一、議 案第一七〇号

午後一 時開議
秋 田県収用委 員会の委員の 任命につい て

秋田県公 害審査会の 委員の任命 について

令 和三年十月 七日（木曜日 ）

第二四、議 案第一八九号

第二三、 議案第一八 八号

第二 二、議案第 一八七号

第二一、議 案第一八六 号

第二〇 、議案第一 八五号

第一 九、議案第 一八四号

第一八、 議案第一八 三号

第一 七、議案第一 八二号

第一六、議 案第一八一 号

交通事故 に係る和解 について

交通 事故に係る和 解について

交 通事故に係 る和解に ついて

交通事 故に係る和 解について

交通 事故に係る 和解につい て

工事請負 契約の締結 について

工事請 負契約の締 結について

工 事請負契約 の締結に ついて

工事請負 契約の締結 について

第 五号

第
二 、議案第一 七一号
令和三年度秋 田県一般 会計補正予 算（第五号 ）

令和三 年秋 田県 議会 第二 回定 例会 会議 録

第
三、議 案第 一六 八号

議事日程第 五号

第

秋田県 議会委員会 条例の一部 を改正する条 例案

秋田県 議会会議規 則の一部を 改正する規則 案

第二 五、 議案 第一九 一号
第二六、 議案第一九二 号

令和 三年度秋田 県中小企業 設備導入助成 資金特
別会 計補正予算（ 第一号）

国土強 靱化の強力な 推進に必要 な予算の確 保を

書

豪雪地帯 対策特別措置 法の改正等 に関する意 見

私 学助成に関 する意見 書の提出に ついて

める意見 書の提出に ついて

沖縄県名 護市辺野古 新基地建設工 事の中止を 求

第二 七、請願審 査の件

第二 九、 意見書 案第 四号

第二 八、 意見書 案第 三号

請願第 四六号

請願 第四 五号

令 和二年度秋 田県公営 企業会計決算の 認定につ

四 、議 案第一 六九 号
五 、認 定第

一号

第
第
いて

令和二年 度秋田県公営 企業会計決 算の認定に つ
秋田 県公害防止 条例の一部 を改正する 条例案

二号

七 、議案第一 七三号

公衆浴 場法施行条 例の一部を改 正する条例 案

六、 認定第

第
八、議 案第一七四 号

工 事請負契約 の締結に ついて

第

第
九、議案第 一七六号

いて

第

求める意 見書

私 学助成の充 実強化等 に関する意 見書

秋田県民 会館条例の 一部を改正 する条例の一 部
第三 〇、意見書 案第二号

第一 〇、 議案第 一七 二号

を改正す る条例案

沖縄戦戦 没者の遺骨 を含む土砂を 沖縄県名護 市

辺野古におけ る新基地 建設工事に 使用しない よ

第三 一、 意見書 案第 五号

金の処 分について

う求 める意見書

令和二 年度秋田県 公営企業会 計未処分利益 剰余
下水道法施行 条例の一 部を改正す る条例案

第一 一、 議案 第一七 七号
第一 二、議案第 一七五号

第三三、 臨時的に設 ける協議等 の場設置の 件

品 の優先使用 を求める 決議

公共事業の県 内業者へ の優先的発 注及び地元 産
交通 事故に係る 和解につい て
金の 処分につい て

第三四、議 員派遣の件

一号

第一三、 議案第一七 八号

令 和二年度秋 田県公営企業 会計未処分 利益剰余
財産の 取得につい て

第三二 、決 議案 第

第一四 、議 案第一 七九 号
第一五、 議案第一八 〇号
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本日の会議 に付した事 件
議 事日程に同じ
午後 一時開議

十 七 番

十 五 番

十 三 番

十 一 番

九

七

五

三

一

番

番

番

番

番

佐

加

杉

鈴

吉

薄

住

島

鳥

小

藤

藤

藤

本

木

方

井

谷

田

井

野

ひとみ

武

信

清

里

俊比古

真

喜

正一 郎

麻

浩

実

彦

司

達

薫

修

彦

三 十 番

二 十八番

二十五番

二十 二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

十 四 番

十 二 番

十

八

六

四

二

番

番

番

番

番

工

渡

石

北

今

三

小

鈴

松

林

川

浦

原

木

玉

宇 佐見

瓜

田

加賀屋

児

部

佐々木

小

藤

生

田

鉱

嘉

英

丈

雄

茂

正

健

雄

緑

康

一

範

治

正

策

人

晃

太

太

郎

千 鶴子

政

明

明

人

四十二 名

十 九 番
佐
橋
洋

三十二番

藤

隆

悦

本日の 出席議員

二十 一番
髙
川
子

加

松

勝

臣

二 十三 番
石
幸

三十 四番

小

谷

豊

二 十七番
東 海林
健一郎

三十六番

土

敏

一

二十 九番
原
藤

賢 一郎

三 十八番

正

寛

望

三 十一 番
近
藤

一

田

英

山

三十 三番
佐

英

柴

三十五 番
浦

四 十 番

三

一

三 十七番

洋

木

司

鈴

有

三十 九番

田
司

鶴

口
康
博

名

四十二番

川

林
下

一

一

四 十一 番

北
竹

本日の欠席 議員

四十三番
二十 六番

事

事

神

佐

部

竹

和

秀

敬

三

行

久

地 方自治法第百二 十一条に よる出席者

知

田

知

副

猿

さ なえ

事

山

知

陶

欣

副

事

本

裕

理

松

田

嘉

則

嘉

人

元

也

長

) 土

田

正

部

総 務部危 機管 理監 兼
(
広
報
監

鶴

野

務

企 画 振 興 部 長

小

佐々木

高

盛

総

あきた未 来創造部長

観光文化スポーツ部長

田

幸

和

健 康 福 祉 部 長

柳

藤

正

生 活 環 境 部 長

佐

藤

藤

農 林 水 産 部 長

佐

藤

吾

聡

治

徹

薫

産 業 労 働 部 長

佐

良

詠

秀

長

奈

田

課

部

村

政

設

会計管理者（兼）
出
納
局
長

建

長

財
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●議 長（柴田正 敏議員）

教育委員会教育長

安

田

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）

浩

幸
誠

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
議案 第一九一号

秋田 県議会会議規 則の一部を 改正する規 則案

秋田県議会 委員会条例 の一部を改 正する条例案

一、 十月六日、 議会運営 委員長から次の 議案が提 出された。
議案第一九 二号

同

第一六 九号

一、 十月 六日 、次 の議 案について 予算特別委 員長から審 査報告書が 提出さ
れた。
議 案第一六八 号

れた。
第 一七六号

議 案第一七三 号

同

され た。
認定第

号

第一七七 号
二

号

第一七八号

認定第

同

第 一八〇号

第一七四号

議案第一 七二号

第一七九号

議 案第一七 五号
同

一 、十 月六 日、次 の議 案につい て教育公安 委員長から 審査報告書 が提出さ

同

(4) (2)

れた。

同

同

同

第一八 九号

第一八七号

第一八五 号

第 一八三号

議 案第一八一号

同

れ た。
意見 書案 第五 号

同

同

同

同

第 一八八号

第一八 六号

第一 八四号

第一八二号

豪雪地帯対 策特別措置法 の改正等に 関する意見 書

国土強靱 化の強力な推 進に必要な 予算の確保 を求

める意見 書

私学助成の 充実強化等 に関する意 見書

める意 見書

野古における新 基地建設 工事に使用 しないよう 求

沖縄 戦戦没者の 遺骨を含 む土砂を沖 縄県名護市辺

一、十 月七 日、 石川ひ とみ議 員、加藤麻 里議員か ら次の意見 書案が提出さ

意見 書案第二号

一、 十月七日、 教育公安 委員長から 次の意見書案 が提出され た。

意 見書案 第四 号

一、十月七 日、建設委 員長から次の 意見書案が 提出された 。

意見 書案 第三 号

一、 十月七日、 福祉環境 委員長から次の 意見書案 が提出され た。

とおり である。

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

教育公安 委員長

総務企 画委員長

一、 十月六日、 次の委員長か ら請願審査 報告書が 提出された 。

(8) (6) (4) (2)

決 議案 第

一号

公共事業 の県内業者 への優先的 発注及び地元 産品

の優先使 用を求める 決議

一、臨 時的 に設け る協 議等の 場に関する 申出のあった ものは、別 紙「臨時

的に 設ける協議 等の場に関 する申出書 」のとおりで ある。
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(9) (7) (5) (3) (1)
(1)

(1)
(1)

一、十月 六日、次の 議案につい て建設委員 長から審査 報告書が提出 された。 一、十月七 日、建設委 員長から次 の決議案が 提出された 。

同

一

一、十 月六 日、次 の議 案等に ついて産業観 光委員長か ら審査報告 書が提出

同

一、 十月 六日、 次の 議案 について 福祉環境委員 長から審査 報告書が提 出さ

(2)

(2)
(2)

(1)

(1)

(2) (1)

(1)

(3) (1)

(3) (1)

(5) (3) (1)

一、議 員の 派遣に 関す る依頼 のあったも のは、別 紙「議員派遣一 覧」のと
お りである。
一、 十月 四日、 監査 委員 から例月出 納検査の結果 に関する報 告があり、 十

請 願第
秋田県立 西目高等学 校再編整備に 係る請願に ついて

の政府 予算に係る 意見書採 択に関する請願 について

義務教育費 国庫負担制 度二分の一復 元をはかる ため

教育公安 委員会
七号

請願 第一一 号
【令和三 年第二回定例 会（九月議 会）請願審 査
（ 委員会） 結果表は巻 末に登載】

員

派

遣

一

覧

臨時的に設 ける協議等 の場に関する 申出書は巻 末に登載
議
第二十一 回都道府 県議会議員 研究交流大会

鈴木洋一議 員
例月出納 検査報告書

登載省略

お諮り します。日程 第一及び日 程第二の議 案二

件は 、い ずれも 委員 会付託 を省略し、 直ちに本 会議におい て審議するこ
と に御異議あ りませんか。

御 異議ないもの と認め、そ のように決 定いたし

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長 （柴 田正敏 議員 ）
ます 。

日程 第一、 議案 第百 七十号 秋田県公害審 査会の委員 の任命につ いて、

日 程第 二、 議案第 百七 十一号 秋田県収用 委員会の委員 の任命につ いて、

以上二 件を一括議 題といたし ます。

議案 第百七 十号 は、 秋田県公 害審査会の 委員として安 倍幸治氏、 阿部

千 鶴子 氏、小 野寺 倫子 氏、嵯峨 宏氏、佐藤 悟氏、鈴木 ルリ子氏、 寺沢修

平氏 、野 村恭子 氏、 吹谷 由美子氏 及び福嶋孝子 氏を任命す るため、議 案

第 百七 十一 号は 、秋田 県収用 委員会の委 員として面 山恭子氏及 び千田幸

紀氏 を任命する ため、議会の 同意を得よ うとするも のでありま す。

お諮 りしま すが 、上 程の議案 二件は、い ずれも趣旨 説明、質疑 、討論

を 省略し、直 ちに採決する ことに御異 議ありま せんか。

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

御異議な いものと認 めます。
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月 五日、各議 員に配付 した。

(2)

(1)

一、本 会期中にお ける審査継続 の申出があ った請願は 、次のとお りである。 ●議 長（ 柴田正 敏議 員）

一

第二 十一回都道 府県議会議 員研究交流大 会に出席の た
令和三年十一 月十五日（ 月）～十六 日（火）

派 遣の目 的

派 遣期間
東京 都ほか

め

派遣地

●議長（柴田正 敏議員）

起立 により採決 いたします 。

北林康司議 員、鶴田有 司議員、川 口一議員、
佐藤 賢一郎議員 、近藤健一 郎議員、北林 丈正議員、

【賛成者 起立】
●議長 （柴 田正敏 議員 ）
号は 同意されま した。

起 立者全員で あります。よ って、議案 第百七十

同 意すること に賛成の 方、御起立願い ます。

まず、議案 第百七十 号について 、起立によ り採決いた します。本案 は、

小原 正晃議員、 薄井司議員 、松田豊臣 議員、

東海林洋議 員、鳥井修 議員、石田寛 議員、

住谷達議 員、宇佐見 康人議員 、瓜生望議 員、

鈴 木真実議員 、小山緑郎 議員、児玉政 明議員、

鈴木健太議 員、杉本俊 比古議員、 佐々木雄太 議員、

派遣議員

(1)
(4) (3) (2)

次に 、議案 第百 七十 一号につ いて、起立 により採決 いたします。 本案

起立 者全員であ ります。よ って、議案 第百七十

は 、同意するこ とに賛成の 方、御起立 願います 。
【賛成者 起立】
● 議長 （柴 田正敏 議員 ）
一号 は同意され ました。
次に 、日 程第三 、議 案第百六 十八号から 日程第二十 四、議案第 百八十九
号 までの議案 二十件、認定 二件を一括 議題とい たします。
関係 委員 長の 報告を 求めま す。まず、 予算特別委 員長の報告 を求めま
す。
ただ いま議題 となりまし た案件につ い

【三十 一番（予 算特別委員 長原幸子議員 ）登壇】
●予 算特別 委員 長（ 原幸 子議員）

て 、予算特別 委員会に おける審査の経 過と結果 を報告申し 上げます。
本委 員会 にお いて 審査し た案件は、議 案第百六十 八号令和三 年度秋田
県一 般会 計補正 予算 第五号 、議案第百 六十九号令和 三年度秋田 県中小企
業設 備導入助成 資金特別会 計補正予算 第一号、 以上二件であり ます。

業」など に関して、 それぞれ質疑 がありまし た。

ま た、 福祉環 境分 科会 では、「新型 コロナウ イルス感染 症軽症者等 受

入施設 整備事業」 などに関して 、それぞれ 質疑があり ました。

ま た、 農林 水産 分科 会では、「 業務用米生 産拡大支援 事業」など に関

して 、それぞれ 質疑がありま した。

また 、産業 観光 分科 会では、 「秋田新幹 線新仙岩ト ンネル整備 促進事

業 に係 る債務 負担 行為 の設定 」、「かがや く未来型中 小企業応援 事業」

などに 関して、そ れぞれ質疑 がありました 。

また、建設 分科会では、 「設計積算 及び電算 化調査費」 などに関して 、
それ ぞれ質疑が ありました 。

また 、教育 公安 分科 会では 、「世界遺産 環境整備調 査事業」な どに関

し て、それぞ れ質疑が ありました。

次に、 総括審査に ついて申し 上げます。

はじ めに、 「新 型コ ロナウイ ルス感染症 への今後の対 応について 」で
あり ます。

き るよ う進 めて いると ころで あるが、一 部の市町村 では、要望 どおりワ

各市 町村 では、 希望 者に対 するワクチ ン接種を十一 月末までに 完了で

こ れに より 、補 正後の 予算総 額は、六千 百六十九億 七千六百三 十一万円

ク チン が供給 され てい ない状況 にあることか ら、県が主 導して、各 市町

今回の 一般会計補 正予算案は、 百十六億三 百八十四万 円の増額で あり、
とな ります。

村の 在庫 を調整 し、 ワクチ ンを融通し 合うなど の体制の構 築を行うべき

で はないかと ただしたのに 対し、ファ イザー社 製のワクチ ンについては 、

また 、秋田 県中 小企 業設備導 入助成資金 特別会計補 正予算案は 、三千
二 百十 七万円 の増 額で あり、 これにより、 補正後の予 算総額は、 一億五

なって いな い。 この ため、 既に接種完了 の見通しが 立った市町 村から近

残念ながら各市町村の希望どおりに、国から供給されている状況には

今回の 補正 予算 案は 、新型コ ロナウイルス 感染症への 対応、「第 三期

隣 の市 町村へ ワク チン を融通す るなどの調 整が行われて いるが、全 県的

千三百 十九万円と なります。
ふ るさ と秋田 元気 創造 プラン」 に基づく事 業のほか、公 共事業等に つい

なや りと り等に つい ては 、県が主体的 に取り組 むことで、 十一月末の 接

場 合、 保管方 法の 違い や、ワク チン接種を 受ける側の 不安など、 課題も

る状 況を 踏まえ 、今 後、モ デルナ社製 ワクチンに切 り替えるこ とになる

これ につ いて さら に、ファ イザー社製 のワクチン の供給が不 足してい

種 完了を目指 したいと の答弁がありま した。

て計上さ れておりま す。
審 査に 当た っては 、ま ず当局か ら説明を聞 き、各分科会 及び総括審 査
にお いて それ ぞれ 質疑を 行いまし たが、その 主な内容に ついて申し 上げ
ます。
ま ず、 総務企 画分 科会で は、「徴収 取扱費」 、「Ａター ン就職促進 事
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多い 。ワ クチン の切 替えに よって混乱 を来さぬ よう、市町村や 県民に対

ため の助 成に必 要な 財源措 置について 、国に対 し強く働きかけ てまいり

その ほか 、「あ きた 芸術劇 場の整備に ついて」、「 秋田新幹線 新仙岩

た いとの答弁が ありました 。

し、 モデ ルナ社 製の ワク チンに切 り替える場合 には、ファ イザー社製 と

ト ンネ ル整 備計 画に ついて」 、「秋田県 多様性に満 ちた社会づ くり基本

し 、適 切に情 報提 供す る必要が あると考え るがどうか とただした のに対
は 保管 庫も 異な るこ とから間 違いのない よう、接種 会場を分け るなどの

質疑 を終了 し、 討論 なく、採 決の結果、 議案第百六 十八号は賛 成多数

条例 仮称につい て」などに関 して、それ ぞれ質疑が ありました 。

応の 発生 頻度が 若干 高いと 言われてい るが、大 部分が数日 以内に回復し

を もっ て、議 案第 百六 十九号 は全会一致を もって原案 のとおり可 決すべ

対 応を 考える 必要 があ る。また 、ファイザー 社製ワクチ ンに比べ、 副反
て いる ことや 、諸 外国 でも安 全性は確認さ れているこ となどを、 県民に

きもの と決定した 次第であり ます。

福 祉環境委員長 の報告を求 めます。

【十一番 （福祉環境委 員長吉方清 彦議員）登 壇】

●議長 （柴田正敏 議員）

以上、報告 申し上げます 。

分かり やすく伝え てまいりた いとの答弁が ありました 。
次に、「米 価の下落対策 」について でありま す。
コ ロナ 禍とは いえ 、一旦 、米の需要 が大きく 落ち込むと 、需給バラン
スの改 善に時間を要 し、いわゆ る「低米価 時代」に突 入することに なる。

ただ いま議題とな りました、 議案第

百七 十三 号、 議案 第百 七十四号及 び議案第百 七十六号、 以上三件に つい

● 福祉 環境 委員長 （吉 方清彦議 員）

金等 で対 応す ると のこ とであるが 、今後の状 況によって は、更なる 対策

て、福祉 環境委員会 における審査 の経過と結 果を報告申 し上げます 。

こ のよ うな 中、米 価下 落によ る減収に対 し、県では当 面、既存の 公庫資
の検 討を 進める べき ではな いかとただ したのに対し 、今年の概 算金の水

規則 等の 一部を 改正 する 省令にお いて、経過措 置として定 められた排 水

本 委員 会に付 託さ れま した議案第百 七十三号 は、水質汚 濁防止法施 行

再生産 を確保でき るが、仮に一 万円を割り 込むことに なると厳し くなる。

基 準の 適用 期間 の終了 により 、秋田県公 害防止条例 で定める排 水基準に

準 は、 経費を 考え ると 、生産の 大宗を担う 五ヘクター ル以上の農 家では
こ のた め、 更な る生産 の低コ スト化を図 るとともに 、国に対し てセーフ

係る 規定の整備 を行おうとす るものであ ります。

議案 第百 七十 六号は 、新複 合化相談施 設建築工事 の工事請負契 約を締

す る年齢を引 き下げようと するもので あります 。

議案 第百七 十四 号は 、公衆浴 場の風紀の 保持を図る ため、混浴 を制限

テ ィネ ットの 充実 や、 過剰在庫 の処理など、 必要な措置 を求めてま いり
たいとの 答弁があり ました。
また、米の需要が低下している中で、来年、サキホコレが本格デ
ビュ ーし てい くこと にな るが、全 国の市場の 動向を踏まえ 、あきたこ ま

審 査に 当たっ ては 、当局 からそれぞ れ説明を 聞き、質疑を行 い、討論

結しようとす るもので あります。

の 生産 販売戦 略が 重要 であると 考えるが、 県ではどのよ うに取り組 んで

なく 、採 決の結 果、 議案 第百七十三号 外二件は 、全会一致 で原案のと お

ちを中 心と した 主食 用米の 需給調整をし っかりと行 うなど、秋 田米全体
いく のか とただ した のに 対し、サキホ コレは、 大変厳しい 状況の中で デ

り 可決すべき ものと決 定した次第であ ります。

次に、 所管事項審 査における 主な質疑に ついて申し上 げます。

ビ ュー する ことに なる が、ト ップブラン ドの地位を確 立できるよ う、品
質の 維持 はも とよ り、消 費者の認 知度向上に 取り組んで まいりたい 。ま

生活 環境部 関係 の「 第三次秋 田県動物愛 護管理推進計 画案」につ いて
であ ります。

た、米の 需給調整を 進めるために は、加工用 米や飼料用 米を作付し ても、
主 食用 米と同 等の 収入 を得られ るようにす る必要があ ることから 、その
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な く、採決の結 果、認定第 一号は、全 会一致を もって認定すべ きものと 、

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

行 政側が犬猫を 簡単には引 き取らない という姿 勢も重要である と考える 。

議案 第百 七十二 号及 び議 案第百七 十七号は、全 会一致をも って原案の と

犬猫の「殺 処分ゼロ 」に向けて、飼 い主の意 識を変えて いくために は、
他県 では 、犬猫 の殺 処分 に飼い主 の立会いを求 める取組を 通して、飼 い

お り可決すべ きものと 決定した次 第でありま す。

次に 、所管事項 審査における 主な質疑に ついて申し 上げます。

主 の意 識が 変わ り、 自ら犬猫 の譲渡先を 探したり、 命の大切さ を再認識
し たり するよ うに なっ たという 事例があるこ とから、そ うした考え 方も

はじ めに、 観光 文化 スポーツ 部のあきた 芸術劇場整 備事業の工 期の延
長 等について であります。

取り 入れ るべき と考 えるが どうかとた だしたの に対し、本 県でも、旧動
物 管理センタ ーにある、殺 処分に使用 していた 設備の見学 などを通して 、

し てい くこと が重 要で あるため 、他県の事 例も参考に しながら、飼 い主

動物 愛護セ ンタ ーに 持ち込 まれる犬猫を 減らすこと と、その譲 渡を増や

二百五 十四億円の巨 費を投資す る事業であ り、内容を 精査中だとし ても、

中 、十 二月議 会で 継続 費が変更 される予定 とのことで あるが、総事 業費

前回 六月議 会で 報告 がなく 、かかり増し 経費などの 具体的な説 明がない

今年 一月 に判 明した 地盤不 良や地中の 障害物撤去 への対応に ついて、

が最 後ま で責任 を持 って 飼育すること を啓発す るとともに 、ボランテ ィ

工 期の 延長 に至っ た状 況や費 用について 、その都度、 速やかに説 明すべ

殺処分 の現実を伝 える取組を 実施している 。「殺処分 ゼロ」に向 けては、

ア と連 携し た譲渡 体制 の強化 などを進め てまいりたい との答弁が ありま

きで ない かと ただ した のに対し、 地盤不良等 への対応に ついては、 工期

選択・ 集中プロジ ェクトの中 に、「賃金水 準の向上」 を挙げてい るが、

ラ ン」の骨子 案についてで あります。

次に 、産業 労働 部関 係におけ る「～大変 革の時代～ 新秋田元気 創造プ

いり たいとの答 弁がありまし た。

含 め、 工事 費全 体の精 査を行 っており、 開館に向け て、工事を 進めてま

め、 今議 会での 説明 とな ったもの である。現在 、工期延長 に係る経費 を

結 果的 に、外 構工 事の 一部工事 について、 遅れが生じ ることとな ったた

内の完成 に向け、設 計業者等と工 法の検討や 工程を鋭意 調整してき たが、

した。
産 業観光委員 長の報告 を求めます。

以上、報告 申し上げ ます。
●議長 （柴田正敏 議員）

ただ いま議題と なりました 、認定第

【二十三 番（産業観 光委員長髙橋 武浩議員） 登壇】
● 産業 観光 委員長 （髙 橋武浩議 員）

一 号、 議案第 百七 十二 号及び議 案第百七十七 号、以上三 件について 、産
業観光委 員会におけ る審査の経 過と結果を報 告申し上げ ます。
本 委員 会に付 託さ れま した認定 第一号は、令 和二年度に おける電気 事
業会 計及 び工 業用水 道事 業会計の 決算の認定 について、議 会の議決を 求

賃金レ ベル をい つま でに、 どこまで引き 上げるかな どの具体的 な目標が

な い。 東北六 県や 人口 規模が近 い県と比較 し、実現性の 高い具体的 な数

めようとする ものであ ります。
議 案第 百七十 二号 は、あ きた芸術劇 場の設備 を使用する者か ら使用料

字を 目指 してい くべ きで はないかとた だしたの に対し、本 県の賃金水 準

と認 識し てい る。 何年で 、どれく らいの水準 を目指して いくのか、 全体

を徴 収す る必要 があ るこ とから、設備 の使用料 の額等を改 正しようと す
議案 第百 七十 七号 は、地方 公営企業法 第三十二条 第二項の規 定に基づ

を底 上げ してい くの か、高 水準の企業 をさらに伸ば していくの かなども

は 、東 京圏 に比べ て低 く、そ の水準まで 直ちに引き上 げることは 難しい

き、 令和 二年度 に生 じた電 気事業会計 の未処分利益 剰余金の処 分につい

含めて、公労使会議でも議論を続けているほか、現在、約千社にアン

る ものであり ます。

て、 議会の議決 を求めよう とするもの であります。
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元 気創 造プラ ン」 の施 策に反映 させていき たいと考え ているとの 答弁が

ケー ト調 査を行 って おり、 その結果を 、今後肉 付けされていく 「新秋田

いて、 議会の議決 を求めようと するもので あります。

き 、令 和二年 度に 生じ た下水道 事業会計の 未処分利益 剰余金の処 分につ

議案 第百七 十九 号は 、地方公 営企業法第 三十二条第 二項の規定に 基づ

認定 第二 号令 和二年 度秋田 県公営企業 会計決算の 認定につい てであり

主 な内容につ いて申し上げ ます。

審査 に当た って は、 当局から 説明を聞き 、質疑を行 いましたが 、その

用高 速ロータリ ー除雪車を買 入れしよう とするもの であります 。

議 案第 百八 十号 は、 大館能代空 港の除雪体 制の整備を 図るため、 空港

ありま した。
こ れに つい てさ らに 、産業振興 を支える投 資の拡大と して、企業 立地
の 促進 を目指 して いる が、誘致 企業の大半は 本社が県外 にあり、撤 退す
れば それ で終わ る。 誘致も 大事だが、 地場産業 の育成も同 様に大事であ
る こと から、 新た なプ ランに 反映するべき ではないか 。また、賃 金水準
の向 上に つな がる産 業構 造の転換 を促進させ ていくこと も織り込むべ き
業 の新 増設を 含め て支 援してき ており、今 後も規模拡 大を含め、県 内産

公営 企業 会計決 算審 査意 見書の中で、 「流動比 率は、一〇 〇％を下回 っ

下 水道 事業会 計の 決算に おける流動 比率につ いて、令和 二年度秋田県

ます。

業を 強化 し、賃 金水 準の 向上につなげ てまいり たい。また 、アフター コ

て いる もの の、全 国平 均より 十五・六ポ イント高い八 五・七％と なって

でな いかと ただ した のに対 し、企業立地 には、誘致 企業のほか 、地元企

ロ ナに 想定 される 産業 構造の 変化を見据 え、重層的で 力強い県内 産業が

いる 。」 との こと だが 、これは、 一年以内に 現金化でき る資産と一 年以

とた だし たのに 対し 、下 水道事業 会計は、関連 市町村から の維持管理 負

る 可能 性があ ると 思う が、この 点について はどのよう に評価して いるか

内に 返済 すべき 負債 の比率 なので、場 合によっては 資金ショー トが起き

形づく られるよう 取り組んで まいりたい との答弁が ありました。
建 設委員長の 報告を求 めます。

以上、報告 申し上げ ます。
●議長 （柴田正敏 議員）

【二十一 番（建設委 員長佐藤信喜 議員）登壇 】

担 金や 長期 前受 金戻入 など、 収入の手段 が確定して いるため、 資金不足

に なる 可能性 は低 く、 ほかの指 標と合わせて 総体的に評 価した結果 、会

た だいま議題と なりました 、認定第二 号、

議 案第 百七十 五号 、議 案第百七 十八号、議案 第百七十九 号及び議案 第百

計上 はお おむね 良好 だとい う判断をし ている。 また、公営 企業会計に移

●建 設委員長（ 佐藤信喜 議員）

八十 号、 以上五 件に ついて 、建設委員 会におけ る審査の経 過と結果を報

行 した のが、 令和 二年 度から であるため、 流動比率は 一〇〇％を 下回っ

す。

建設 部関係 の「 盛土 による災 害防止に向 けた取組につ いて」であ りま

次に、 所管事項審 査における 主な質疑に ついて申し上 げます。

て 原案のとお り可決す べきものと決定 した次第 であります 。

もっ て認 定すべ きも のと 、議案第百七 十五号外 三件は、全 会一致をも っ

質疑を終了し、討論なく、採決の結果、認定第二号は、全会一致を

善されるもの と見込ん でいるとの 答弁があり ました。

てい るが 、今 後、内 部留 保資金が 徐々に蓄積 されることに より比率は 改

告 申し上げま す。
本委 員会 に付 託され ました 認定第二号 は、令和二 年度における 下水道
事業会 計の 決算 の認 定につ いて、議会の 議決を求め ようとする ものであ
りま す。
議案 第百七 十五 号は 、特定 都市河川浸水 被害対策法 等の一部を 改正す
る 法律 によ る下水 道法 の一部 改正に伴い 、所要の規定 を整理しよ うとす
るもの であります 。
議案 第百七 十八 号は 、公用車 の交通事故 について、相 手方と和解 する
ため 、議会の議 決を求める ものであり ます。
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七月 の熱海 市に おけ る土石流 災害の要因 の一つとし て、排水設備 の不

ター ・交 通機動 隊庁 舎棟の 建築工事、 電気設備 工事及び機械設 備工事に

議案 第百 八十五 号か ら議案 第百八十九 号までの五件 は、公用車 の交通

つ いて、工事請 負契約を締 結しようと するもの であります。

は健 全で あった のか 、ま た、異常 が確認された 場合はどの ような対応 を

事 故に つい て、 相手 方と和解 するため、 議会の議決 を求めよう とするも

備 が挙 げられ てい るが 、県が独 自で行った 緊急点検の 際には、排 水設備
行 った のか とた だし たのに対 し、県では 、大規模盛 土造成地の うち、土

ので あります。

「運 転免許 セン ター ・交通 機動隊庁舎棟 の建築工事 、電気設備 工事及び

警察 本部 関係 におけ る議案 第百八十二 号から議案 第百八十四 号までの

が 、その主な 内容について 申し上げま す。

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

石 流に 影響を 及ぼ す可 能性があ る三か所と、 盛土のある 林地開発を 許可
した 三十 八か所 につ いて、 七月に緊急 点検を実 施し、一部 、表面排水に
土 砂の 堆積が 確認 され たもの の、法面の変 状や排水不 備による異 常な出
水等 は確 認さ れず、 堆積 した土砂 については 、点検後速 やかに除去し た
との答弁 がありました 。

致してい るか、確認 することとし ている。ま た、盛土自 体の安全性 には、

地で 目視 によ り、 許可 ・届出時の 資料と実際 の盛土の形 状や面積等 が一

具 体的 にど のよう に確 認する のかとただ したのに対し 、総点検で は、現

続内 容と 現地の 状況 が一 致しているか を確認す るとあるが 、現地では 、

地 内へ の移設 を検 討し ており、 これによっ て、利用者 の安全確保 と利便

通ア クセ スに関 して は、現 在、道路上 に設置されて いるバス停 留所の敷

うに 利便 性を 高め るの かとただし たのに対し 、運転免許 センターへ の交

セ スも 含め 、不便 だと の声も ある。今回 の改築工事に 当たって、 どのよ

運転 免許セ ンタ ーは 、多く の県民が利用 する施設で あるが、交 通アク

機械 設備工事に 係る工事請 負契約」につ いてであり ます。

使 われ た材料 や施 工方 法が影響 すると考え ており、全 国統一の基 準・規

性の 向上 、さら には 、こ れまでの バス停留に伴 う交通の滞 留解消を図 り

こ れに 対し、 さら に、現 在進めてい る総点検 では、盛土 を行う際の手

制を 設け ること が重 要で あること から、国にお ける新たな 法整備の動 向

た いと 考え てい る。こ のほか 、利用者に 配慮した動 線の設計や エレベー

会一致 をもって原 案のとおり 可決すべきも のと決定し た次第であ ります。

質 疑を 終了し 、討 論な く、採決 の結果、議案 第百八十一 外八件は、 全

めた更な る利便性の 向上に努め てまいりたい との答弁が ありました 。

タ ー、 エスカ レー ター の設置な ども計画して おり、バリ アフリー化 も含

に 注視しつつ 、総点検 を着実に進 めていくとの 答弁があり ました。
教育公 安委員長の報 告を求めま す。

以上 、報告申し 上げます。
●議長（柴 田正敏議員 ）

【 二十二番（ 教育公安委員 長今川雄策 議員）登壇 】
ただいま 議題となりま した、議案 第

次に、所管事 項審査にお ける主な質 疑につい て申し上げ ます。

●教 育公 安委員 長（ 今川 雄策議員）

百八十一号、 議案第百 八十二号、 議案第百八 十三号、議 案第百八十四 号、

教育委員会関係の「学校における新型コロナウイルス感染症への対
応」につ いてであり ます。

議 案第 百八十 五号 、議 案第百八 十六号、議 案第百八十七 号、議案第 百八
十八 号及 び議案 第百 八十 九号、以上九 件につい て、教育公 安委員会に お
本委 員会 に付 託さ れました 議案第百八 十一号は、 大曲高等学 校校舎棟

検査 キッ トが配 布さ れると のことだが 、実際の希望 状況はどう なってい

受け 、希 望す る全 ての県 内市町村 教育委員会 及び県立学 校へ国から 抗原

変 異ウ イル スの流 行に 伴い、児 童生徒の感 染事例が増え ていること を

建築 工事 につい て、 工事請 負契約を締 結しようとす るものであ ります。

る か。 また、 配布 を希 望しない 学校がある 場合、どう いった理由 で希望

け る審査の経 過と結果 を報告申し上げ ます。

議 案第 百八十 二号 から議 案第百八十 四号まで の三件は、 運転免許セ ン
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は 使用 条件が 厳し く、 特に、検 査を実施す る際に教職 員が立ち会 わなけ

しな いの かとた だし たのに 対し、文部 科学省の 配布する抗原検 査キット

査 費に ついて は、 ＪＲ 東日本が 自らの責任 で行うべき ものです。 その上

整備 は、 ＪＲ東 日本 の構想 です。その 構想を事 業化するために かかる調

交 通事 業は、 公益 性、公 共性の高い 事業ですが、 一民間企業 の事業に

で、 県な ど地方 自治 体や 国に協力 を求めるとい うのが筋で はないでし ょ

況 であ る。そ うし た中 において も、高等学校 では就職活 動や入学試 験等

公費 を投 入しよ うと 提案し ているので すから、 県は明確な 根拠を示す必

れば なら ないこ とか ら、 教職員の 負担の増加に 加え、感染 リスクを懸 念

で他 県と の往来 機会 が増え ることから 、これま で実施して きた全国大会

要 があ ります 。総 括審 査にお いて、知事は 「県として ＪＲ東日本 と一緒

う か。

等 に出 場する 児童 生徒 等を対 象としたＰＣ Ｒ検査の実 施に加え、 各学校

に国 に求 めて いく姿 勢だ 」と話し ましたが、 これが二分 の一を負担す る

す る学 校医 の意 見も あり、多 くの学校で は配布の希 望を見送っ ている状

の予 算で 抗原 検査キ ット を準備し 、全ての学 校において 、就職活動等 で

根拠には なりません。 明確な説明 はなかった と思います 。

い う意 向を強 く反 映さ せた結果 、信頼性を 欠く内容に なったので はあり

東日 本に 求め、 県民 に示す 必要があり ます。また、 県の事業化 したいと

には 疑問 や不 満が あり ます。県民 にとって必 要な情報に ついては、 ＪＲ

で きる もの はあり ませ んでし た。総括審 査でも述べた ように、こ の内容

分析 等調 査」を まと めま した。このま とめを見 ても、負担 について納 得

県 は、 二〇一 九年 度に「 秋田新幹線 トンネル 整備に伴う 経済波及効果

他県 と往来 する 生徒 が安心 して活動でき る体制を築 いてまいり たいとの
答弁 がありまし た。
以上で関係委 員長の報 告は終わり ました。

以上、 報告申し上げ ます。
●議 長（柴田正 敏議員）
関係委 員長に対す る質疑を行 います。ご ざいません か。
【「なし」 と呼ぶ者あ り】
質 疑はないも のと認め ます。

ませ んか 。県民 の理 解を 得て進め たいというの であれば、 これらの点 は

●議長 （柴田正敏 議員）
討論を 行います。

改 める必要が あります 。

●議長 （柴 田正敏 議員 ）

以 上をもちまし て、通告者 の発言は終 了いたし

以上で 私の討論を 終わります 。御清聴あり がとうござ いました。

こ とには賛成 できません。 この予算を 含む補正 予算には反 対です。

一億 八千 四百五 十万 円を負 担するため に債務負 担行為を設 定するという

大 事な 県民の 税金 です。 本来、ＪＲ 東日本が負担 すべきもの に、県が

十 番加 賀屋 千鶴 子議員 から討論 の通告があ りますので 、発言を許 しま
す。
日本共産 党の加賀 屋千鶴子で す。

【十番（加 賀屋千鶴子 議員）登壇 】
●十 番（加賀屋 千鶴子議員）

ただ いま 議題 となり ました 、議案第百 六十八号令 和三年度秋田 県一般
会計補正予算 第五号に ついて、反 対の立場か ら討論を行 います。

まし た。

討論は終局 したもの と認めます 。

こ の予 算には 、秋 田新幹 線新仙岩ト ンネル整 備に向け、ＪＲ 東日本が
実施 する 地質調 査等 に要 する経費につ いて、折 半し、県が 一億四千八 百

採 決い たし ます。 まず 、議案第 百六十八号 及び議案第百 七十二号、 以

【賛成 者起立】

れも原案 のとおり可 決することに 賛成の方、 御起立願い ます。

上二 件を 一括 し、 起立に より採決 いたします 。以上の議 案二件は、 いず

五 十万円を負 担するた めの債務負担行 為が盛り 込まれてい ます。
秋田 新幹 線は 、本 県にとっ て大変重要 な鉄路であ り、利用者 の安全確
保が 図ら れるこ とは 大事で す。また、 整備された後 は、県民や 県内の地
域 がそ の恩恵 を受 ける ことは理 解します。 しかし、「 新仙岩トン ネル」
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●議長 （柴 田正敏 議員 ）

起 立者過半数 でありま す。よって、議 案第百六

及び議案 第百九十二 号は、原案の とおり可決 されました 。

次に 、残 る議案 十八 件、認 定二件につ いて一括し、 採決いたし ます。

は 、い ずれ も委 員長 の報告及 び質疑を省 略すること に御異議あ りません

お諮 りし ます。 請願 第四十 五号及び請 願第四十六号 、以上の請 願二件

次 に、日程第二 十七、請願 審査の件を 議題といた します。

以 上の 議案 十八 件、 認定二件 は、いずれ も原案のと おり可決及 び認定す
か。

十 八号及び議案 第百七十二 号は、原案 のとおり 可決されました 。

るこ とに御異議 ありませんか 。

討論の通告 がありません ので、直ち に採決い たします。

御異 議ないものと 認め、その ように決定 いたし

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】

御 異議ないも のと認め ます。議案 第百六十九号 、 ● 議長 （柴田 正敏 議員 ）

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（柴田正 敏議員）
十七 号、議 案第 百七 十五号 、議案第百七 十八号、議 案第百七十 九号、議

ま ず、 請願第 四十 五号を 起立により 採決いた します。本 請願に対する

ます。

案 第百 八十号 、議 案第 百八十一 号、議案第 百八十二号 、議案第百八 十三

委員 会の 決定は 、不 採択 であります。 本請願は 、採択する ことに賛成 の

議案 第百 七十 三号、 議案 第百七十 四号、議案 第百七十六 号、議案第百 七

号、 議案 第百八 十四 号、 議案第百八十 五号、議 案第百八十 六号、議案 第

方 、御起立願 います。
【賛成者 起立】
●議長 （柴 田正敏 議員 ）

御 異議ないも のと認め ます。請願 第四十六号は

お 諮り します が、 各意見 書案は、い ずれも趣 旨説明、質 疑を省略す る

成の充実 強化等に関 する意見書、 以上三件を 一括議題と いたします 。

必要 な予 算の 確保 を求め る意見書 、日程第三 十、意見書 案第二号私 学助

す る意 見書 、日程 第二 十九、 意見書案第 四号国土強靱 化の強力な 推進に

日程 第二十 八、 意見 書案第 三号豪雪地帯 対策特別措 置法の改正 等に関

提出 に係るもの であります ので、直ちに 本会議にお いて審議い たします 。

号及び 日程 第三 十、 意見書 案第二号の意 見書案三件 は、いずれ も委員会

次に 、日 程第 二十八 、意見 書案第三号 、日程第二 十九、意見書 案第四

採 択と決定さ れました。

●議長 （柴 田正 敏議員 ）

【「異 議なし」 と呼ぶ者あり】

決 定のとおり 採択と決 定すること に御異議あり ませんか。

次に 、請 願第四 十六 号につ いて採決い たします。本 請願は、委 員会の

号は 不採択と決 定されまし た。

起 立者少数で あります。よ って、請願 第四十五

百 八十 七号 、議案 第百 八十八 号及び議案 第百八十九号 は、原案の とおり
可決、 認定第一号 及び認定第 二号は、認 定されまし た。
次に 、日程 第二 十五 、議案第 百九十一号 及び日程第二 十六、議案 第百
九十 二号の議案 二件は、い ずれも委員 会提出に 係るものであり ますので 、
直ちに 本会議にお いて審議いた します。
日 程第 二十 五、 議案第 百九十一 号秋田県議 会委員会条 例の一部を 改正
す る条 例案、 日程 第二 十六、議 案第百九十二 号秋田県議 会会議規則 の一
部を改正 する規則案 、以上二件 を一括議題と いたします 。
お 諮り します が、 以上 の議案二 件は、いずれ も趣旨説明 、質疑を省 略
するこ とに御異議 ありません か。
御異議 ないものと 認め、そのよ うに決定い たし

【「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 柴田 正敏議 員）
ます。
討 論の 通告 があり ませ んので、 直ちに採決 いたします。 上程の議案 二
件は、 いずれも原 案のとおり 可決するこ とに御異議あ りませんか 。
御異議 ないものと 認めます。 議案第百九 十一号

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（ 柴田 正敏 議員）
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ことに御 異議ありま せんか。
御異議 ないものと 認めます。

【 「異議なし」 と呼ぶ者あ り】
●議長（ 柴田正敏議 員）
討 論の通告が ありません ので、直ち に採決い たします。各意 見書案は 、
いず れも原案の とおり可決す ることに御 異議ありま せんか。
御異 議ないものと 認めます。 意見書案第 三号、

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
● 議長 （柴田 正敏 議員 ）
意見 書案 第四 号及び 意見 書案第二 号は、原案 のとおり可 決されました 。
お諮 りしま す。 日程 第三十一 、意見書案第 五号は、委 員会付託を 省略
し、 直ちに本会 議において 審議すること に御異議あ りませんか 。
御異 議ないもの と認め、その ように決定 いたし

【「異議 なし」と呼ぶ 者あり】
● 議長 （柴 田正敏 議員 ）

つか り、 大量の 埋立 用土砂 が必要にな ったため 、本島南部から も土砂の
採 取を行おうと するもので す。

国内 で唯 一、住 民を 巻き込 んで約三か 月にわたる日 米両軍の激 しい悲

惨 な地 上戦 が行 われ た沖縄で 、戦闘に巻 き込まれた 住民を含め た二十万

人 を超 えると うと い命 が失われ ました。糸満 市摩文仁の 平和記念公 園内

にあ る「 平和の 礎」 には、 国籍や軍人 、民間人 の区別なく 、沖縄戦で亡

く なら れた本 県出 身戦 没者四 百八十五名を 含む二十四 万一千六百 三十二

名の氏 名が刻銘さ れています 。私も二十年 ほど前に「 平和の礎」 を訪れ、

秋田 県の方 たち のお 名前を 目に驚きと感 慨深さを覚 え、手を合 わせてま
いり ました。

特に 、この 沖縄 南部 は太平 洋戦争激戦地 となったと ころで、死 者の七

割 がこ こに 眠り、 未だ 多くの 遺骨が見つ かっていませ ん。沖縄県 外出身

沖縄 防衛局 は、 業者 が遺骨の 有無を判別 し、混入する 土砂は埋立 てに

者の遺 骨も含まれ ていると言 います。

日程 第三十 一、 意見 書案第五 号沖縄戦戦 没者の遺骨を 含む土砂を 沖縄

使 用し ないと して いま すが、具 志堅さんは 、戦後七十 六年がたち 、風化

ます。
県 名護 市辺野 古に おけ る新基地 建設工事に 使用しない よう求める 意見書

が進 み、 土砂と 一体 化し てきて「 目視で識別は 不可能、遺 骨を基地の 土

国 では 、平成 二十 八年に 「戦没者の 遺骨収集の推 進に関する 法律」が

台 にするのは 人道上許 されない」 と訴えていま す。

を議題 といたしま す。
提 出者の趣旨 説明を求め ます。
【二十 七番（石 川ひとみ議員） 登壇】

制定 され 、遺骨 収集 が国の 責務と位置 づけられ たほか、令 和六年度まで

を 集中 実施期 間と し、 関係行 政機関との連 携強化や基 本計画に基 づく遺

社会民主党会 派の石川ひ とみです。

た だい ま議題 とな りま した、意 見書案第五号 沖縄戦戦没 者の遺骨を 含

骨収 集の 実施 につい て規 定してい ます。それ には、一柱で も多くの遺 骨

●二十七番 （石川ひと み議員）

む土 砂を 沖縄 県名護 市辺 野古にお ける新基地 建設工事に使 用しないよ う

で ある との認 識の もと 、遺族の 心情に鑑み 、遺骨の尊厳 を損なうこ との

を早期 に収 容又 は本 邦に送 還し、遺族に 引き渡すこ とが国の重 要な責務

現 地で 四十年 にわ たり、 沖縄戦遺骨 収集ボラ ンティアをして いる「ガ

ない よう 、丁寧 な配 慮を しつつ、戦没 者の遺骨 収集を推進 するものと さ

求める意見書 の提出者 として趣旨 説明を行い ます。
マフ ヤー 」代表 具志 堅隆 松氏から、七 月二十九 日付で秋田 県議会柴田 議

れ ています。

す 。そ の中に は、 秋田 県にかほ 市、藤里町 、五城目町 、井川町が 含まれ

が、 沖縄 県内で 十一 、沖縄 県以外で五 十二の地方議 会で可決さ れていま

十月 五日 付の 朝日 新聞の報 道によれば 、本意見書 案と同趣旨 の意見書

長 宛て に陳 情書が 届き ました 。内容は、 人道的見地か ら、沖縄防 衛局に
よる 「沖 縄県 本島 南部か らの埋立 用土砂採取 計画」の断 念を国に要 請す
ることで した。
こ の計 画は、 辺野 古新基 地建設が進 められて いる海域の 軟弱地盤が 見
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も とに お届け する こと が大事で はないでしょ うか。亡く なられた方 たち

沿 って 国が 主体 とな り遺骨収 集に全力で 取り組み、 慰霊を行っ て遺族の

てに使用しない、また、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に

ま ずは 、陳情 書に 書か れているよう に遺骨が 含まれてい る土砂を埋 立

当時 、戦場 で亡 くな ったその 場所の死体 は、半年か ら一年放置 されて

人 道上 許され ない とい う主張だ と思います。 私もそのよ うに思いま す。

遺 族の もの なの だと 。勝手に それに手を つけるのは いかがなも のかと。

だけ の問 題では なく て、 遺骨は政 府のものでは なくて、や はり戦没者 と

指 定さ れてい るこ とに 対しては 、やはり沖 縄の怒りが ありますが 、沖縄

あり まし て、国 定公 園にな っている。 その国定 公園を採石の予 定として

や遺 族の 皆様の 心情 を察し 、この意見 書を通す ことが今日 の平和を享受

い たと 言われ てお りま す。そ の間、流れた 赤い血が染 み込んだ場 所の土

ています 。

し てい る私た ち日 本人 の責務 と考えます。 議員各位に おかれまし ては、

若さ で、 終戦の 一か 月前 、フィリ ピンでアメリ カ軍と戦っ て命を落と し

な いで しょう か。 私も 父親の弟 、いわゆる 叔父に当た る方が二十 七歳の

同僚 議員の 中に も、 さきの大 戦で戦死さ れた方がいる 方がいるの では

それが この意見書 だと、私は そう思いま す。

我 々は見てい るのだ。 そのことを我々 がきちん と応えなけ ればならな い。

今日の 我々がそれを 問われてい るのだ。戦 没者が今生 きる我々に対 して、

かけ であります から、七十 六年の問題で はなくて、 我々が生き ている今 、

を含 んだ土 砂を 投入 する。 二度殺されて いいのか。 そういう問 題の問い

砂を 、戦 争で 殺され 、戦 ったアメ リカ軍が使 用する基地 に再度その遺 骨

提 出者に対する 質疑を行い ます。

御理解 をいただき 、賛同いた だけますよう 、よろしく お願いいた します。
以上です。
●議長 （柴田正敏 議員）
質疑はないも のと認め ます。

【「なし 」と呼ぶ者あ り】
●議 長（柴田正 敏議員）
討論を 行います。
二十八番石 田寛議員 から討論の通告 がありま すので、発 言を許しま す。
立憲 民主党の石 田寛です。

【二十 八番（石 田寛議員） 登壇】
●二十八 番（石田寛 議員）

今 、趣 旨説明 でも 述べ られまし たが、沖縄の その現地に おいて遺骨 収

指定 する 。一 方、厚 生労 働省は、 この戦没者 の遺骨収集の 推進に関す る

そ して 先ほど も言 った ように、 防衛省がこの 国定公園を 採石場とし て

て いる 。も し生 きてい たなら どんな人生 を送ったの だろうかと 、悔いを

集ボ ラン ティ アをし てい る具志堅 隆松さん、 いわゆる沖縄 の問題だけ で

法律で 慰霊 をす る、 収集を する。今月、 十月から、 特に力を入 れて三年

た だい ま議 題に なりま した、意 見書案第五 号沖縄戦戦 没者の遺骨 を含

はない 。先 ほど お話 しあっ たように、二 十万以上の 遺骨が眠り 、その中

間 で大 きく実 績を 残し たいと、 厚生労働省 の戦没者の遺 骨収集の推 進に

残 して 戦死さ れた ので はないだ ろうかと思え ば、やはり 戦没者と遺 族の

で も七 万七千 、沖 縄を 除く四十 六都道府県 の地方からの 派遣された 若者

関す る基 本的な 計画 には そう書いてあ る。硫黄 島や南方の 遺骨はまだ 百

む 土砂 を沖縄 県名 護市 辺野古に おける新基地 建設工事に 使用しない よう

の戦 死し た方々 の遺 骨も あるのだと。 だから、 沖縄だけの 問題でなく て

万 柱以 上の ものが 残っ ている 。一日も早 く遺族にかえ すのが国の 重要な

ことを我 々は考えな ければなら ない。

全 国の 問題 だとい うこ とで、 春から一千 八百近い地方 の議会に陳 情や、

責務 であ ると 、基 本計画 にはそう 書いている 。それを今 月から強く 進め

求める意 見書に賛成 の立場で討 論を行います 。

ある いは 要望 した という ことで、 今議会にお いても総務 企画委員会 でこ

よう とし ている とき 、同じ 国の機関で ある防衛省が 全く相反す ることを

やる 。どうなっ ているのだ ろう。そう 思いませんか 。

の陳情書 が陳情第七 号として提出 され、付託 されており ます。
こ の現 地は、 先ほ ども言 われたよう に地上戦 が行われた 唯一の場所 で
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この地には 、アメリ カの方も一万四 千人、遺 骨があると 言われてい る。
こ れは 、沖縄 県の 問題 ではない 。日本だけ の問題では ない。世界 的な問
題だと 思います。 人を二回殺す ことは許さ れない。
最 後に 言い たい のは 、この意見 書は、辺野 古の新基地 に賛成とも 反対
と も言 ってい ない とい うことで す。基地が必 要だった。 地盤が弱い から
土砂 をた くさん 必要 とする のだったら 、内地か ら持ってい ってもいいで

原案のと おり可決す ることに御異 議ありませ んか。

御異議な いものと認め ます。決議 案第一号は 原

【 「異議なし」 と呼ぶ者あ り】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）

案 のとおり可 決されま した。

次 に、 日程第 三十 三、臨 時的に設け る協議等の場 設置の件を 議題とい
たします 。

との 意見 交換 に関す る事 項につい て協議又は 調整を行う ため、臨時的 に

お 手元 に配付 して あり ます議長 報告のとおり 、議会活動 に関する若 者

どう か皆 さん 、基地 に反対 でなくて、 遺骨の含ん だ土砂、死 者に鞭打

設け る協議 等の 場と して、 議会活動に関 する若者と の意見交換 に関する

は ないか。私 はそう思いま す。
つようなことをやらないように、この意見書を国に出そうではありま

午後二時 一分散会

御 異議ないも のと認めます 。よって、 本件は、

御 異議ないもの と認めます 。よって、 本件は、

本 日は、これ をもって散 会いたします 。

以上をもち まして、 九月議会の 案件全部を 議了いたし ました。

依頼 のとおり派 遣すること に決定されま した。

●議長 （柴 田正敏 議員 ）

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

せ んか。

お諮りします。本件は、依頼のとおり派遣することに御異議ありま

があ ります。

お 手元 に配 付し てあり ます議長 報告のとお り、議員派 遣に関する 依頼

次に、 日程第三十 四、議員派遣 の件を議題 といたしま す。

申出 のとおり設 置すること に決定され ました。

●議長 （柴 田正敏 議員 ）

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】

せ んか。

お諮りします。本件は、申出のとおり設置することに御異議ありま

協議 会の設置に 関する申出 があります。

以上 をもちまし て、通告者の 発言は終了 いたし

せ んか 。よろ しく お願 いして、 私の賛成討 論を終わり ます。ありが とう
ござい ます。
● 議長 （柴 田正敏 議員 ）
ました 。
討論は終局 したもの と認めます。
起 立に より採 決い たし ます。本意見 書案は、 原案のとお り可決する こ

起立者 少数でありま す。よって 、意見書案 第五

とに賛 成の方、御 起立願います 。
【 賛成者起立 】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）
号は否決 されました 。
次 に、 日程第 三十 二、 決議案第 一号は、委員 会提出に係 るものであ り
ますの で、直ちに 本会議にお いて審議いた します。
日程第 三十 二、 決議 案第一号 公共事業の県 内業者への 優先的発注 及び
地元 産品の優先 使用を求め る決議を議題 といたしま す。
お諮 りしま すが 、本 決議案 は、趣旨説明 、質疑を省 略すること に御異
議 ありません か。
御異議な いものと認 めます。

【「異議 なし」と呼 ぶ者あり】
●議長（柴 田正敏議員 ）

討 論の 通告が あり ません ので、直ち に採決い たします。 本決議案は 、
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