教授が 、

者」 にお いて、 「Ｗ ＨＯの ガイドライ ンや過去 の科学的知見を 無視した

せ んか。知事の 御所見をお 伺いします 。

建設後の影響について、県として実態調査や実証をすべきではありま

群 」の 発表を 行っ てい ます。県 は、このよう な情報につ いてこれま で把

「 低周 波音 によ る健 康影響と 個人差前庭 による知覚 と上半規管 裂隙症候

段階 から 、地域 の住 民、自 治体、環境 保護団体 、専門家な どが必要とす

共 栄」 が大前 提で なけ ればなり ません。その ために事業 の立案、計 画の

活 用し て発 電に つな げるもの であり、地 元住民の声 が反映され た「共存

再生 可能 エネル ギー は、そ の地域の水 や風、太陽光 など自然の 資源を

握し てい なかっ たの でしょ うか。こう した情報 を無視し、 自ら調査もせ

る 情報 を公開 し、 広く 利害関 係者を加えた 意見交換を 行い、その 地域に

二〇一 六年十月に 行われた日本 科学者会議 北海道支部 のシンポジ ウムで、

ず 「健 康被害 はな い」 として いたのであれ ば、非常に 問題のある 態度で

ふさ わし い事 業とな るよ う事業者 に義務づけ る必要があ ります。県内 で

進め られて いる 事業 は、住 民理解とは名 ばかりで、 風況のよい 土地を事

す。
私は これま でも 、風 力発電の 問題について 質問してき ましたが、 県民

対応 して いく 」と 答弁 しています 。健康への 影響などに 関する県民 の不

て 、「 様々 な知見 を総 合的に 考察し、国 に意見を申し 上げたい。 慎重に

どの 不安 や疑問 は解 消さ れないままで す。知事 は、昨年九 月議会にお い

可能 エネ ルギー 推進 のため に自然が破 壊されてはな りません。 県や地域

秋田 県環 境影 響評 価条 例を改正す べきではな いでしょう か。また、 再生

備 を指摘し、 改善のた めの意見書を提 出してい ます。意見 書を受け止 め、

こう した状 況を 踏ま え、秋 田弁護士会が 、県の環境 影響評価条 例の不

業者 に売り渡し ているよう に見えます。

安や 疑問 につい て、 国や事 業者に任せ るだけでなく 県として調 査検討す

が立 地を規制、 コントロー ルするため の制度を 整備すべきと考 えますが 、

の 電波 障害や 日照 障害 、風車の 大型化や集 中立地に伴 う累積的な影 響な

べき です。

知事の 御所見をお 伺います。

次 に、障害児 通所支援に ついて伺い ます。

また 、能 代港、 秋田 港で始 まった洋上 風力発電の基 礎工事に伴 い、打
設 音や 振動 など が発生 してい ます。今後 、数年にわ たって一般 海域にお

就学 中の 障害児 に対 する放 課後等デイ サービス があり、児 童福祉法に位

障害 児通所支援 は、主に未就 学の障害児 に対して行 う児童発達 支援と、

響を 与え るのか 示さ れてい ません。風 車が海上 に建設され ることで、海

置 づけ られた 事業 です 。障害 児の療育と、 放課後等の 居場所づく りなど

い て同 様の工 事が 行わ れること になりますが 、海の環境 にどのよう な影
の 環境 がどう 変わ り、 海洋生 物や漁業にど のような影 響を及ぼす のか実

放課後 等デ イサ ービ スに通う 、重度の障害 のある子供 の母親は「 表情

家族支 援の役割を 担っていま す。

また、 河川 に与 える 影響も懸 念されます。 米代川は、 安定的にサ クラ

が 豊か になっ た。 前と 全然違う 」、このよ うに子供の変 化を喜んで いま

証が必 要です。
マ スが 遡上す る川 です が、産卵 期に洋上風 力発電の風車 が河口に建 設さ

ほ とん どの 事業者 は、 子供の成 長発達を保 障する責任を 果たすため に

した。

て いま す。 県水産 振興 センタ ー等に確認 しましたが、 「まだ十分 な研究

取り 組ん でい ます 。しか し一方で 、保護者か ら虐待を疑 わせる事案 や不

れる こと で、サ クラ マス の遡上に影響 するので はないかと 心配の声が 出
がな され てい ない 」との 回答でし た。河川に 与える影響 についても 実証

安の 声が 寄せら れる ことも あります。 実際に、秋田 市内の事業 者による

放 課後 等デイ サー ビス の不正が 発覚してい ます。ごく 一部の事業 者によ

が必要で す。
こ うし た風力 発電 に対す る県民の不 安・疑問 や洋上風力 発電建設中 、
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る不 正で すが、 この 事業を 営利の対象 とのみ見 ている事業者が 存在して
い ることが残念 でなりませ ん。
県は 、県 全体と して この事 業を充実さ せていく責任 があります 。それ

国で は、余 剰米 の買 入れは市 場原理をゆ がめるとし て行わない方 針で

あ りま すが、 県と しま しては、 豊作や予期 せぬ需要減 により生じ た余剰

米を 備蓄 に振り 向け るな ど、出来 秋に調整する 仕組みが必 要と考えて お

ま た、 経営所 得安 定対策 や収入保険 制度などのセ ーフティネ ットによ

り 、引き続き 、国に対 し強く要望 してまいり ます。

に 一回 は行い 、不 正や 不備があ れば速やかに 改善を求め る必要があ りま

り、 米価 下落の 一定 程度は 補填されま すが、そ の支払が来 年六月頃にな

に ふさ わし い支 援が 行われて いることを 確認するた めの監査、 調査を年
す。 また 、支援 の質 の向上 が図られる ように研 修内容を工 夫するなど対

る こと から、 農家 の資 金繰り を確保するた め、無利子 の公庫資金 等の活

窓口の 設置拡大でご ざいます。

次 に、 新型コ ロナ ウイル ス感染症対 策で、民 間企業によ るＰＣＲ検査

販促活動 を支援してま いります。

用を 促す ほか 、秋田 米が 販売競争 に打ち勝て るよう、Ｊ Ａグループ等 の

策 を講じるべ きと考えます が、健康福 祉部長の 見解を伺い ます。

県 当局の答弁を 求めます。

以上 で私 の質 問を終 わりま す。御清聴 ありがとう ございまし た。（拍
手）
●議長 （柴田正敏 議員）
【知事（ 佐竹敬久君） 登壇】

ビ ジネ ス目 的など での ニーズの 高まりによ り、無症状者 を対象にし た

ＰＣ Ｒ検 査に つい ては 、多様な民 間企業の参 入が相次い でおり、個 人の

加賀屋 議員の一般 質問にお答え を申し上げ ます。

地域医 療構想につ いて、その 中止・凍結 についてで あります。

利用 やイ ベント 等で の活用 の機会は増 えているもの と考えてお ります。

● 知事 （佐 竹敬久 君）

公立 ・公的 病院 の再 編統合の 検討につい ては、全国知 事会でも反 対の

秋 田市 役所内 に開 設さ れたＰＣＲ検 査センタ ーは、市か ら場所の提 供

を受 け、 民間企 業が 運営 している ものでありま すが、県北 ・県南への 窓

意 思を 表明し てお り、 新型コロ ナウイルス 感染症の拡 大を受け、 期限が
延長さ れていると ころでありま す。

口 設置につい ては、利 用者が多く 見込めないこ とも想定さ れることか ら、

民 間企 業にお ける 収益 の確保が 課題になり、 その点も含 めて検討が なさ

し かし なが ら、 地域医 療構想が 前提として いる、将来 的な人口減 少や
高 齢化 による 医療 ニー ズの変化 という状況は 変わらず、 現在の医療 提供

れるもの と考えてお ります。

して いる のが実 情で あり 、本県で設置 する場合 においても 、同様の課 題

首 都圏 などの 大都 市にお いても、現 在、医療 従事者の確保に 大変苦慮

次に、臨時の 医療施設の 設置準備で ございま す。

渉中で あると伺っ ているとこ ろであります 。

な お、 現在、 大館 市に おいては 、設置に向け て秋田市と 同一企業と 交

体制 をそ のまま 維持 してい くことが困 難である との認識は 、地域医療構
想 調整 会議に おい ても 共通の ものとなって おり、将来 を見据えた 議論を
続けて いくことは 必要である と考えており ます。
県とし まし ては 、引 き続き、 各地域の調整 会議におい て、今般の 感染
症 の経 験を踏 まえ 、新 興感染症 への対応を 含めた議論を 行い、本県 に合
致した持 続可能な医 療提供体制 の確保に向 けた取組を 進めてまいり ます。
本年今年六月末の米の在庫が、コロナ禍により適正水準を約四十万

県か ら患 者を集 める ことに した場合、 医療関係者の 確保や患者 の搬送も

また 、本 県の よう に広大な 県土を有す る地域では 、一か所の 施設に全

が 生じるもの と考えて おります。

トン も超 過して おり 、仮に 、本県分の 過剰在庫を解 消したとし ても、全

含め 、運営面で の課題も多 いものと考 えております 。

次 に、米価の 下落対策で ございます。

国的 な飽和状態 は変わらな いものと考 えております 。
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医療 資源が 限ら れて いる本県 の現状を考 えた場合、 病床がひっ迫 した

ベン トの 開催や 広報 紙への 掲載等を通 じて、風 力発電事業に関 する理解

が 得られるよう 取組を進め てまいりま す。

次に、 環境影響評 価条例の改正 でございま す。

と きに は、各 医療 機関 に対し、 一般診療と の調整をし た上で、病 床の確
保を 要請 するな どの 対応 策が現実 的であると考 えており、 こうした対 応

先 般、 秋田 弁護 士会 から提出さ れた条例に 関する意見 のうち、「 風力

予定 され ている こと から、 対象から外 れる発電 所の設置を 条例の対象事

発 電所 」につ いて は、 環境影響 評価法の対象 となる発電 出力の引上 げが

を 含め、医師 会や関係 機関と協議 してまいり ます。
次 に、 コロナ 禍に おける 支援の在り 方について、 民間支援団 体への運
営費補助 であります 。

また 、「 太陽 電池発 電所」 については 、造成面積 が一定規模 以上の場

業 として追加 することを検 討しており ます。

志な どが 、対 象を生 活困 窮者等に 限定するこ となく、自 由な発想のも と

合、条例の「工場・事業場用地造成事業」に該当するものとして取り

本 県で は、Ｎ ＰＯ 法人 や企業、 社会福祉協議 会、個人や グループの 有
で、 地域食 堂や 学習 支援、 制服リユース といった多 様な活動を 行ってお

扱っ ており、既 に対応して いるところで あります。

え る影 響が 大きい とは いえな いことから 、条例の対象 事業として 追加す

一方 、「送 電線 路」 につい ては、土地の 改変面積が 小さく、環 境に与

り 、そ の活動 資金 とし ては、共 同募金やス ギッチファ ンド、市町村 の居
場所 づく り補助 金な ど、 地域課題の解 決に向け た様々な支 援制度を活 用
し ております 。
ネッ トワ ークの 構築 を県社 会福祉協議 会とともに進 めていると ころであ

義 務づ けられ てい ない ことや、 手続の実施 による効果 などを考慮 し、現

「配 慮書手 続」 につ いては、 法において も一定規模に 満たない事 業は

る必要 がないもの と考えてお ります。

り 、そ の中で 資金 調達 の具体的 な方法や運 営面での工 夫について 情報共

時点 では 導入し てお りま せんが、 今後、国や他 の都道府県 の動向等に つ

県で は、 子供 の貧 困対策 の充実に向け て、民間支 援団体を中 心にした

有を 図る 機会を 提供 する など、持 続的な運営に 向けた支援 を行ってま い

い て情報収集 しながら 、研究して まいります。

私からは、 四点について お答えいた しま

医学 生に対して 修学資金の 貸与を実施 しているとこ ろでありま す。

毎年度、 国が認める 医学部臨時定 員増の上限 数において 地域枠を設 定し、

は、地 域枠を活用 した養成が 有効である ことから、秋 田大学と協 議の上、

は じめ に、 医療人 材の 確保につ いてであり ますが、医師 につきまし て

す。

●健 康福 祉部 長（佐 々木 薫君）

【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。

の 法制度のも とで対応すべ きものと考 えており ます。

種法 令に より一 定の 規制が なされてお り、立地 規制等につ いては、既存

な お、 風力発 電所 等の設 置に当たっ ては、海岸法 や自然公園 法等の各

り ます。
次 に、 再生可 能エ ネルギ ーについて 、風力発電設 備の影響と 県の対応
でござい ます。
風 力発電事業 による人体や 海洋及び河 川の生物へ の影響など について、
県と して 情報 収集に 努め るととも に、事業者 に対しても、 最新の知見 に
基づき 、環 境影 響評 価法に おける調査や 予測、評価 を行うよう 求めてお
りま す。
また 、国に おい ても 、欧州 など風力発電 先進国での 科学的知見 の収集
を 進め てお り、そ うし た最新 の情報を踏 まえ、同法の 手続が行わ れてい
るとこ ろでありま す。
今後 も、計 画か ら事 業の開始 に至る全て の段階におけ る県民の不 安や
疑 問に ついて 、事 業者 に対し、 丁寧な説明 の実施を求 めるととも に、イ
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また 、昨年 度か らは 、秋田大 学に加え、 岩手医科大 学に地域枠を 設定
し たほ か、来 年度 から 臨床研修 が始まる東 北医科薬科 大学卒業の 医師も
対象にした、あきた医師総合支援センターにおける幅広い若手医師の

引き 続き、 生活 に困 窮された 方々がセー フティネッ トである生活 保護

に 確実につなが るよう、関 係機関と連 携し取り 組んでまいりま す。

次に 、障 害児通 所支 援につ いてであり ますが、この 事業は、障 害児の

今 年三 月に策 定し た「 第二次秋 田県障害者計 画」におい ても、児童 発達

活 動の場を広 げるとと もに、家族 のレスパイ トにもつなが るものであ り、

看 護職 員につ きま しても 、これまで の取組に加え 、今年度か ら、合同

支援 及び 放課後 等デ イサー ビスの施設 整備を促 進すること にしておりま

キ ャリア支援 により、 医師の県内 定着に努め てまいります 。
病院 説明 会への 参加 や就職 支援サイト 掲載など の人材確保 に取り組む中

県で は、 事業 所を新 たに指 定する場合 、条例で定 める基準の 適否を現

す。

次に 、コ ロナ 禍にお ける生 活困窮者に 対する支援 体制の強化 について

地訪 問によ り確 認し ている ほか、国の指 針に基づく 実地指導を 行うとと

小 病院に助成 しており、一 層の県内就 業を促進 しておりま す。
であ ります が、 新型 コロナ ウイルス感染 症の影響が 長期化する 中で、生

も に、 不正や 虐待 等に 関する通 報や情報提 供があった 場合には、速 やか

ま た、 医療 的ケア が必 要な児童 や強度行動 障害、発達障 害のある児 童

活 を取 り巻く 環境 が、 さらに厳 しさを増し ている世帯 も多いものと 考え
こ うし た方 々に対 し、 県及び各 市では、福 祉事務所や社 会福祉協議 会

に対 して 、適 切な サー ビス提供が できるよう 、障害特性 に応じた研 修を

に調査 の上、是正指 導を行って おります。

に設 置し た相 談窓 口に おいて、相 談者の状況 を丁寧に聞 き取った上 で、

全県 の事 業所を 対象 に実施 し、人材の 資質向上を図 っていると ころであ

ており ます。

行政 や社 会福祉 協議 会、民 生委員、ハ ローワークな どの関係機 関と連携

りま す。

【産業労働 部長（佐藤 徹君）登壇 】

私か らは以上で あります。

に よる質の高 いサービ ス提供の確 保に努めてま いります。

今後 も、 障害の ある 児童と 保護者が安 心して利用で きるよう、 事業所

を 密に した伴 走型 の支 援を行う とともに、 必要な方は 生活保護制 度につ
なげる などの取組 を行っている ところであ ります。
今 後も 、地 域で 見守り 活動を行 う民生委員 等と連携し て生活困窮 者の
把 握に 努める とと もに 、アウト リーチの手法 も活用し、 必要なサー ビス
につなが るよう、相 談支援に努 めてまいりま す。

私からは、実 態に合わせ た県内事業 者への

創 生臨 時交付 金を 活用 し、直接 、大きな影 響を受けてい る宿泊業や 飲食

県では 、財 源が 限ら れる中、 国の新型コロ ナウイルス 感染症対応 地方

支援に ついてお答 えいたしま す。

次 に、生活保 護の適切な運 用について であります が、本県に おいては、 ● 産業 労働部 長（ 佐藤 徹君）
新型 コロ ナウ イルス 感染 症による 生活保護へ の直接的な影 響は多くは 見
られま せん が、 感染 の長期 化により、新 規申請が増 加すること が想定さ
れま す。

業、道路 旅客運送業 等を重点的 に支援して おります。

特 に、 飲食 業につ いて は、クラ スターの発 生や、少人数 利用の呼び か

これ までも 、福 祉事 務所に おいては、民 生委員や社 会福祉協議 会等の
関 係機 関と 連携し 、生 活困窮 者の把握に 努めるととも に、「生活 保護の

けな ど、 消費 喚起 が難し い状況に あるため、 影響の大き い関連事業 者を

ま た、 コロナ 禍に おける 産業構造や 社会構造 の変化によ って影響を 受

含めて、 支援金を支 給しようとす るものであ ります。

しお り」 を活 用し て、制 度の仕組 みについて 幅広く周知 しておりま す。
また 、県で は、 福祉 事務所に 対して、申 請者等の実情 を踏まえて 、生
活保 護が適切に 運用される ように指導 ・助言を行っ ております 。
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けて いる 事業者 につ いては 、業態転換 や新分野 進出などを図る 必要があ

活を送る ことができ るよう努めて まいります 。

の雇 用情 勢が極 めて 厳し かった当 時、就職支援 の一環とし て国の交付 金

次 に、 高校生 に対 する 運転免許取得 支援につ いてであり ますが、県 内

県と しま しては 、引 き続き 、事業者に 対し、国の月 次支援金の 利用を

を 財源 とし た緊 急の 対策を講 じたものの 、直近の県 内における 雇用情勢

り 、国や県の支 援制度の積 極的な活用 を呼びか けてきておりま す。
促 すほ か、 国に 対し 、持続化 給付金や家 賃支援給付 金の再度の 支給とと

は 、求 人倍率 が過 去最 高となる など大幅に改 善しており 、現段階に おい

私 からは以上 であります 。
●十 番（ 加賀屋 千鶴 子議 員）

答弁 ありがとう ございまし た。幾つか 質問

しつつ 判断してまい りたいと考 えておりま す。

今 後の 新型コ ロナ ウイ ルス感染 症の状況や 、県内の経 済雇用情勢を 注視

付金の支 給を行ってお り、生徒の 総合的な就 職対策の必 要性について は、

県教 育委 員会 では、 家計の 急変に対応 するため、 授業料免除 や奨学給

識 しておりま す。

ては 、こ うした 緊急 的な就 職対策を実 施するま でには至ら ないものと認

も に、 事業者 支援 に向 けて、臨 時交付金の増 額を要望し てまいりま す。
私からは以 上です。
加賀屋議 員からの御 質問にお答え い

【 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）
たします 。
は じめ に、児 童・ 生徒へ の検査体制 の充実に ついてであ りますが、県
教育 委員 会では 、各 市町 村教育委員会 や県立学 校等に対し 、文部科学 省
よ り無 償配 布され てい る抗原 検査キット の活用を通知 するなど、 検査体
制の構 築を図って おります。

させてい ただきます 。

一 点目 の地域 医療 構想 についてです が、本県 の実情に合 わせた医療 提

併せ て、全 国大 会等 に出場す る全ての児 童生徒や引率 者等を対象 とし
た ＰＣ Ｒ検査 を実 施す るととも に、県立学 校に対して は、就職活 動や入

供体 制を 議論し てい くと いう答弁 でございまし た。それは 議論を重ね て

実 際に 病床削 減の 計画 が明らか になり、それ が進められ ようとして いま

学試 験等 で他県 と往 来す る生徒を 対象とした抗 原検査キッ トの活用を 指
県 教育 委員会 とし まして は、引き続 き、各学校に おける児童 ・生徒及

す。 この ときに 、コ ロナで 病床の臨時 医療施設 の準備を求 めましたが、

い っていただ きたいと 思います。 それと併せて 、先ほども 申したよう に、

び教 職員 の健康 管理 を徹底 し、感染の 可能性が ある場合に は、速やかに

そのときには、医療人材の状況もあるので、一般の医療提供と整合を

導 していると ころであ ります。

医 療機関を受 診させること で、安全な 教育環境 を整えてま いります。

ことで した 。一 方で 減らす 方向を進めつ つ、一方で は拡大をし ていかな

とっ て、 今の 医療施 設の 中で対応 していく、 それを検討し ていくとい う

保健室 に生 理用 品を 準備し ており、養護 教諭から配 布する体制 が整って

く ては いけな いと いう か、病床 を確保して いかなければ いけないと いう

次に、 学校での生 理用品の配 布についてで ありますが 、県立高校 では、
い るこ とから 、必 要と する生徒 には、行き 渡っているも のと捉えて おり

こと が起 こって いる わけ で、私が思う には、や はりそこに 矛盾がある と

その 点について 知事はどう お考えです か。

できる、 その体制を 議論をしてい くことに専 念すべきだ と思うので すが、

医療 構想 を進 める ことを 止めて、 きちんと住 民の皆さん が心配なく 療養

思 うの です 。です から 、今、 このコロナ 禍のこのとき には、一旦 、地域

ます。
し かし、一部 の学校では 、返却を求め ていること が判明した ことから 、
無償で 配布するよ う指示し、 改善を図っ たところであ ります。
引き 続き、 各学 校が 生徒の実 態に応じて 、提供方法等 に配慮する こと
で 、必 要とし てい る生 徒に確実 に生理用品 が行き渡り 、安心して 学校生
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【知事（佐 竹敬久君） 】
交付金を 支給しなが ら、若干の 病床を縮小 してい

とれ ない のだと すれ ば、と れる体制を きちんと 教育委員会とし ても準備

を し、 全ての 学校 でそ ういう検 査をきちん とやってい く体制をつ くって

いく べき だと思 いま す。 それは高 校だけでなく て、小学校 、中学校、 保

● 知事（ 佐竹 敬久 君）
る。 これ は幾つ かの 民間 の病院で す。小規模、 ここは、や はり民間な の

育 所なども同 じだと思 いますが、 その点につ いて再度お伺 いします。

【教育 委員会教 育長（安田浩幸 君）】

で 、建 て替 え時 に、 これ以上 大きくする 、あるいは 現状の病床 を維持す
る こと によっ て、 その 地域の人 口は減少する ので、経営 が難しいと いう

小さ な病 院が あって もど うにもな らないので す。欧米は なぜいいのか 。

て いませんが 、地域によっ て今ある病 床をどう 統合するの か。感染症は 、

なけ ればな らな い。 そうい うときに、国 の検査キッ トを活用す る

要に 応じ て、 各学校 で必 要な場合 に検査でき るような体 制は整えてい か

ば 期間 を置い て一 律に 全員す るということ までは考え てない。た だ、必

広 く検査す るのが大事 ですが、例え

三十 万の人 口に 総合 病院は 一つです。一 般の診療所 はないので す。あと

償 のも のを活 用す ると いうこと はしてます し、あと、 学校単位で独 自に

●教育 委員 会教 育長 （安田浩 幸君）

は 一般 の診療 所で す。 日本は中 小病院が非 常に乱立し ています。こ れが

抗原 検査 キット を準 備す ることもあり ますので 、さっき言 ったように 就

のが 民間 の場合 です 。ただ 、公的病院 の場合は 、今、そこ までには至っ

今、 コロ ナ受入 れが 非常 に難しい。感 染症を受 け入れる場 合は、大き い

職 等で 必要 な場面 、あ るいは 、ほかの場 面で必要なと きには、検 査でき

今、デル タ株に置き換 わって、保 育園でも

無

病 院で なけ ればで きな いので す。ですか ら、感染症対 策と今の動 きと、

るよう な体制は学 校ではでき ていると考 えておりま す。
●十番 （加 賀屋千 鶴子 議員）

これ は矛 盾し ない 。逆 に統合する ほうが感染 症には非常 にいい。こ れが
一般的な 医療の現状 ではないでし ょうか。

が、 やは り感染 をま ん延 させない ために、先手 を打ってき ちんと検査 を

ク ラス ターが 起こ って います。 ぜひ、国か ら届くその キットもそ うです

ロナの 治療は済ん だが、自宅に 帰れないと いう事情だ ってあるわ けです。

し てい くこ とが 大事だ と思い ますので、 そのための 戦略、県の 教育庁と

今 、矛盾はな いとおっし ゃいました が、コ

特 に高 齢者 など につい ては、 そういう事 態があると 思います。 そうする

し ての ガイド ライ ンを きちんと つくって、感 染を爆発さ せない取組 をぜ

●十 番（ 加賀 屋千 鶴子 議員）

と 、地 域に近 い一 般の ところに は、もう感染 させる心配 はないわけ です

ひお願い したいと思 います。そ の点について は、いかが ですか。

まず、感 染させないと いうことを 重

【 教育委員会 教育長（安田 浩幸君）】

から 、そ ういう 場合 には、 その地域の 病院に転 院をしてい ただいて、感
染 した 患者さ んを 受け 入れる ことなど、そ ういう役割 分担を医療 機関で

●教 育委 員会教 育長 （安 田浩幸君）

点に置 きな がら 感染 対策を するとともに 、必要な場 面で検査が 速やかに

やり なが ら進 めてい くこ とが重要 だと思いま すので、ぜひ その点は、 今
の地域 医療 構想 で議 論する 中でも、感染 症に対応す る、そのこ とについ

十番加 賀屋議員の 質問は終わ りました。

でき るような体 制はとって いきたいと思 います。

午後一 時三十分再 開

午後零時 十分休憩

暫 時休憩いた します。

●議長（柴 田正敏議員 ）

ても 議論をぜひ 進めていた だきたいと思 います。
必要なと きに検査を し

質問を変え ます。検 査のことに ついて、教 育長にお伺 いします。
そ れぞ れの 学校で 検査 キットで 検査をして

てい くと いう こと だった わけです が、以前お 伺いしたと きには、国 で検
査キ ット が必要 です かとい う確認があ ったときに、 全ての高校 では手を
挙 げな かった とい う情 報を聞い たのですが 、その辺、 やはりその 体制が
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八
番
小
雄
太
十 九 番
佐
橋

博

した 。若 い人を 採用 できて も、これま でのように現 場で早く即 戦力にな

臣

十
佐々木
健
晃
二十一番
髙

下

寛

る よう に厳し く育 てよ うとすれ ばすぐ辞め てしまうた め、三か月 の間、

豊

十 二 番
木
正
人
二十三番
竹

治

板金 の基 礎を教 え、 現場 訪問をす るなど、育て 方を変えた 。建設業の 下

一

十 四 番
鈴
原
茂
策
二十 六番

田
英

範

請 けが 多い が、 職人の 待遇を 引き上げる ためにも、 板金業独自 の格付を

三 十三 番
佐
浦
洋

北

いします 。

い 。こ の状況 を変 える ことが残 る条件です 」という御 意見でした 。正直

はじ め物 価はほ とん ど変わ らない。賃 金水準が低い ため可処分 所得は低

割で した 。全 ての 学生が 「家賃や 地代は東京 と比べて低 くても、食 品を

交 換を いた しまし た。 学生の 出身は県外 出身者が九割 、県内出身 者が一

ショ ップ を行い まし た。 「秋田に残る ための環 境・条件」 について意 見

七月二十六日、県内の大学生約三十名と地域学をテーマにワーク

な支援制度は ないだろ うかとの御 要望もいた だきました 。

人口減少 に立ち向かう 県民行動会 議の小野一 彦

十 六 番
小
浦
雄
正

石

部

嘉

一

制度 化すること はできないだ ろうかとい う御意見を いただきま した。

三 十五番
三
木

四十 三番

●一 番（ 小野一 彦議 員）

十 八 番
三
川
丈
二十八番

渡

藤

鉱

明

六月 三十日 、別 の建 築板金業 を営む方を 訪問いたし ました。仕 事はた

三十 七番
鈴

司

山

二 十 番
今
林
ひ とみ
三 十 番

工

藤

隆

悦

く さん あり忙 しい が人 手が足 りない。やる 気のある若 手を発掘し 育てた

三 十九 番
有

里

二 十二 番
北
川
洋

三十 二番

加

松

勝

一

いが 、日 々の 仕事で 精い っぱい。 待遇をよく し、育成を後 押しするよ う

田

康

司

鶴

休憩前に 引き続き 会議を開きます 。

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

四十 二番

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 。一番小野 議員の発言を 許しま

- 130 -

り まし たが、 やは り若 者の定着 のためには 賃金水準を 上げること が喫緊

なと ころ 、私自 身は 、県内 出身の学生 さんには 別の御意見も期 待してお

ス セン ターと して 高度 な経営相 談や企業の 成長ステー ジに応じた 約七千

三十 一件 の補助 、あ きた企 業活性化セ ンターで は、ワンストッ プサービ

一橋大学イノベーション研究センター編集の一橋ビジネスレビュー

件の相 談に応じた としておりま す。

賃 金水 準を 上げ るこ と、これ までは労使 交渉の一大 テーマとし て論じら

「 働き 方改革 の本 質＝ 脱低生産 性・低賃金賃 金を目指し て」という 文献

の、 そし て深刻 な課 題で あると、 私なりにも実 感した次第 であります 。
れ てき ました が、 今は 、人口減 少により人手 が足りない 、若い世代 の地

では 、企 業が働 き方 改革を 組織として 進めてい る生産性向 上の効果につ

営ト ップビ ジョ ンの 提示な ど二十九項目 に分類し、 成果を分析 しており

元活 躍を 増やし て少 子化に 立ち向かわ なければ ならない、 社会全体の問

第三 期ふる さと 秋田 元気創造 プランは、平 成三十年度 から令和三 年度

ま す。 本県で 作成 した 「働き方 改革企業事 例集」や「 ワーク・ライ フ・

な げる ための 取組 とし て、柔 軟な出退勤施 策、テレワ ーク施策、 業種の

ま での 四年間 で、 四つ の元気を つくるとし ております 。一つ目は「 人口

バラ ンス 読本」 等で も業 務横断的な取 組項目と 効果を例示 しており、 例

題 とし て取り 組ん でい くこと が必要である と思いまし た。様々な 業種、

減少 抑制 と地域 を守 る仕 組み」、二つ 目は「産 業の稼ぐ力 と雇用」、 三

え ばあ る不 動産業 では 指示待 ち傾向の社 員が多く生産 性が低かっ たこと

選別 施策 、ペ ーパー レス 化などの 業務効率化 施策、ＩＣ Ｔ活用施策、 経

つ目は「交流とその基盤となるインフラ整備」、そして四つ目は「健

から 、従 業員 のや る気 、エンゲー ジメント診 断を実施し たところ、 社内

規模に 応じた道筋 があろうか と思います。

康・安 心・人づく り」であり ます。

七 月十 五日 、あ る建設 会社を訪 問調査しま した。同社 では、女性 社員

コミ ュニ ケーシ ョン スコア が低いこと が判明し、対 策を講じて 社内改革

踏 まえ た取 組と して、 「あら ゆる産業分 野において 、付加価値 生産性の

の 産休 ・育休 に備 え同 世代の代 替職員を採用 し、女性の 取締役を置 くほ

この 四つの 元気 をつ くるため の重要な「 横断的な視点 」として挙 げて

向 上等 を図る こと によ り賃金水 準の改善を促 していくこ とが重要」 と明

か、 一定 の社員 には 株式保 有を認める 。他市町 村の企業の 買収なども実

が 動い たなど 、課 題発 見の方法 や対策の実 例が企業名 とともに紹 介され

言し てお ります 。併 せて、 子育てや看 護・介護 と仕事の両 立ができる職

施 し、 今後は 官公 需・ 民需の 建設需要があ る仙台方面 の後継者不 在の企

い る項 目の一 つが 、「 賃金水準 の確保や就 労環境の改 善等による 女性や

場 など 、就労 環境 の改 善を図 っていくこと も大切とし ております 。さら

業買 収も 視野 に入れ てい るとのこ とでした。 この企業の取 組事例は、 働

ており ます。

に同 じく 重要 な視点 とし て、企業 や本人から の要望を踏ま えた知識・ 技

き方改 革や 両立 支援 、女性 活躍及び企業 経営革新の 取組が一つ のプロセ

若者 に魅 力ある 仕事 の創 出」であ ります。現行 のプランで はこの視点 を

能習得のため のリカレ ント教育の 重要性にも 言及してい ます。

す。例えば、昨年県が議会に報告した「令和元年度の主要な施策の成

の プラ ンで も業種 横断 的に生 産性の向上 等に取り組ん でいるので ありま

対策 の大 きな柱 と位 置づ け取り組むと しており ますが、こ れまでの現 行

はな くて 、「業 種や 課題に 応じた形で 販路開拓や新 商品開発、 買収・合

これ まで 取り 組ん できた 事例につ いて、単に 好事例とし て共有する ので

筋 の第一歩と してアン ケートを実施す るとのこ とでしたが 、それに加 え、

そこ で知事 にお 伺い します 。今後の秋田 県全体の賃 金水準向上 への道

スに 融合してい ることを示 しているもの であります 。

果」 では 、中小 企業 ・小規 模企業者の 活性化と生産 性向上に向 けた成果

併、業務効率・適正化、従業員エンゲージメント」などの成果につな

県 では 、新た なプ ランに おいて、県 全体の賃 金水準の向上を 人口減少

と して 、経営 の革 新や 事業拡充 に向けた商 工団体等の 取組を支援 し、百
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ば 「賃 金水準 向上 に至 る処方箋 」を複数示 した上で、 県庁の各部 で共有

がっ た取 組項目 と、 それら を後押しす る各種支 援策をセットし た、いや

と介 護職 員の方 々の 賃金 等処遇改 善について取 り上げたい と思います 。

御 意見 を募集 いた しま した。お 寄せいただ いた御意見 の中から、 保育士

県議 会では 、七 月二 十日から 八月二十三 日にわたり 県民の皆様か らの

他県 のほ うが給 与が 高いな どの理由で 離職し、 県外流出に つながってい

が 、職 務内容 が過 酷で ある割に は給与水準が 低く、同じ 仕事をする なら

御 意見 の内 容は 、「 保育士と介 護士は県内 に専攻する 学科が複数 ある

して 社会 全体に 広げ てい くツール として生かす べきと考え ますが、知 事
の お考えをお 聞かせく ださい。
次 に、 建築・ 土木 ・板金 など職人の 生産性向上に つなげるた めの「従
業員の学 び直し支援 」について お伺いしま す。

取得 、技能 向上 等学 び直し 」のニーズを 集め、官民 ＯＢなど指 導人材の

ケー トだ けで はなく 、従 業員の立 場からも「 生産性向上 につなげる資 格

ワ ーカ ーであ る。 若い 女性が多 く活躍する 職場でもあ り、こうした 職種

この職種の方々は、働く世代の暮らしを支える重要なエッセンシャル

め助か っているし 、介護士は 高齢者とその 家族にとっ て頼みの綱 である。

る ので はない か。 保育 士は子 育て世帯にと って育児負 担が軽減で きるた

発 掘と 活用、 技術 専門 校の出前 訓練指導や 助成制度創 設など必要な 対策

の方 々の 処遇を 改善 すべ きである。そ のことに より、「秋 田県では介 護

こ の分 野の業 種の 賃金 向上を図 るためには、 企業経営者 の立場のア ン

を講 じる 必要が ある と考 えますが、知 事のお考 えをお聞か せください 。

福 祉・ 保育 関係に 就職 すると いいらしい よ」というよ うな定評が 得られ

ので はないか」 というもの でありまし た。

者数 も増 えて結 婚・ 出産を 希望する方 々も増え、少 子化抑制に つながる

れば 、隣 県か らの 人口 流入も見込 まれるので はないか。 若い女性の 就業

次 に、 全県 にこう した 賃金水準 の向上を横 展開するため の支援体制 に
ついて お伺いしま す。
県で は、賃 金水 準向 上のニー ズを集める とともに労使 で意見交換 をす
る と聞 いてお りま す。 意見交換 した後は、 各業界ごと に賃金水準 向上に

態 調査 報告に よる と、 人手不足 に対して何も 対応してい ないと回答 した

令 和二 年一 月、 秋田県 商工会連 合会が公表 した人手不 足等に関す る実

で就 職し てしま うこ とから 、秋田市の 施設の中 には秋田県 出身者が学ぶ

ら は、 「秋田 市や 由利 本荘市で も人手不足に なっている 。東京や首 都圏

疎 地域 保育 対策 委員会 の委員 の方からお 話をお聞き しました。 その方か

私は この 御意見 をい ただき 、まず日本 保育協会北海 道東北ブロ ック過

事業所の理由の約四割が「忙しくて考える余裕がない」、「資金不足

他 県の学校に 行って人材確 保に努めて いるとこ ろもある。 その背景には 、

向け取 り組むこと になると思い ます。

だ 」、 「何か ら手 をつ けてよ いか分からな い」、「情 報の入手先 が分か

保 育人 材の確 保に ついて は、県のプ ランの中 で、「社会全体 で子育て

保育 士の 需要 が高ま って いる首都 圏等都市部 との賃金格差 や宿舎借り 上

個 々の 事業所 の取 組を一 歩一歩アシ ストする ため、商工団体 、業界団

の安 心を 支える 仕組 みづ くり」の取組 ①の待機 児童ゼロゼ ロの実現の 一

らな い」 等で ありま す。 社会全体 で賃金水準 向上に取り組 むためには 、

体、 企業 活性化 セン ター 、働き方改革 推進支援 センター、 女性活躍・ 両

環 と位 置づ け、「 修学 資金の 貸付や免除 」、「保育士 等のキャリ アアッ

げ制度の充実 などがあ る」とのこ とでした。

立 支援センタ ー、福祉 保健人材・研修 センター 等が情報を 共有しなが ら、

プ研 修の 導入 」、 「技能 ・経験に 応じた処遇 改善」、「 ＩＣＴ化に よる

支援体制が重 要である ことがよく 分かります 。

場合 によ って は現 場に各 専門家を 同時に派遣 するなど支 援体制を強 化す

保育士等の業務負担の軽減」、「保育士等に対する相談体制に取り組

む 」ほ か、「 保育 士が 安心して 働き続ける ことができ るよう、出 産休暇

る必要が あると考え ますが、知事 のお考えを お聞かせく ださい。
次に 、県民から 県議会に寄 せられた意 見に基づいて お伺いしま す。
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成 制度」などで 人材確保に 取り組んで いるとこ ろであります。

及び 病気 休暇等 を取 得する 保育士等の 代替職員 を任用する事業 者への助

み 、賃金水準は 改善傾向に あります。

地域 によ って報 酬に 差はあ るものの、 現在は処 遇改善加算等の 取得が進

先日 、あ る介護 事業 所を経 営している 方から次のよ うなお話を お聞き

し ました。処 遇改善加 算制度をフ ル活用し賃 金アップにつ なげている が、

秋田 県の 保育士 の月 の平均 賃金は、令 和元年の段階 で、三七・ 八歳で
二 十万 五千 七百 円、 全国では 三十七歳で 二十四万三 千五百円と なってお

そ れで やっと 平均 的な 企業と肩 を並べる状態 であり、そ うした中で 社会

公益 財団 法人 介護労 働安定 センターに よる令和二 年介護労働 実態調査

り、 全国を百と した場合、秋 田県の給与 は八十四・ 四となって おります。

る大 学、 短大 は県内 に三 校あり、 令和二年度 卒業者百六 十五名のうち 、

によ ります と、 全国 の介護 職員の月の平 均賃金は二 十二万一千 五百五十

全体 が人 手不足 なた め、他 の業界と若 い人の争 奪戦の様相 を呈している

県内 の保育 園等 に就 職され た方は百三十 名。県内就 職割合は約 八〇％と

五 円。 秋田県 にお ける 同賃金は 十九万七千 六百三十円 で、全国を百 とし

有効 求人 倍率は 、昨 年八月 現在で有効 求人数二 百四十四名 に対し、求職

な って おりま す。 人口 減少が著 しい秋田県 にとって、 残り二〇％の 方々

た場 合、 八十九 とな って います。また 、県内四 つの大学、 短大、高校 専

と のお話でし た。

にも 秋田 県で活 躍し てほ しいと思いま す。また 、コロナが 落ち着けば 一

攻 科及 び高 校福祉 科の 令和二 年度卒業生 は七十九名で 、うち県内 就職者

者 数が 百四十 三名 。倍 率一・ 七一倍となっ ております 。保育士を 養成す

度 県内 に就 職した 方々 も離職 し、県外へ 出る動きも出 てくるので はない

は六十 四名、八一 ％となって おります。

秋田 県の介 護保 険事 業支援計 画では、介 護職員の需要 について、 本県

かと危 惧する向き もあります 。
先ほ どの働 き方 改革 の事例と して紹介さ れている県内 のある保育 園で

で は超 高齢化 と生 産年 齢人口の 減少により 介護人材の 需給ギャッ プが広

てお り、 今後介 護人 材の需 要は特に首 都圏をは じめとして 全国的に伸び

は 、ト ヨタ方 式を 採用 し収益構 造の見直し と初任給の アップ、労 働時間

そこ で教育 長に お伺 いします 。保育士の 処遇改善の 問題を企業 経営へ

て いく ことが 見込 まれ ること から、職場定 着の取組に よる人材の 流出の

がり 、介 護職員 が今 後さ らに不足 することが見 込まれるこ とから、こ れ

の 支援 といっ た観 点か らの取 組も広げるべ きと考えま す。すなわ ち、働

防止 が必 要と なって いる としてい ます。この ため、県では 、対策とし て

の削 減、 教育制 度の 充実 にトータ ルで取り組み 、三名の新 卒採用とい う

き方 改革 、仕 事と子 育て の両立及 び女性活躍 のトータルな 視点で、先 ほ

「介護 サー ビス 事業 所認証 評価制度の普 及」、「地 域住民に対 する介護

に 対応 する ため の人材 確保対 策が喫緊の 課題となっ ている。毎 年約三千

ど述べ た好 事例 のよ うに、 採用や継続雇 用、保育士 の満足度に 貢献する

の仕 事の理解促 進」、「中 学・高校生等 を対象とす る職場体験 の実施」 、

成 果を 上げ てい ます。 これは 、国の処遇 改善加算制 度をフルに 活用しな

各 取組 項目を 明確 化し ながら、 各保育事業 所・関連団体 や養成校と 共有

「介 護職 のスキ ルア ップ 研修の実施・ 支援」、 「介護ロボ ットの導入 」

人 の介 護職員 が離 職し 、うち約 七割が他産業 へ転職して いると推計 され

し、 社会 に横展 開す る。 そして場合に よっては 経営多角化 への支援な ど

等 に取り組ん でおりま す。

がら 、併せて独 自の取組を行 った好事例 と認識して おります。

に も取 り組 むべき では ないで しょうか。 これまでの処 遇改善等の 取組と

員二 万三 千三百 人に 対し、 二万二千六 百二人となっ ております 。これま

令和 二年 の政 策評 価による と、令和元 年度時点で の目標とす る介護職

次に、介護 職員の賃 金等処遇改善に ついてお 伺いします 。

で の人 材確保 ・職 場定 着の取組 について課 題としては 、人材の受 皿であ

併せ、 教育長のお 考えをお聞 かせくださ い。
介護 職員の賃金 は、公定価 格である介 護報酬の中か ら支払われ ており、
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る事 業所 との連 携が 不十分 で、人材の 新たな参 入や定着が進ん でいない
に お伺いします 。

善へ の取 組と併 せて 認証事 業所を増や す対策等 について、健康 福祉部長

次に 、働 き盛り 世代 の脳卒 中罹患者の リハビリ体制 等について お伺い

と 認識している ようです。
先日 、あ る介護 事業 所の経 営者に「介 護保険の公定 価格で収入 が規定

内 のチ ームワ ーク が整 っていま す」とのこ とでした。 こうした事業 所が

画策 定・実 践、 個々 の職員 の業務への使 命感や納得 感、人材育 成、組織

は、 経営 者の 理念、 ビジ ョンの提 示、加算制 度等の有効 活用など経営 計

利 用者 の方に 事故 があ って入 院され空床に なるなどを 回避できる 事業所

いた しま した。 その 答えは 「基本は一 般企業と 同じです。 介護事業所で

と がで きる事 業所 とは どのよう な事業所でし ょうか」と インタビュ ーを

ず、 何か 将来へ のビ ジョ ンが見いだせ ないまま 暮らしてい ます。世の 中

て おり ます。 いず れも 御家族は 高齢の方で 、施設に同 じ世代の方は おら

らの 方も急 性期 を経 て、現 在は半身麻痺 の状態で老 人保健施設 に入所し

一人 は由 利本 荘市在 住の 方で、昨 年、重症の 脳卒中を発 症し入院。こ ち

現 在は 半身麻 痺の 状態 で自宅 からデイサー ビスを受け ております 。もう

県北 に在 住の方 、四 年前、 重症の脳卒 中を発症 し入院。急 性期を経て、

五 十歳 前後の 二人 の県民 の方からの 御意見いただ きました。 お一人は

し ます。

増え てい くこと が、 社会 福祉の使命感 に燃える 若者の地元 定着につな が

に は、 仕事 が多忙 で残 業続き 、夜遅く帰 宅する毎日で 、思わぬ形 で発症

さ れて いる 介護 事業 所にとっ て、経営内 容がよく職 員の給料を 上げるこ

る ものと考え ます。
準として「求める人材の明確化」、「人材のキャリアアップと育成支

こ のよ うな、 二十 歳代 から五十 歳代等の働 き盛り世代 がお互いを 励まし

している 」、このよ うな方々はま だいらっし ゃるのでは ないでしょ うか。

し命 は取 りと めた もの の、何か「 心が漂流し たような状 態で毎日を 過ご

援 」、 「職場 環境 の整 備と両立 支援」、「 地域交流・ 地域貢献と コンプ

合い なが ら、そ れぞ れの プログラ ムを実践して 、少しずつ 「できるこ と

県で は、 介護 サー ビス認 証評価制度を 創設し普及 しています 。評価基

ライ アン ス」を 柱と し、 それらを 具体化するた めの基準に より認証評 価

去 る八 月、大 仙市 にあ る「大曲 リハビリテー ションクリ ニック」を 訪

が 増え 」、 いず れかは 何らか の仕事に就 く、あるい は元の職場 に復帰す

県 では 認証さ れた 事業 所の職員 の方々に出演 していただ き、動画に よ

問し まし た。 まさに この ようなニ ーズに応え てくれる専門 機関であり ま

し てお り、 まさ に先ほ ど御紹 介した経営 者の方が目 指す事業所 モデルで

り介 護職 を目 指した きっ かけ、キ ャリアパス 、社内外の研 修会、長期 の

した。 医療 保険 、介 護保険 と同時に、場 合によれば 自費のリハ ビリも提

る よう なケア プラ ンの 作成・実 行が可能なリ ハビリ体制 の面的なネ ット

育児休 暇や 産後 のス ムーズ な出勤につな がる配慮、 柔軟なシフ トによる

供 しな がら、 個々 のニ ーズ・生 活目標に対 応したリハビ リを提供し てお

し た。 現在認 定さ れた 事業所は 四十九法人。 全体の法人 数の七百四 十四

家 族と の時間 の確 保な どについ て発信され ておりました 。とても分 かり

りま した 。こう した 機関 とケアマネー ジャーや 各種相談窓 口、事業所 等

ワーク化 ができない ものでしょ うか。

やす く県 民に響 く内 容だ と思いますが 、視聴件 数からする とまだまだ 県

と のネ ット ワーク 化、 仕事へ の復帰プロ グラムの共有 化などを秋 田市な

法人の六 ・六％です 。

民 に浸 透さ せる余 地が あると 思います。 先ほどの保育 士の好事例 と同様

先ほ ど保育 士、 介護 士の処遇 改善でも申 し上げました が、秋田は 今、

ど都市 部以外にも 浸透させる べきと考え ます。

この 動画 に出演 する 事業所 をもっとも っと増やし、 県内外で暮 らす若者

人 口減 少で、 働き 盛り 世代は貴 重な存在で す。県内に おける働き 盛り世

に、 働き 方改 革、 仕事と 子育て両 立、女性活 躍の好事例 でもありま す。
た ちに もより 一層 周知 すべきと 考えますが 、これまで の介護職の 処遇改
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リ ハビ リのネ ット ワー ク化など 施策の展望 について、 健康福祉部 長にお

代で 脳卒 中を発 症さ れた方 々の家庭や 仕事への 復帰を実現させ るための

関係 者の 熱意や 優れ た技 術・努力 によって全県 に広がって いることを 莫

民 の移 動に必 要な 資産 、自然や 災害と闘う 、あるいは 利用する資 産が、

とが 分か ります 。秋 田は何 もないわけ ではなく て、県土が広い 分だけ県

源を組み 合わせた着 地型観光の 可能性につ いて調査をい たしました 。

本 年五 月、二 度に わたり 、こうした 秋田県のイン フラ資産等 と地域資

大 な金額で知 ることが できます。

伺いし ます。
次 に、 高校 の進 学予 定者を対象 とした企業 説明会につ いてお伺い しま
す。
この 取組に つい ては 、一昨年 の一般質問 で、由利地 域振興局管 内での

波 橋、 湯沢市 「秋 ノ宮 」の川井 橋などイン フラ資産も 各地区の景観 ・歴

ま ず五 月三日 、秋 田元 気ムラの 一つ、にかほ 市の「横岡 」を訪問し ま

五 月九 日、八 月二 十八日 の二回にわ たり、首 都圏で活躍 する若者と県

史などと関連づけられてお宝として紹介されております。同サイトの

取 組を 全県に 展開 すべ きと質 問させていた だき、知事 からは、実 施地域

内企 業と の出会 いの 会を 県民行動会議 主催で実 施いたしま した。東京 ・

マ ップ をプ リント アウ トし向 かったのは 、本県砂防事 業発祥の地 、奈曽

した 。秋 田県 の多様 な地 域コミュ ニティであ る元気ムラ の宝を紹介す る

新 潟の 若者 十数名 と、 秋田市 、由利本荘 市、にかほ市 、大仙市の 企業計

川で あり ます 。友 人の 案内とサイ トの取材記 事を参照し ながら、県 内初

の拡 大と 参加 企業に 対す るインタ ーンシップ の受入れな どを働きかけ る

八社 に参 加し てい ただ きました。 若者たちは 、「県内企 業のことを 初め

の砂 防堰 堤、そ して 県内で 一番長い堤 長の堰堤など を見学しま した。標

元気 ムラサ イト には 、東成 瀬村「椿台」 の明通橋、 横手市「戸 波」の戸

て知 った 」、「 知る ことが できてよか った」、「オ ンラインで もじっく

高 一千 五百五 十四 メー トルの稲 倉岳を源流 として延長 十二キロで 河口に

との答弁 がありました 。

り 意見 交換で きて よか った」と いう感想を 得ました。 改めて、一 度秋田

自 然災 害の恐 ろし さと インフラ の大切さ、そ して工事に 関わった方 々の

至る 急流 河川。 昔か ら大 雨の都度 、土石流災害 に悩まされ ていたこと か

高 校の 進学予 定者 等を対 象とした企 業説明会につ いて、昨年 度から全

大変 さを 学ぶこ とが できま した。奈曽 川の砂防 施設群は圧 巻であり、河

を出 てし まえば 、と たん につなが りが希薄にな る事実を知 り、やはり 高

県で 実施 し、今 年度 も実施 する方針と 伺いまし た。ある高 校の校長先生

川 公園 も整備 され 、砂 防工事 のうたが刻さ れた銘板と モニュメン トもあ

ら 、昭和八年 に救農事 業として実 施されたこと などについ て説明を受 け、

か らは 、他の 地域 の企 業説明 も聞きたいと の御意見も ありました 。昨年

りま した 。友 人から は横 岡の伝統 行事などに ついても説明 を受け、充 実

校 生の段階で 県内企業 の方々を知 る場が必要だ と感じまし た。

度実 施し てみ ての成 果や 課題をど う捉え、実 施方法やその 後のフォロ ー

した学びとな りました 。

の方 によ る電気 の基 本、 水力発電の種 類、発電 の仕組み、 ダム取水口 等

ま た、 五月二 十八 日、県 が経営する 玉川発電 所を見学しまし た。職員

アップ をど う進 めて いこう とされている のか、あき た未来創造 部長にお
伺い します。
最後 に、県 の管 理す るイン フラ資産等と 地質・歴史 ・文化財資 源を組
県がホームページで公表しております「令和元年度秋田県の財務書

で他 の水 力発電 所も 見てみ たいと思う ようになった ものであり ます。終

利用 され るこ とな どにつ いても学 ぶことがで きました。 私は、この 見学

の 説明 を受 けまし た。 使用水 は放水路か ら川を通じて 次の発電所 で有効

類」の連結貸借対照表によると、電気など公営企業資産全てを含んだ

了後 、田沢湖畔 を経由し、 駅前の食堂 でダムカレー を堪能いた しました 。

み 合わせた観 光につい てお伺いします 。

イ ンフ ラ資産 、有 形固 定資産額 が秋田には 一兆三千三 百八十億円 あるこ
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に 裏づ けられ た名 前の ものいい 橋という橋も あります。 また、最近 では

な ど、 こち らも 特徴 ある橋が あります。 また、私の 地元の橋に は、伝説

桁を 外部 から補 強す る橋 としては 建設当時国内 最大級であ った蟹沢大 橋

力 発電所なども 含め、全県 に広がって おります 。橋では湯瀬五 橋のほか 、

水力 発電所 は、 この ほか由利 本荘市土地 改良区で管 理する西目の 小水

以上 で私の 質問 を終 わります 。御清聴あ りがとうご ざいました 。（拍

観 光の 受皿に もな ると 思います が、知事のお 考えをお聞 かせくださ い。

連 の人 材確 保に もな りますし 、コロナが 落ち着いた 暁にはイン バウンド

立場 で広 げてい くこ とに より、県 民の秋田県へ の肯定感の 醸成や建設 関

た しま す。こ うし た取 組を、ま ずは秋田県 民がお客と 受入れ側の 二つの

種類 、技 術、歴 史、 事業費 、施工年月 日など」 を公開すること を提案い

手）
●副議長 （杉本俊比 古議員）

あ ります。

小野 議員の一般質 問にお答え を申し上げ ます。

人口 減少対 策と して の賃金 水準向上、そ の処方箋の 横展開につ いてで

●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 。

ＪＲ など 関係者 との 調整を 行いながら 複数の施 工業者が力 を合わせ完成
さ せた 手形陸 橋な ど、 規模や 橋のタイプ・ 工法・技術 だけではな く、振
動、騒音、交通対策などトータルなマネジメントで遂行されたストー
リー を知れ ば感 動す る方は 多いと思いま す。水道水 と用水とを 分ける滝
の 頭の 円形分 水施 設、 金浦温水 路など意味 を知れば学 びが広がる土 地改
良施設 も数多くあり ます。
そ うし たイ ンフラ 資産 と組み合 わせて、例 えば鳥海町の 法体の滝、 檜
県内全域に観光コンテンツが広がります。他県では九州電力が「電力

援 策を 集約し 、業 務提 携や協業 化、Ｍ＆Ａ 、人材育成 、業務改善 、創意

会議 やア ンケー ト調 査での 意見に加え 、これまでの 好事例や具 体的な支

賃金 水準 の向 上に ついて は、製造業、 商業・サー ビス業によ る公労使

イ ンフ ラツア ー」 と銘 打って、 発電所、ダ ムと古墳を 組み合わせ た商品

工夫 など 業種を 問わ ず活 用できる 共通事項を分 析すること にしており ま

山の滝 などジオサ イトや笹子 地区の赤館 など歴史資 源も組み合わ せれば、

を販 売し ており ます 。外 国人にも 大人気の埼玉 県の首都圏 外郭放水路 で

す。

た分析結果を全庁で情報共有を図るとともに、許認可や施設基準など

県 とし まして は、 「新秋 田元気創造 プラン」の策 定に当たり 、こうし

は 、受 入態 勢と して施 設の管 理者ではな く民間事業 者が対応す るととも
に、 専門のガイ ドを養成し付 加価値を高 めておりま す。
コロ ナ禍で 私た ち県 民自身が 地元の資源 に目を向け ることがで きまし

発電施 設、 土地 改良 施設な どを自然や防 災、そして なりわいと の関わり

県では、技術専門校において、建設機械の運転に係る資格取得や設

次に、従業員 の学び直し 支援でござ います。

様 々な制度や 制約を踏まえ 、各業種に 即した支 援制度を構 築することで 、

に つい て学び 広げ てい く。併せ て、ジオパ ーク、世界遺 産、日本遺 産、

計・ 製図 の技能 習得 など 、多様な訓練 機会を提 供している ほか、各地 域

た 。こ のよう なと きこ そ、コ ロナの危機を チャンスに 変えるため 、全県

神社 仏閣 、城跡 など と組 み合わせて、 様々な地 元にお金が 落ちるよう な

の 職業 能力 開発団 体が 行う建 築・土木分 野の職業訓練 や、建設産 業団体

賃金水 準の向上を 図ってまい ります。

観 光の 仕組 みを構 築し ていく べきと考え ます。具体的 には、当該 建設工

が行 う若 手や 中堅 技術者 を対象に した資格取 得研修に対 する助成を 行っ

に広 がる 私た ち足元 のコ ンテンツ でもある堰 堤、ダム、橋 、トンネル 、

事に 携わ った 方々 や橋や ダムの種 類や工法に 詳しい方々 によるガイ ドの

ておりま す。

ま た、 国にお いて も、熟 練技能者の 企業への 派遣や在職 者訓練の実 施

養成 や、 島根県 庁の ように 県のホーム ページにドロ ーン撮影に よる動画
掲 載、 官民デ ータ 活用 推進基本 法によるオ ープンデー タとして「 橋等の
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など、従 業員のスキ ルアップのた めの支援を 行っており ます。
学 び直 しによ る新 たな 知識や技能の 習得は、 企業の生産 性向上につ な
がる ほか 、個々 のキ ャリ アアップ や待遇改善を 図る上でも 重要である こ
と から 、今 後と も労 使双方の ニーズ把握 に努めなが ら、職業訓 練の充実
や出 前講座の実 施など、学び 直しを支援 してまいり ます。

力し 、周 辺の地 域資 源と組 み合わせた 新たなツ ーリズムの可能 性を探っ
て まいります。
私から は以上でご ざいます。

私から は、高校の 進学予定者 を対

【 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）

こ れま でも企 業支 援に おいては 、企業からの 相談事項や 要望内容に 応

説明 会等 を実 施して きま したが、 進学希望者 についても 進学前に地元 就

高 校生 につい ては 、こ れまで就 職希望者を中 心に、職場 見学会や企 業

象とした 企業説明会 についてお 答えいたし ます。

じて 、制 度融 資や助 成、 専門家派 遣など各種 支援制度の 紹介や利用の サ

職を 意識し ても らう ため、 昨年度から、 進学者の多 い高校の一 年生に対

次に、支援 の体制で ございます 。

ポー トに関 して 、関 係機関 が情報共有し ながら対応 してまいり ました。

し 、学 校単位 で企 業経 営者の講 話や企業説 明などの企 業ガイダンス を実

り ます。

高校 の所 在する 地域 以外 の企業を 含め、幅広い 企業の参加 を求めてま い

か ら、 今年度 実施 予定 の十一校 については 、生徒等の ニーズを踏 まえ、

られ た一 方で、 参加 企業の エリアや業 種の拡大を求 める声があ ったこと

こと がで きた 」、 「将 来の就職先 として考え たい」とい った感想が 寄せ

実 施し た七 校の約 一千 五百人の 生徒からは 、「地元企業 の魅力を知 る

施して おります。

今 後、 賃金水 準向 上の支 援策につい ては、商 工団体など 、各業種に精
通し た経 営指導 等の 専門 家が中心にな り、労務 管理や働き 方改革、職 場
環 境整 備な ど個々 の企 業ニー ズに対応し 、各関係支援 機関が連携 した伴
走型の 支援に努め てまいりま す。
次に 、イン フラ 資産 等と地質 ・歴史・文 化財資源を組 み合わせた 観光
でご ざいます。
県内 各地 のイン フラ 資産の 魅力を広く 情報発信する ことは、社 会資本
整 備に 対す る県 民の理 解を深 めることに 加え、建設 業のイメー ジアップ

ま た、 県外大 学等 へ進学 後は、地元 就職を具体的 に検討して もらうた

め、 あき た学生 就活 サポー ターによる 県内就職 情報の提供 や、対面型と

につ ながり、担 い手の確保に も結びつく ものと考え ております 。
この ため、 県で は、 ダムカー ドや県のウ ェブサイト を通じ、ダ ムの形

オ ンラ インを 組み 合わ せた就 活イベントの 実施等によ り、継続的 に県内

さらに 、昨 年度 、県 就活情報 サイト「こっ ちゃけ」を 改修し、学 生が

式 や事 業規模 、建 設に 至る経 緯等の情報を 提供するな ど、インフ ラ資産
また、 県内 には 、国 の重要文 化財に指定さ れている秋 田市の藤倉 水源

サ イト 上で、 県内 企業 に直接イ ンターンシ ップの申込み ができるよ うに

企業と のマッチン グを行って いくことにし ております 。

地 水道 施設を はじ め、 多くの歴 史的な土木 構造物が残さ れているほ か、

したほか、「インターンシップ導入セミナー」や「ウェブ導入セミ

に関す る積極的な 広報活動に 努めていると ころであり ます。

現在、全 国に先駆け 、大規模な 洋上風力発 電所の建設 が進められて おり、

ナ ー」 を開 催し、 県内 企業の 魅力発信力 の向上にも取 り組んでい るとこ

私か らは以上で ございます 。

秋田で県 外大学等進 学者の県内回 帰に努めて まいります 。

ろで あり 、引 き続 き、企 業や教育 委員会等と 連携を図り ながら、オ ール

こ れらは、観 光資源と しても活用でき るものと 考えており ます。
今後 は、 こう した インフラ 資産につい て、ダムや 発電所等の ふだんは
見学 する ことの でき ない管 理施設を公 開するなど、 魅力アップ を図ると
と もに 、観光 資源 とし ての価値 を見極めな がら、市町 村や地域住 民と協
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私からは、 二点について お答えいた しま

【健康福祉 部長（佐々 木薫君）登壇 】
●健 康福 祉部 長（佐 々木 薫君）
す。
はじめに、介護職員の賃金等処遇改善についてでありますが、介護
ニー ズの 拡大が 見込 まれる 中、サービ スの質の 向上を図っ ていくために
は 、多 様な人 材を より 多く確保 する必要が あることか ら、県では 、処遇
改善 や人 材育成 等を 進める ための基盤 となる「 介護サービ ス事業所認 証
評 価制 度」を 推進 して きたとこ ろであり、 制度への参 加を宣言し た事業
者は百 二十を超えて おります。

就労 世代へ の支 援に ついては 、医療・介 護に限らず 、様々な専門 機関

と の連 携が重 要で ある ことから 、「秋田県 循環器病対策 推進協議会 」に

おいて、 リハビリテ ーションの 連携について 協議してま いります。
私か らは以上で あります。

小野議 員から御質 問のありま した保

【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 ）

育士の賃 金等処遇改 善について お答えいた します。

県 教育 委員会 では 、保 育士等の処遇 改善を図 るため、技 能・経験に 応

じた 加算 額を負 担す ると ともに、加算 認定の要 件となる研 修を実施し て

の 好事 例を動 画に より 紹介す るほか、ハ ローワークで の放映や就 活情報

信、 ＳＮ Ｓ広告 など によ り周知を 図っておりま すが、今後 は、より多 く

制度 など を活用 する こと により、 保育士等の 負担軽減を図 り、安心し て

か る補 助事業 や園 児の 登降園 管理事務等 のＩＣＴ化に 要する経費 の助成

また 、施 設にお いて は、産 休・病休代 替職員、保育 補助者の雇 用にか

お ります。

サイ ト「 こっち ゃけ 」の 活用など の様々な取 組により、県 内外の若者 等

働 き続 ける ことが でき る職場 環境づくり に取り組んで いるところ であり

認 証取 得事業 者の 取組 について は、これまで 新聞の特集 記事や動画 配

に 向け 、処 遇改善 が進 む介護 事業者の情 報をより幅広 く発信して まいり

こ れら の取 組に より、 有効求人 倍率の改善 や新卒者の 県内就職率の 上

ます。

次 に、 働き 盛り 世代の 脳卒中罹 患者のリハ ビリ体制等 についてであ り

昇が 見ら れる こと から、 更なる人 材確保に向 けた対策を 、関係団体と 連

ます。
ます が、 脳卒 中の 患者数 は、全体 的に減少し てきてはい るものの、人 口

携 し、一層充 実させる ことが重要 であると認 識しておりま す。

県教 育委 員会 とし ましては 、保育士等 の処遇改善 について国 に要望す

十 万人 当た りの 死亡 者数は全 国平均を大 きく上回る 状況が続い ており、
依然 とし て、 脳卒 中対策 は、県民 の命と健康 を守る上で 重要な課題 の一

着 目した 先進 事例 の紹 介や、多様 で柔軟な働 き方に向け た研修の実 施な

るとと もに 、支 援制 度の周知 徹底を図る ほか、運営 体制や経営 の改革に

こうした認識のもと、県では昨年度、「秋田県循環器病対策推進計

ど、 施設の 業務 改善 を促す 取組を進め、 魅力ある職 場環境づく りを支援

つであると認 識してお ります。
画」 を策定 し、 専門 的なリ ハビリテーシ ョンの充実 のほか、市 町村が実

して まいります 。
私からは以 上であります 。
●副議 長（杉本俊 比古議員）

午後二時十 四分散会

本日 は、これを もって散会 いたします。

以上で、本 日の日程 は、全部終了し ました。

一番小野議 員の質問は 終わりまし た。

施 して いる多 職種 連携 による自 立支援のため の検討会の 開催や、職 場復
帰を 目的と した 職業 訓練な ど、「地域 包括ケアシス テム」の視 点も踏ま
えた 、総合的な 対策を実施す ることにし ております 。
この ほか、 リハ ビリ テーショ ン・精神医 療センターで は、リハビ リロ
ボ ット を活用 し、 社会 復帰に向 けた機能回 復訓練を実施 しているほ か、
医療 ・介 護・福 祉関 係者に 対して、訓 練の活用 を促進するため の研修等
を実 施し、関係 機関との連 携を強化し ているところ であります 。
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