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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。

三 十六 番小松 隆明 議員、 三十八番土 谷勝悦議 員、三十五 番佐藤賢一郎

議員 、三 十一番 原幸 子議 員、二十 九番東海林洋 議員、二十 五番北林丈 正

議 員、 二十 一番 鈴木健 太議員 、十八番小 原正晃議員 、十七番加藤 麻里議

員 、十五 番佐 々木 雄太 議員、二番 松田豊臣議 員、以上の 十一人から 一般

質問主意 書が提出さ れておりま す。

本 日は 、三十 六番 小松 隆明議員、三 十八番土 谷勝悦議員 、三十五番 佐

藤賢一 郎議員の一 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、三十六 番小

【「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）

松議員の 発言を許し ます。

おは ようござい ます。自民 党会派の小松 隆

【 三十六番（ 小松隆明議員 ）登壇】（ 拍手）
●三 十六 番（小 松隆 明議 員）
明でござ います。

今 回、 同僚議 員や 関係各 位の御理解 と御協力 によりまし て一般質問の

機会 を与 えてい ただ きま した。心から 感謝を申 し上げたい と存じます 。

ま た、 足元 の悪 い中、 傍聴に 駆けつけて いただいた 皆様にも重ね て御礼

を申 し上げ、早速 質問に入ら せていただ きたいと存 じます。

佐竹 知事に おか れま しては、 去る四月の 知事選挙に おいて、無事 四度
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目の 当選 を果た され 、県政 のかじ取り 役として 日夜奮闘されて いること

先般 、衆議 院議 員選 挙が行わ れ、公示前 、マスコミ などで報じら れた

途 上国 ではワ クチ ン接 種の見 通しも立って いない国や 地域も多い ことか

超え る死 者が出 てお り、い まだ収束の 見通しも 立っており ません。発展

よ り、 世界で は十 一月 現在で約 二億六千万人 の感染者、 五百二十万 余を

昨 年来 、中 国・ 武漢 に端を発し た新型コロ ナウイルス 感染症の流 行に

それ では 初めに 、新 型コロ ナウイルス 感染症対策に ついて伺い ます。

ない 事情 は分 かりま すし 、このよ うな時だか らこそ、困 っている人に 支

に も無 責任な ので はな いかと 思った次第で あります。 もちろん、 平時で

かに コロ ナ禍と いう 非常事 態の中の選 挙という 事情はある にせよ、余り

ス 合戦 のオン パレ ード 、そこに は財源が示さ れておりま せんでした 。確

き ない とこ ろも あり ました。 なぜかと申 しますと、 大半の政党 がサービ

身は ほっ として おり ます が、今回 の各党の選挙 公約につい ては、評価 で

予 想と は裏腹 に、 自民 党が過半 数割れとは なりません でしたので 、私自

ら、 その 感染 者数は 途方 もない数 になるので はないかと 危惧されてお り

援を するの は当 たり 前のこ とですが、過 去の例で言 いますと、 国民全員

に 、改めて敬意 と感謝を申 し上げます 。

ます。

し かし なが ら、世 界各 国と比 べてみます と、我が国の 死者数は少 なく、

慢に感 じられ、多く の国民がい らだたしい 思いを抱い たことと思い ます。

の二 ・二 倍の 一千 二百 兆円余りで す。これは 、将来の世 代に負の遺 産を

れ てお りま す。言 うま でもな く、我が国 の借金は、今 年三月末で ＧＤＰ

案の 定、 定額給 付金 は、 その多くが預 貯金に回 ったのでは ないかと言 わ

に一 律十万円を 給付するこ とが必要であ ったのかは 、大いに疑 問であり 、

不幸中の幸いだと思っております。本県におきましては、佐竹知事の

残す こと になる こと が必定 であると思 います。まさ に日本は世 界で最も

そ のよ うな中 で、 我が国 では当初、 政府や関 係機関の対 応が非常に緩

リー ダー シップ のも と、的 確な対応を 行い、感染抑 制に至った ことは、

成功 している社 会主義国家 であると言 われても 致し方ありませ ん。

その よう な中で 、私 は今の 日本社会が 失いつつある 、あること を心配

県 民の 一人と して 大変 ありがた く思ってお ります。今 のところ、 全国的
にも 感染 者は減 少し てき ており、 ほっとしてお りますが、 この次の波 、

る必 要は ないか もし れませ んが、用心 に越した ことはない わけでして、

本 県に おいて は、 東京を はじめとす る大都市部の 対策とは軌 を一にす

や 聖徳 太子の 時代 から 、和を 重んじ、民の 生活を憂い 、この国の 良き伝

かみ 合っ たとき が最 も安定 すると言わ れており ます。我が 国は仁徳天皇

い うこ とであ りま す。 昔から社 会は、自助、 共助、公助 がバランス よく

し てお りま す。 それは 、年々 、自助や共 助の精神が 希薄になっ ていると

第 六波 に備え 、医 療提 供体制 の整備や経済 にも配慮し た感染警戒 レベル

統で ある 共助 が至る とこ ろに存在 し機能して きましたが、 近年、共助 の

つ まり第六波 に備える べきであり ます。

の設 定・ 運用 などに つい て、どの ような対策 が適当なのか 、知事の考 え

気風が 廃れ つつ ある と感じ ております。 国民が公助 に頼りすぎ 、本来、

その 前にあるべ き自助の情 神と、それを 補う共助の 精神が希薄 化すれば 、

をお示しくだ さい。
ま た、 新型コ ロナ ウイル スワクチン の異物混 入問題での厚生 労働省に

か つて は、 ジャパ ン・ アズ・ナ ンバーワン と言われまし たが、今や 昔

それはや がて国力の 衰退になる のは自明の 理でありま す。

れ てい るよ うであ りま す。知 事の言いた い気持ちは十 二分に分か ります

日の 面影 は全 くな く、残 念でなり ません。こ の窮状を打 開するすべ はな

対す る知 事の過 激な 発言 などについて は、県民 から多くの 意見が寄せ ら
が、 秋田 県の トッ プの言 葉として は品を欠い たのではな いかという 意見

いの か、 あるは ずで す。い や、ありま す。それは民 の力だと思 います。

政 治が しっか りと した 方向性や 政策を示し 、それを国 民が理解し 、努力

が大半で あります。 知事の真意を お聞かせく ださい。
次に 、自助・共 助を進める 政策につい てお聞きした いと思いま す。
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で 証明 された では あり ませんか 。同調圧力 という言い 方もありま すが、

すれ ば克 服でき ると 信じま す。日本人 の民度の 高さは、今回の コロナ禍

相を呈 しているこ とは、誠に残 念でありま す。

大 学の ランク は下 降を たどるば かりで、中 嶋先生の心 配したとお りの様

き及 んで おりま す。 事実、 その後の世 界の大学 ランキングでは 、日本の

二 〇一 二年 の主 要企 業の人事ト ップを対象 に行った「 人材育成の 取組

誰に 言わ れたわ けで もな いのに、 国民が自然と マスクをし 、密を避け 、
家 に帰 れば 手洗 い・ うがいを し、予防に 徹している 国はそんな にはない

は、 国民の 反発 が予 想され ても正すべき ところは正 し、その流 れで官の

なっ てい るの でしょ うか 。繰り返 すようです が、与野党 を問わず、政 治

立して一国独立す」と言っております。我が国の現状は、そのように

自助 は、共 助、 公助 の母と言 う識者もい ます。福沢 諭吉は、「 一身独

陰 りが 見え始 め、 入試 志願倍率 も伸び悩ん でいるよう であります。 県で

でな いまで に発 展い たしま した。しかし ながら、近 年は、その 栄光にも

大学 、東 京外 国語大 学を も上回り 、今や秋田 の大きな宝 と言っても過 言

か ら志 願者が 殺到 し、 一般入 試の志願倍率 は二十倍以 上、偏差値 は東北

トッ プで ありま した 。秋田 に忽然と出 現した国 際水準の新 興大学に全国

で注目する大学ランキング」で、教養大は二位の東大に大差をつけて

指 導力 を復活 させ 、民 の自助の 精神、さら には皆で助 け合う共助の 精神

は苦 しい 財政事 情に もか かわらず、毎 年十億円 以上の補助 金を支出し 、

ので はと思って います。

を復 活さ せるこ とで こそ 、日本再生の 道が開け てくるので はないでし ょ

大 学経営を支 えていま すが、その安定 的な運営 にも気をつ けていただ き、

国際 教養 大学 の名 声を 落とさない ことを一県 民として願 っておりま す。

う か。
現在 、新 秋田 元気 創造プ ランの策定を 進めておら れるところ ですが、

秋田 の至宝 と言 って も過言で ない国際教 養大学の現状 をどのよう に捉

きか、 知事の御所 見をお聞かせ ください。

え 、今 後も全 国ト ップ レベルの 大学である ための県の 支援はどう あるべ

本県 にお いても 、県 民の自 助、共助の 取組を促進さ せるような 政策を進
める ことが必要 と思います 。知事の御 所見をお 聞かせください 。
次に、 国際教養大 学について伺 います。

お り、 売り物 の海 外留 学がで きなくなった ことで魅力 が薄れてし まって

もた らし ていま すが 、その 中でも教養 大への打 撃は最大級 だと言われて

雑 誌の 記事を 目に しま した。コ ロナは全国の 大学経営に 多大な悪影 響を

るも のと 理解 してい ます が、その 規模がどの くらいのもの なのか、秋 田

の 説明 会には 、私 も出 席して おりましたの で、着々と 準備が進行 してい

の進 出は 、本年 四月 に発表 され、七月 九日に能 代市で開か れた第一回目

先 般、 中国木 材を 誘致企 業に決定す る旨の通知が 届きました 。秋田へ

次 に、林業政 策について 伺います。

いる よう であ ります 。さ らには、 各地の大学 に教養大と同 様にリベラ ル

の山を守って いけるの か、心配で なりません 。結論から 申し上げます と、

最 近、 秋田 の奇 跡と言 われた国 際教養大学 が凋落する のでは、と いう

アーツ 教育 を掲 げた 国際教 養学部が新設 されており 、他大学と の学生獲

推 測の 域を出 ませ んが 、近い将 来に秋田の 至るところに 「はげ山」 が拡

大し てい くので はな いか と危惧してお ります。 私見ですが 、以下、そ の

得競 争も激しさ を増してい るのではない かと思いま す。
初代 学長の 中嶋 嶺雄 先生は 、それまでの 日本の大学 になかった 世界標
及ん でお りま すが 、当時 の日本の 大学は既得 権益に安住 し、カリキ ュラ

百五 十名 という 規模 感です 。第一回の 説明会におい て、原木消 費量は、

まず 最初 に述 べた いのが、 投下資本額 二百八十六 億円余り、 従業員二

理 由を述べて みたいと 思います。

ムの 変更 に反対 する など多 くの課題を 抱え、このま までは、他 のアジア

ワ ンシ フト、 年間 十二 万立方メ ートルから スタートし 、その後、 二十四

準 の新 大学 を構想 し、 現代の 松下村塾を つくると言っ て開学した と聞き

各 国の 大学に 英語 教育 で負けて しまうとい う危機感か らであった とも聞
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令 和二 年の農 林水 産統 計によれば、 本県のス ギの生産量 は九十八万 九

たことも 一万ヘクタ ール造林を促 進させたも のと思われ ます。

十 メガ ワット で計 画さ れており ますが、最 終的には宮 崎県の日向 工場と

千立 方メ ートル とさ れて おります 。内訳は、製 材用が四十 七万二千、 合

万立 方メ ートル を目 指すと され、バイ オマス発 電も十メガワッ トから二
同規 模に したい との 考え もあるよ うであります 。同社日向 工場は、二 〇

板 用が四十三 万二千、 チップ用が 八万五千立 方メートルと なっていま す。

とい うこ とは 、現状 でも生 産量と消費 量がほぼき つきつの状 態になっ

一 四年 の稼 働開 始か ら七年目 で八十四万 立方メート ルの原木消 費を計画

中国 木材 は早 くから 、外材 に対抗でき る国産材を 目標に掲げ 、事業展

てい るとい うこ とで はない でしょうか。 素材生産の マンパワー と高性能

バ イオ マス発 電用 の燃 料となる Ｃ材は外数で しょうが、 三十万立方 メー

開を 進めて きま した 。資料 を見ると、堀 川会長は、 国産材が外 材に対抗

林 業機 械をフ ル稼 働さ せたとし て、果たし て製材、合 板、チップ業 界、

し 、こ れまで 数次 にわ たる規模 拡大の投資を 行っている ことを踏ま える

す るた めには 四百 万立 方メート ルの製材規 模が必要と 述べておりま した

また は輸 出向け に求 めら れる量を供給 していけ るのか、不 安を抱かざ る

トル ぐら いはあ ると 見られ ています。 このほか に年間八万 立方メートル

ので 、現 在の広 島本 社、 九州の伊万里 、日向、 岐阜、茨城 でトータル 百

を 得ま せん 。この よう な現状 から推測す るに、長期的 に見れば秋 田がい

と、 能代 工場も 同様 に、今 後の原木消 費量は拡 大していく ことが予想さ

二 十万 立方 メート ル規 模とな っているは ずであり、初 期投資額か ら推測

わゆる 尽山状態に なるのは、 火を見るよ りも明らか ではないでし ょうか。

ほ どが中国へ の輸出に向け られている ようです 。

する と、 能代 工場 もバ イオマス込 みで六十万 立方メート ル以上の規 模に

この よう な大幅 な需 要増に 対して、十 分な供給量を 確保するこ とができ

れ ます。

なるもの と思います 。

また 、森 林の持 って いる多 面的機能の 喪失も大きな 問題であり ます。

るの か、農林水 産部長に伺 います。

出計 画地 の強い 反対 運動 で稼働開 始が遅れたり 、断念した こともある 会

毎 年発 行さ れる 林業白 書によ れば、森林 の持ってい る多面的機 能は、国

中 国木 材は、 これ まで も他の地域で 進出計画 を進めてき ましたが、 進
社 です 。秋 田県 民気質 なのか 、今回の進 出計画には 大きな反対 はなかっ

土 保 全 、 水 源 涵 養 、 Ｃ Ｏ ２の 吸 収 な ど 多 岐 に わ た り 、 こ の 多 面 的 機 能 の

喪失 は、 ＳＤＧ ｓと いう世 界の流れに も逆行す ることにな るのではと思

たよ うでありま すが、果たし てこれでよ ろしいので しょうか。
本県 のスギ 人工 林の 蓄積量は 、全国トッ プクラスで ありますが 、これ

林 業政 策は百 年の 大計に 立脚したも のでなけ ればならず、目 先の利得

い ます 。今さ らな がら 、秋田 藩の家老、渋 江政光の名 言「国の宝 は山な

が 多く 、さき に述 べた 造林運動 後の後継樹 が絶対的に不 足している 状態

に振 り回 されて いる 行政 であってはな りません 。県当局及 び川上から 川

は 、昭 和四十 三年 に開 催され た全国植樹祭 を契機に、 年間一万ヘ クター

です 。こ の原因 は、 原木 価格が余りに も安く、 林業県と呼 ばれる本県 に

下 のオ ール 木材関 係者 の皆さ んと議論し 、解を求めて いくべきと 思いま

り、 然れ ども 伐り尽 くす 時は用に 立たず、尽 きざる以前に 備えを立つ べ

お いて も、 再植林 が進 められ なかったこ と、それに中 山間地域の 人口減

す。 この ため 、民 間と行 政が一体 となって、 新しい時代 にふさわし い持

ルの 造林 を七 年間に わた り続けた 造林運動の 成果でありま す。しかし な

少も 関係 して いる と思わ れます。 前段申し上 げたように 、昔の人た ち、

続可 能な 林業の 実現 のため 、戦略的目 標を掲げて再 造林に取り 組む必要

し、山の衰え は即ち国 の衰えなり 」という言 葉を思い出 します。

とり わけ 小畑勇 二郎 元知事 のリーダー シップは、令 和の時代に 実ったわ

があ るのではな いでしょう か。農林水 産部長の答弁 を求めます 。

がら、 現在 の民 有林 の齢級 別の資源状況 を見ますと 、九、十、 十一齢級

け です が、戦 中戦 後の 濫伐によ って自然災 害、とりわ け水害に脆 弱だっ
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次に、有機 農業の推 進についてお伺 いします 。

い中 山間 地にお いて は、ほ 場整備や複 合化に向 けた取組が平場 に比べて

一方 で、 世界に 目を 向ける と、地球温 暖化による気 候変動によ り、大

ま だまだ少ない ように感じ ます。

への 転換 」を図 るた め、 農林基金 を設置し、日 本一を目指 した園芸産 地

規 模災 害の 頻発 や生 物多様性 の急激な消 失、病害虫 のまん延や 農地の地

県 では 、長年 の課 題で ある「米依存 からの脱 却」、「複 合型生産構 造
づ くり や園 芸メ ガ団 地の整備 などを進め てきた結果 、えだまめ やネギ、

力 の低 下など 、生 産現 場では様 々な影響が生 じており、 年々深刻化 して

そ こで 、国は 、生 産性 の向上と 持続可能な食 料供給シス テムを構築 す

シ イタ ケが全 国ト ップ クラスの 産地に成長し てきており ます。さら に、
大 が図 られる とと もに 、次代 の担い手とな る新規就業 者について は、多

るた め、 「み どりの 食料 システム 戦略」を五 月に策定し 、二〇五〇年 ま

います。

様な ルー トか らの確 保・ 育成に取 り組んでき た結果、毎 年二百人以上 を

で に 我 が 国 の 農 林 水 産 業 の Ｃ Ｏ ２ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン 化 の 実 現 と 、 化 学 農

集落 営農 組織の 統合 ・再編 や農地の集 積・集約 による農業 法人の経営拡

確保 するな ど、 着実 に成果 が上がってき ていると認 識しており 、県の取

薬の 使用料五〇 ％低減、化 学肥料の使用 量三〇％低 減を目指す とともに 、

耕地 面積 に占め る有 機農 業の取組面積 を百万ヘ クタールま で拡大する こ

組に ついて私は 高く評価し ております。
一方 で、農 業産 出額 に占め る米の割合は 過半を占め ており、東 北で最

中山 間地 域であ って も意欲 的にほ場整 備や複合化・ 多角化に取 り組むこ

道半 ばで あり 、こ れま での歩みを 止めること なく、特に 、条件の厳 しい

き たこ とを非 常に うれ しく思い ます。これ まで取り組 んできた、 農地を

たが 、国 がこの よう な戦略 を打ち出し 、有機農業の 推進に本腰 を入れて

私は 、今 年の 二月 議会に おいても有機 農業の取組 について質 問しまし

と にしており ます。

と がで きるよ う、 これ までの施 策を充実・ 強化してい ってほしい と思っ

集積 し、 大規模 経営 体を 育成する 方向性は理解 できるもの の、効率性 を

も 高い 割合 となっ てい る状況 を踏まえる と、複合型生 産構造への 転換は

ており ます。

基地を 標榜 する 本県 におい ても大きな損 失であり、 何としても 食い止め

る光 景を 見る に堪え ず、 農地がこ のように荒 廃している様 は、食料供 給

地 が年 々増加 して おり ます。 昔は田畑だっ たところに 葦や柳が生 えてい

泥 のコ ンポス ト資 材を 土づくり に積極的に 活用すること で地力の低 下を

と思い ます 。さ らに は、畜 産が盛んな地 域が多く、 地元の堆肥 や下水汚

域で あり 、環 境に優 しい 有機農業 に取り組む には最適な地 域ではない か

中 山間 地域は 、冷 涼な 気候と清 冽な清水にあ ふれ、自然 に恵まれた 地

求 める あま り、 化学肥 料や農 薬に頼り切 った経営は 環境に大き な負荷を

る すべ はない のか と考 えており ます。そう した中で、強 首地区では 、ほ

防ぐ こと ができ ます し、 飼料作物等を 積極的に 畜産農家に 利用しても ら

私 の住 んで いる 西仙北 地域は、 平野が少な く、傾斜地 の多い、い わゆ

場整 備を 契機と して 農地 の受皿となる 法人が設 立され、地 域の米生産 の

う こと で、 循環型 農業 が確立 します。最 近は、有機農 業に興味を 持つ若

か ける もので あり 、世 界的な潮 流であるＳＤ Ｇｓの取組 とはかけ離 れて

集 積と 白菜 やキャ ベツ などの 生産に取り 組んでいるほ か、中山間 の土川

者も多いと聞いており、彼らが中山間地域に移住し、有機農業に取り

る 中山 間地帯 であ り、 高齢化に より農地を耕 作すること ができなく なっ

地区 にお いて も、 大根や ネギなど の園芸品目 にチャレン ジする農業 法人

組んでい ただければ 、集落の過疎 化を食い止 めることも できます。 また、

いるので はないかと 考えており ます。

が設 立さ れるこ とに なって おり、こう した意欲的な 取組を非常 に頼もし

有 機農 産物に 対す る消 費者ニー ズは、健康 意識の高い 高所得者を 中心に

た農 家が 増えて おり 、農地 の受皿とな る担い手 も少ないた め、耕作放棄

く 感じ ている とこ ろで あります 。しかしな がら、気象 や地形条件 の厳し
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る施設で あってはな らないのでは ないでしょ うか。

ま た 、 私 に 対 し て は 、 コ ン ポ ス ト を 使 用 し て い る 多 く の 農 家 か ら、

高ま って おり、 そう した消 費者をター ゲットと して売り出すこ とで、小
規 模農 家でも 一定 の所 得が得ら れるように なれば、大 規模経営が 困難な

の か、 釈迦に 説法 かも しれませ んが、コンポ ストを使用 することに よっ

もっ と供 給量を 増や せな いかとい う要望があり ますが、生 産量が少な く

国 では 、有機 農業 の拡大 に向け、市 町村や農家、 食品事業者 などが一

て微 生物 が繁殖 し、 土壌が 柔らかくな り、さら には土の温 度が上がり、

中山 間地 域にお いて も、 もうかる 農業が実践で きるのでは ないでしょ う

体と なっ た体制 づく りのも と、機械の リース導 入などや集 出荷体制の構

最 適な 成長条 件に なる からで あります。現 在、コンポ ストを使用 してい

供 給が 間に 合っ てい ないとい うのが現状 です。なぜ そんなに求 められる

築 、量 販店の 売場 開設 といっ た流通・販売 面まで、一 貫した取組 を複数

る作 物は 、私 の知っ てい る範囲で も、米をは じめ、大根 、蕎麦、えだ ま

か。

年に わた って 支援す るこ とにして おります。 私は、こう した国の施策 を

め、アス パラ、ネギ、 ほうれん草 、ナスなど 多岐にわた っており、特 に、

されております。もちろん、仮に秋田臨海処理センターの汚泥を全量

フル に活用 し、 地域 活性化 の起爆剤とし て有機農業 をさらに推 進してい

最 後に、下水 汚泥の活用 方法について お伺いしま す。

コン ポス ト化 した とこ ろで、県の 農地面積の 一部にしか 供給はでき ない

大 仙市 南外の 佐々 木正 義さんは 、米の評価 では一番権 威があると言 われ

県で は、 秋田 湾・ 雄物川 流域下水道秋 田臨海処理 センターの リノベー

わけ では ありま すが 、将来 的には、畜 産由来の原料 、今世界的 に問題と

く べき である と考 えて おります が、県とし てどのよう に推進してい くの

ショ ン計 画に加 えて 、汚泥 処理施設の 更新計画を策 定中と聞き 及んでい

な って いる食 物残 渣な ども含め 、有用な資 源として活 用できるこ とと期

てい る、 米・食 味分 析鑑 定コンクール において ベストファ ーマーに認 定

ま す。 これら の計 画の 背景にあ る問題点と して、下水 汚泥リサイ クル率

待され ます。

か、知 事の考えをお 聞かせくだ さい。

の低 迷、 汚泥処 理施 設の 老朽化、 末利用地の利 活用の三点 が挙げられ て

県 北地 区と同 じよ うな 資源化施 設と比べて、 コンポスト 化施設は、 初期

ま た、もう一 つ重要な問 題点が、当 該施設の事業 費の問題で あります 。

差 異 が 生 じ る こ と や 、 現 有 施 設 が 県 有 施 設 の 中 で 最 も 多 く の Ｃ Ｏ ２を 排

投資 及び ランニ ング コスト の大幅な縮 減が見込 めます。県 北地区広域汚

お りま すが 、私 の受け 止めと しては、事 業方式によ って事業費 に大きな
出してい る現状を問 題視してお ります。

名 のも と、 終末時 計を 進めて いるとしか 思えない事象 が多々ある ように

おり ます 。地下 資源 の浪 費による環境 破壊をは じめ、人類 は成長とい う

渇 、農 薬や化 学肥 料の 使用によ る土壌の劣 化など、大き な問題とな って

ばれて 久し く、 進行 する温 暖化、農業問 題に限って みても、水 資源の枯

官民 挙げ てそ の責務 を果 たさなけ ればなりま せん。地球環 境の悪化が 叫

そし てＳ ＤＧ ｓと いう世 界の流れ に決して逆 行すること があっては なら

の 最大化を図 ることが 県には求められ ますので 、費用対効 果の観点か ら、

また 、県民 の負 担で 行う事 業ですから、 事業費の最 小化、そし て成果

が 高く 、県内 企業 の参 入は難し くなると考 えますがいか がでしょう か。

におい ても 同様 な方 式だと すれば、その 参入企業は 大手企業と なる確率

と言 うよ うで すが

泥 資源 化事業 では 、維 持管理 も含む設計施 工一括発注 方式、ＤＢ Ｏ方式

思え てな りま せん 。今、 私たちに 求められて いることは 、あらゆる こと

ず、 コン ポスト 化施 設とし て事業を進 めるのがよい と思います がいかが

政 府は 、二〇 五〇 年カ ーボンニ ュートラルを 国際公約に 掲げた以上 、

で環境に 優しい循環 型社会の構築 です。その ような観点 で考えてみ れば、

でし ょうか。建 設部長の答 弁を求めま す。

で 建設しま したが、秋 田臨海処理セ ンターの計 画

将 来 の 秋 田 臨 海 処 理 セ ン タ ー は 、 今 ま で の よ う に 莫 大 な Ｃ Ｏ ２を 排 出 す
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に より よい政 策を 実行 すること をここに願 い、私の質 問を終わり ます。

ふる さと秋 田の より よい未来 を構築する 責任を自覚 し、後世代の ため

て いる 中で、 国民 が安 心感を得 られるセー フティネッ トとしての 公助へ

新型 コロナ ウイ ルス 感染症の 拡大により 社会全体が 大きな影響を 受け

進 される環境 を整えていく ことが必要 でありま す。

共助 の精 神を醸 成し ていく ことも重要 であるこ とから、自 助や共助が促

と もに 、我が 国が 古来 より大切 にしてきた社 会全体でお 互いに助け 合う

た めに は、 常日 頃か ら社会生 活の基本に なる自助の 力のかん養 を促すと

の期 待は 高まっ てお りま す。一方 で、公助がそ の機能を十 分に発揮す る

県当局の 答弁を求め ます。

御清聴 大変ありが 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。小 松議員の一 般質問にお答

【知事 （佐竹敬 久君）登壇】
●知事 （佐 竹敬 久君 ）
え を申し上げ ます。
第六 波に備 えた 「保 健・医療 提供体制確保 計画」では 、引き続き 、感

開 こう とする 果敢 な挑 戦を支援 してきてお ります。ま た、交通・買 物な

え、 創意あ ふれ る起 業を力 強く後押しす るなど、自 らの力で未 来を切り

この ため 、こ れまで も女性 や若い世代 の地域活性 化に向けた 取組に加

染 者は 入院又 は宿 泊療 養施設へ の入所を原 則にしてお り、入院病床 の更

どの 生活 に必要 なサ ービ スや、地域コ ミュニテ ィの維持・ 確保に向け た

はじめ に、新型コ ロナウイル ス対策につい てでありま す。

なる確 保や宿泊療養 施設の拡充 に努める一 方で、急激 な感染拡大に 備え、

住 民に よる 取組を 支援 すると ともに、Ｎ ＰＯや企業大 学など多様 な主体

ちな みに、 今年 度の 「男女共 同参画社会 づくり功労 者内閣総理 大臣表

策の 充実に努め てまいります 。

で きる とと もに 、お互 いに支 え合う地域 社会の構築 が図られる よう、施

なが ら、 賃金水 準や 所得 の向上な ど県民が自助 の成果をし っかりと実 感

現 在策 定中の 新秋 田元 気創造プラン において も、こうし た点を踏ま え

す。

によ る地 域づ くり を進 めるなど、 県民や地域 等の協働を 促進してお りま

念 のため、自 宅療養者 の診療体制の構 築も進め てまいりま す。
また 、県 の感 染警 戒レベ ルについては 、これまで も、経済社 会活動に
配慮 しな がら、 感染 状況に 応じた設定 を行ってきて おり、十月 にはワク
チ ン接 種の進 捗や 中和 抗体薬の 普及などを 踏まえ、指 標の見直し を行っ
たとこ ろでありま す。
今 後と も、 感染 拡大を 抑えなが ら経済社会 活動が維持 できるよう 、適
切 に警 戒レベ ルに つい て判断す るとともに、 県民に対し 必要な呼び かけ
を行って まいります 。
でも 分析 可能 な事象 であ るにもか かわらず、 原因の解明に 迅速に対応 し

能な限 り関 係者 間で 努力を 重ねた結果で ある旨、語 っておりま した。ま

株式 会社 へと 成長で きた ことにつ いて、行政 に頼り過ぎる ことなく、 可

彰 」を受賞し た大館市の農 産物直売所 の代表者 は、事業を 大きく展開し 、

ようとする姿 勢が見え ず、その間 、マスコミ 等で様々な 情報が飛び交 い、

さに 、自助、共 助の尊い教 訓であると捉 えておりま す。

私 の発 言に関 して 、ワ クチンの 異物混入問題 では、技術 的にはすぐ に

結 果、 国民の 不安 を増 幅してい る状況にあ りました。こ の点におい て、

本 学は 、グ ローバ ル教 育のトッ プランナー として独創的 な教育を実 践

次に、国際 教養大学 でございま す。

今 後も 必要 な場合 には 、国等に 対し、率直 な意見や指摘 等を行って い

し、 国内 外の 教育 関係者 等から高 い評価を得 てきました が、国際系 学部

国の対応 に対して苦 言を呈した ものであり ます。
くべ きと 考え てお ります が、発言 に当たって は、より適 切な表現に 努め

の増 加や 十八歳 人口 の減少 により大学 間競争が激化 する中、ア フターコ

ロ ナも 見据え た質 の高 い教育を 維持してい くことが課 題であると 認識し

てまいり たいと存じ ます。
次に 、自助・共 助を進める 政策でござ います。
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ておりま す。
こ のた め、来 年度 から の次期中期計 画におい ては、大学 がその強み や

員を有機ＪＡＳ指導員として育成するとともに、農業者同士のネット

ワ ーク づくり や、 生産 者と消費 者の交流活 動を支援し 、有機農業 の取組

ま た、 国の 「み どり の食料シス テム戦略」 に基づく新 たな交付金 を活

の輸を 広げてまい ります。

れ まで 培っ てき た教 育を発展 させた「応 用国際教養 教育」の理 念に基づ

用 し、 技術実 証や 加工 品の開発 、販路開拓な どを地域ぐ るみで取り 組む

特色 を発 揮し、 類似 した 特徴を持 つ他の大学と の差別化を 図るため、 こ
き 、理 工系出 身の 新学 長のもと 、情報化時代 のデータサ イエンス等 の分

モデル地 区を育成し てまいりた いと考えて おります。

●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）

まず 、原木需要 増への対応 についてで あります。

私 からは、林 業政策につ いて二点お 答え

【 農林水産部 長（佐藤幸 盛君）登壇】

私から 以上でござい ます。

施策 をフル活用 しながら、 有機農業を積 極的に推進 してまいり ます。

こと から、 農業 県と して、 こうした時代 の流れに対 応できるよ う、国の

高め るだ けで なく、 環境 への負荷 を低減し、 ＳＤＧｓの 達成に貢献す る

も とよ り、有 機農 業は 、安全・ 安心の観点か ら、農産物 の付加価値 を

野も 含め 、教育 ・研 究の一 層の充実を 図るとと もに、地域 貢献の分野に
お いて も、県 内企 業と 協働し た課題解決の 取組等を強 化していく ことに
してお ります。
県と しまし ては 、本 学が安定 的・持続的な 運営のもと で学修環境 の維
持 ・向 上を図 るこ とが できるよ う、設立団 体の責務と して、時代の 変化
に即 した 経営基 盤の 強化 や施設整備に 関する財 政的な措置 を講じ、今 後
も 日本 のグ ローバ ル教 育をけ ん引する大 学として、幅 広く活躍で きる人
材を 輩出 し、 国際 社会 や地域社会 の発展に貢 献できるよ う支援して まい
次に 、有機農業 の推進でご ざいます。

中国 木材 は、原 木消 費量で 二十四万立 方メートルを 目指すとし ており

いたしま す。

本県の有機ＪＡＳ認証面積は、大潟村の水稲を中心に全国第四位と

ま すが 、月 一万 立方メ ートル 程度からス タートし、 原木の集荷 状況を見

ります。

な って おり ます が、化 学肥料 や農薬を使 用しないた め、除草や 病害虫防

極 めな がら、 能代 市を 中心に、 隣県を含む半 径百キロメ ートルを集 荷圏

一 方、 本県の スギ の年 間成長量 は、原木換算 で約二百四 十万立方メ ー

除 がネ ックと なり 、多 くの人手 や高度な栽培 技術が必要 なことから 、取
こ れに 歯止め をか け、 中山間地 域を含めて有 機農業が面 的に広がっ て

トル と推 計さ れ、最 近の スギ原木 の生産量約 百三十万立方 メートルに 中

として、 原木の調達 を検討して いると聞いて おります。

いく ため には 、効果 の高 い除草や 防除技術の 開発が不可欠 であること か

国木材 分を 加え ても 、川上 の資源には余 力があるも のと認識し ておりま

組面積は 年々減少し てきており ます。

ら、国 に対 し、 民間 企業と 連携した技術 を開発する よう要望し ていると

これ を川中 の県 内企 業や中 国木材に県産 材を安定的 に供給して いくた

す。

この ような 中、 近年 、健康 志向の高い消 費者を中心 に有機農産 物への

め には 、路 網整備 や高 性能林 業機械の導 入、林業従事 者の確保な ど、原

ころ であります 。
ニ ーズ が高 まって おり 、県内 でも、有機 農業を志す若 手農業者や 移住就

木の生 産流通体制 を一層強化 していく必 要があります 。

ら ず、 多様な 品質 や規 格の原木 が、バラン ス良く製材 工場に行き 渡るよ

また 、「木 材総 合加 工産地」 を標榜する 本県としては 、供給量の みな

農者 、高 付加 価値 化の一 環として 経営に取り 入れる農業 法人が現れ てき
ておりま す。
県 とし まして は、 こうし た意欲的な 取組を後 押しするた め、普及指 導
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関 係団 体との 間で 、原 木の安定 的な取引に 関する協議 が進められ ている

うな 需給 の仕組 みづ くりも 必要であり 、現在、 林業関係団体と 木材産業

点にす るとともに 、県民の憩い の場として の農園など に活用する ことで、

変 更に より生 じた 敷地 を、風力 発電などの 再生可能エ ネルギーの 供給拠

秋田 臨海処 理セ ンタ ーのリノ ベーション 計画は、人 口減少に伴う 計画

ほか 、製 品需要 の見 込み等 について考 慮するこ とが重要で あり、県南地

ま た、 汚泥の 活用 方法に ついては、 建設や維持管 理に必要な コストの

脱 炭素化や地 域の活性 化に大きく 寄与するも のと考えてお ります。

ところ であります 。
県 とし まし ては 、原 木の供給体 制の強化を 図りながら 、県内企業 と中
国 木材 が共存 共栄 でき るよう、 調整役を担い ながら業界 の取組をサ ポー
トしてま いります。

区 にお いては 、こ れら を総合 的に考慮の上 、コンポス ト化施設の 整備を

秋田 臨海処 理セ ンタ ーにおい ては、地元企 業に配慮し た発注方法 を検

次 に、再造林 についてであ ります。
業・ 木材産 業が 発展 し、多 面的機能を発 揮していく ためには、 生育が良

討 する ととも に、 県南 地区で生 産されるコ ンポストの 需要の実態を 見極

進めて おります。

く 作業 が容易 なと ころ で再造林 を着実に進 める一方、 地形が急峻な とこ

める など 、地域 に合 致し た活用方法を 選択する ことにより 、持続可能 な

本県 のス ギ人 工林は 、五十 年生前後に 偏っており 、将来にわ たって林

ろで は広 葉樹林 に転 換す るなど、立地 条件等を 踏まえた施 業を適切に 行

下 水汚泥の資 源活用を 進めてまいりま す。
●三十六番 （小松隆明 議員）

私から は以上でご ざいます。

い ながら、林 齢構成を 平準化していく 必要があ ります。
こう した 基本 的な 考えの もと、再造林 については 、伐採面積 に対する
割合 を、 現在の 三割 から令 和七年度に は五割程度に まで拡大し 、その後

異 株、 オミ クロ ン株が いろい ろ心配され る状況にな りました。 従前の県

二点 ほど再質問 をさせてい ただきたい と存じます 。

こ れを 実現 する には、 所有者の 将来不安の 解消と再造 林意欲の喚 起を

の 考え 方とし ては 、い わゆる三 回目のブース ター接種と いうのです か、

も 段階 的に引 き上 げ、 最終的に は、適地の 全てにおい て実施する ような

図 ると ともに 、低 コス ト再造林 を実践できる 林業経営体 に造林地を 集積

三回 目を 当初は 八か 月経過 後であった ものを六 か月に短縮 するという政

まず 一点 目はコ ロナ の件で ございます 。ここ一週間 ばかりで新 しい変

し、保育 ・管理を委 ねる仕組み づくりや、若 い林業従事 者の確保・ 育成、

府 案が 示され まし たが 、その 後、オミクロ ン株が出て きました。 これが

形を作 っていきた いと考えてお ります。

苗 木供給体制 の整備等の課 題がありま す。

また 世界 中を にぎわ せて おります 。というこ とで、ここ二 、三日前の 新

聞記事 では 、い わゆ る特例 的に六か月

この ため 、県 としま しては 、市町村や 、今年六月 に設立された 「秋田
県再造 林推 進協 議会 」と一 体となって、 新たに所有 者の負担軽 減策を講

で はや はり心 配な ので 三か月と いうような 記事も散見さ れておりま す。

八か月を 六か月です が、それ

じ るな ど、様 々な 課題 解決に取 り組み、百 年後の望まし い森林の姿 の実

とい うこ とで、 私自 身の ことで言えば 、六月十 四日に二回 目を接種し ま

な いか と推測 をい たし ておりま す。この点 について県 当局として は、八

中心 に、 やはり 早く 三回目 を打っても らいたいとい う要望があ るのでは

言っ てな んで すが 、六十 五歳以上 のいわゆる 病気を持っ ている人な どを

し たの で、 今度の 二月 頃に八 か月を迎え るわけです。 自分自身の ことを

現を見据 え、再造林 対策を強化 してまいり ます。
以 上でござい ます。
私からは、 下水汚泥の活 用方法につ いてお答

【建設部 長（佐藤秀 治君）登壇 】
●建設 部長 （佐藤 秀治 君）
えい たします。
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で しょ うか。 まず その 点を知事 に、あるい は健康福祉 部長でもど ちらで

か月 のも のを六 か月 、六か 月のものを さらに短 縮するという考 えはない

も食 い止 めると いう 政策 が大変大 事になるので はないかと 思われます 。

で はご ざいま せん が、 やはり再 植林率を高 めて、資源 の低減化を 少しで

れま あ中 国木材 が来 るのは 、自由主義 経済の原 則で別に反対は するわけ

【知事（佐 竹敬久君） 】

弁を お願いしま す。

そ の点 をひ とつ 、知 事、農林 水産部長、 どちらでも 結構ですの で、御答

もいい です。ひと つお答えを願 いたいと思 います。
オミクロ ン株の出現に よって、今 、いろいろ な面

【 知事（佐竹 敬久君）】
●知 事（ 佐竹敬 久君 ）
の分 析を 行って おり ます。 水際対策と して入国 禁止です。 今、七十人が

ミク ロン株 の感 染力 が強い のか、あるい は重症化率 が高いのか 、そこは

いて 、今 のと ころ本 県に そういう 人はいない ということ です。ただ、 オ

せ ると いうプ ラン ニン グを今、 やっていま す。いずれ 、これは単年 度ご

まで の方向 に加 えて 様々な 県の支援策も 強化しなが ら再造林を 加速化さ

とい うこ とで 、産業 振興 と同時に 環境保護と いうことを 来年度から、 今

い ず れ 私 の 公 約 で も 森 林 を 守 る 。 Ｃ Ｏ ２の 吸 収 源

ま だ分 かって いま せん 。また、 ワクチンと その株との 相関関係、一 部に

とと いう よりも 、あ る程 度のスパンで 計画的に やっていく 必要があり ま

●知事（佐竹敬久君）

はフ ァイ ザー製 は効 くが 、モデルナ製 は余りそ うではない のではない か

す が、 当然 財源の 問題 があり ます。その 財源の確保も 含めて今、 前向き

濃 厚接 触とい うこ とで すが、 この七十人に ついては全 てフォロー できて

と いう こと もござ いま す。一 応、国では 今、発見率と いうのはま だ崩し

最後にな ります。この 再植林の場 合、やは

に検討 中でござい ますので、 御理解願い ます。
●三十 六番 （小松 隆明 議員）

てい ませ ん。 ただ 、ワ クチンの供 給や確保の 状況もあり ます。今、 国で
そういう 状況なので 、どういうふ うになるの か、今検討 中です。

り 植え てから 十五 年目 ぐらいま では下草刈 りとか枝払 い、こうい う非常

に手間 がかかるわ けで、材価が 安い、再植 林したとこ ろで、やは り十年、

い ずれ 我々も 国か らの 情報を迅速に キャッチ しながら、 必要な状況 に
なれ ば、 なるべ く国 の状 況が変わ ればスピーデ ィーに対応 できるよう 準

の商 売をやって もなかなか採 算が合わな いという難 点がござい ますので、

十 五年 は経 費が かかる わけで す。それを なりわいと している業 者が、こ

あ りがとうござ いました。 どうか県民 の不

備 を進めてま いりたい と思います 。
●三 十六 番（小 松隆 明議 員）

入 れな がら、 秋田 県の 再植林 率を進めてい ただきます ように、こ れは要

ぜひ その 点、そ うい う業者 を育成して いくのだ という観点 もひとつ取り

二 点目 は林業 政策 につ いてです 。私、今手元 に第八次宮 崎県森林・ 林

望で すの で、 その点 に留 意してぜ ひ力を入れ ていただきた いというこ と

安を少し でも解消す るようにお 願いを申し上 げたいと存 じます。
業長 期計 画と いう資 料を 持ってお ります。私 は以前から農 林水産委員 と

三 十六番小松議 員の質問は 終わりまし た。

をお願 い申 し上 げ、 終わり たいと思いま す。ありが とうござい ました。

午前 十時五十四 分休憩
午前十一時 十五分再開
席

議

員

四十三 名

暫時休憩い たします 。再開は十 一時十五分 といたしま す。

●議長 （柴田正敏 議員）

して、 とに かく 再植 林率を 上げなければ いけないと 長年訴えて まいりま
し た。 おかげ さま でと いうか、 今まで秋田 県は全国でも 再植林率が 低く
て、 二〇 ％ぐら いで した が、昨年よう やく三割 ぐらいまで 伸びました 。
で すが 、こ の宮崎 県の 長期計 画を見ます と、やはり宮 崎県では現 在七五
おり ます 。九〇 ％に 持って いったとし ても、百年後 には三〇％ 資源が減

出

％の 再植 林率 のよ うでご ざいます 。これを九 〇％に持っ ていこうと して
少 する と記載 され てお ります。 そういうこ とを考えま すと、本県 も、こ
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令和 元年 に年間 出荷 量で日 本一に、シ イタケは 令和元年に 販売額、販売

二 年に は四十 九団 地に なってお ります。青果 物に関して も、えだま めは

い ても 大規 模団 地が増 加し、 平成二十八 年に三団地 だったもの が、令和

年に は四 十六団 地に 増え 、販売で も好成績を上 げておりま す。畜産に つ

以 上を 達成、 園芸 メガ 団地も平 成二十八年 十団地だっ たものが、 令和二

興に 取り 組み、 施策 の成果 として、新 規就農者は七 年連続で年 間二百人

県で は、 「第 三期 ふるさ と秋田県農林 水産ビジョ ン」に基づ き農業振

ま ず、本県農 業の課題と 新農業ビジョ ンについて 伺います。

最初に 、農業政策に ついて伺い ます。

それ では、質問 に移ります 。

だき 、感 謝申 し上げ ます 。今後、 ほかに広が らないよう に万全の態勢 を

県 、そ して各 関係 者の 皆様に は、防疫作業 など早期正 常化に御努 力いた

先日 、横手 市の 採卵 鶏農場で 鳥インフル エンザが発 生しました 。国や

日程 第一、 一般 質問 を継続い たします。 三十八番土 谷議員の発言 を許

二十 一番
今
林
洋

三十 二番

藤

隆

悦

臣

二 十三 番
北
川
子

加

松

勝

豊

二十 五番
石
幸

三十四番

小

谷

単 価、 販売量 の三 つで トップ に輝き、それ に続くネギ や花卉、ス イカな

一

二十 七番
東海 林
健一 郎

三 十六番

土

敏

おはようご ざいます。 会派みらい の土谷で

タ ール となっ てお りま す。令和 元年の農作 物の作付延 べ面積では 、十二

二万八千七百ヘクタール、畑が二百ヘクタール減少して一万八千ヘク

で全 国六 位、 地目 別では 、水田が 前年に比べ 二百ヘクタ ール減少し て十

と 、耕 地面 積は前 年か ら四百 ヘクタール 減の十四万六 千七百ヘク タール

とめ た「 令和二 年度 農林 水産業及び農 林漁村に 関する年次 報告」によ る

一 方、 国の食 料自 給率が 三七％と低 迷する中 、県が令和三年 六月にま

じております 。

お願いい たします。

す。 質問の機会 をいただき、 ありがとう ございます 。

● 三十 八番 （土谷 勝悦 議員）

【三十八 番（土谷勝 悦議員）登壇 】（拍手）

し ます。

二 十九番
原
藤
賢一郎

三十八番

正

康

三十 一番
近
藤
一

田

千鶴 子

三 十三 番
佐
英

柴

三 十五番
浦

四 十 番

三
一

ど複 合型 生産 におけ る米 作以外の 複合部門の 伸びが大きく 、頼もしく 感

三十 七番
洋

司

木

有

鈴

田

三 十九 番

鶴

口
康

司

四十 二番

川
林

一

四十 一番
北

休憩 前に引き続き 会議を開き ます。

地方自治法 第百二十一 条による出 席者

四十三番

休憩前に同 じ
●議長（ 柴田正敏議 員）
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に向けて 参加した「 令和四年産サ キホコレ」 栽培基準説 明会などの 中で、

県 では 、サ キホ コレ の生産目標 を十年後の 令和十三年 に秋田米の 生産

万五千一 百ヘクター ルで、前年よ り五百ヘク タールも減 少しており ます。

農 家や 法人 など の動 きを見ると 、総農家数 は高齢化に よる離農や 農業

量 の一 〇％と して おり ますが、 本県がコシヒ カリを超え る米だと「 力」

少 し気になった ことについ て伺います 。

法 人へ の農地 集積 の進 展などで 三万百十六戸 、そして五 年間で一万 一千

を入 れて いる割 には 目標が 小さいのと 、全国で 食べたいと 願っている人

ま た、 耕地面 積に 占め る担い手 への集積率 は、令和元 年度末で七 五・四

九百 三十 二戸減 少し ており ます。さら に、令和 三年の本県 の基幹的農業

に 提供 できな いの では ないか と思います。 なぜ二〇か ら三〇％程 度の比

まず、 生産目標に ついて何いま す。

従 事者 数は三 万三 千七 百二十 人で、五年前 に比べて一 万一千百六 十六人

率に なら ない のか、 一〇 ％として いる根拠や 背景につい て知事に伺い ま

％にな っており、 農地中間管理 機構の役割 が大きかっ たことと思 います。

と大 幅に 減少 し、平 均年 齢は六七 ・七歳とな っており、 現在も高齢化 が

す。

次に 、今後の方 向性につい て伺います。

進行して おります。
本 県は 農業県 であ るとい う自負があ ります。 先ほど述べ た複合型生産

い て聞 き、 厳しい 基準 である と感じまし た。その中で プロモーシ ョン経

講習 会にて 、種 子の 管理、 品質、出荷基 準、生産団 体の登録な どにつ

政 策的 には 目を見 張る ものも ありますが 、統計上の実 態を見ると 、本県

費と して 、十 アー ル当 たり三千円 から四千円 の負担金も 示されまし た。

構造へ の転換、大規 模生産拠点 づくり、集 落営農ある いは農業法人 など、
の農業 はこれでい いのかと考 えてしまい ます。

は、 県が率先し てプロモー ションすべ きと考え ますがいかがで しょうか 。

厳し い生 産費を 考え ると、 サキホコレ が全国米とし ての軌道に 乗るまで

の もと で農業 政策 に取 り組まれ ることと思 いますが、 現状をどう 思って

知事に 伺います。

今年 度で第 三期 ビジ ョンは終 了となり、 来年度からは 新たなビジ ョン
いる のか 、また 、そ の現 状を踏ま えた、今後進 むべき方向 性をどのよ う

また、種もみを他県に要望された場合の対応や、今後どのようにブ

ラ ンド 米とし て育 てて いくのか 、さらには、 どのように 将来の後継 者の

に 考えている のか、知 事にお伺い します。
次に 、サキホコ レについて伺 います。

育成をし ていくのか 、併せて知 事に伺います 。

サ キホ コレは 、混 米で はなく一 〇〇％純粋米 として全国 の消費者に 食

私も 農業に 取り 組ん でいる一 人として、 県で開発し たサキホコ レには
強 い関 心を持 って おり ます。 サキホコレの 本格的な販 売は来年度 からで

コ シヒ カリを 超え る極 良食味品 種をコンセ プトに開発さ れただけの こと

した食感、上 品な香り と共に、か むほどに甘 みが増す特 徴を持ってお り、

の会 合を 行いま した 。私 は、県として も米の流 通市場の透 明性を高め る

農 水省 は、米 の現 物市場 検討会を九 月に設置 し、十一月二日 に二回目

次に、流通市 場の透明性 について伺 います。

べてほ しいと願っ ております 。

はあ ると 思いま す。 私は 三回ほど試食 をいたし ました。我 が家で収穫 し

必 要があると 思います 。

すが 、食 味の 良さに 加え 、白さと ツヤが際立 ち、外観の良 いふっくら と

て いる 一〇 〇％あ きた こまち ・エコ米・ 特Ａの米を毎 日食べてい る私で

年よ り二 千円下 がり ました 。これはコ ロナ禍の影響 により、業 務用を主

あき たこ まち の概 算金が六 十キログラ ム当たり一 万六百円と なり、昨

そこ で、消 費者 はも ちろんの こと、母や 妻、子供たち 、また孫や 親類

体 に米 の消費 が落 ち込 み、生産 者にしわ寄 せが来たも のと思われ ます。

も、確 かに「うま い」と感じ ております 。
に も食 べてほ しい との 思いで、 来年の作付 を予定して おりますが 、それ
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生 産費 や経費 を考 える と生産米 の価格が余 りにも安く 、再生産で きる収

一方 、肥 料や農 薬費 、機械 費、燃料費 などは年 々値上がりをし ており、

りま す。 力のあ る魅 力あ る県土づ くりを行い、 県の全体の 価値を高め る

ど の価 値と共 に、 県の パワーや 魅力が失わ れることに 危機感を感 じてお

私は 、本県 の農 地価 格が下落 することに より、県全 体の資産や財 産な

れに よる対策が 必要と思いま すが、知事 のお考えを 伺います。

た め、 農地 価格 の下 落は、ぜ ひ取り組む べき課題で あり、農業 のてこ入

入が必 要と考えま す。
米 の需 給対 策も あり ますが、出 荷米と販売 されている 米との価格 差に
つ いて 違和感 を感 じて おります 。もっと流通 市場の透明 性を高めな けれ

き と考 えます 。生 産者 が泣きを みないよう な農業政策 を進めてほし いと

て、 県の重 要課 題と して米 の流通市場の 透明性を高 める方策を 実施すべ

額な ので しょ うか。 米の 流通や、 米の保管の 在り方、そ して販売に関 し

あ きた こまち の概 算金 やサキホ コレの買取価 格は、果た して妥当な 金

物を 近く に置か ない 、水 道設備を製造 用と手洗 い用に分け 、手が触れ な

に 公布 、製造 者は 経過 措置期間 の二〇二四 年五月まで に、製造に不 要な

台所 や作業 小屋 での 小規模 な製造をして おります。 改正法は二 〇一八年

大変 困惑 して おりま す。 漬物生産 者の多くは 、大規模な 製造ではなく 、

本 年六 月に改 正食 品衛 生法が施 行され、県内 の漬物生産 者の皆さん が

次に、漬物 生産者へ の支援につ いて伺いま す。

思い ます がいか がで しょ うか。流通市 場の透明 性について どのように 考

い セン サー 式とす るな どの整 備をし、営 業許可を得る こととなっ ており

ばと思い ます。

え ているのか 、知事に 伺います。

答 で 、 「 後 継 者 の 減 少 」 二 〇 ・ 九 ％ 、 「 買 手 が い な い 」 一 八 ・ 三 ％、

八 ・九 ％か ら回 答を得 たとあ ります。価 格下落の理 由としては 、複数回

の価格について、一千四百市町村と農業委員会を対象に調査をし、六

で 、農 地価格 の下 落が 続いてい るという記 事がありま した。全国 の田畑

自慢 の漬 物が収 入に 結び付 くことによ って、生 活に活力と 生きがいを感

齢 の女 性が多 く、 本県 農業にお ける本当に特 色ある小さ な農業であ り、

い 時期 を外 すこ とのな いよう 漬物を作り 、出荷して おります。 比較的高

の畑 で多 品目の 野菜 や果 物を季節 ごとに栽培し 、それを収 穫しておい し

現 在、 道の駅 や直 売所 へ出荷してい る農家の 女性たちは 、小さい面 積

ます 。法 は当 然守 らな ければなら ないことで はあります が、問題は 漬物

「高 齢化 」一七 ％、 「米価 下落」が九 ・六％と なっており ます。田畑価

じ てお られる よう です 。私は 、これこそが 農業夢プラ ンの一環で あると

次に、 農地価格対 策について 伺います。

格 のピ ークは 一九 八六 年で、 一九八七年以 降三十五年 連続で下落 してお

思っ てお りま す。田 舎の 生活に活 気や潤いを 与えている漬 物文化が継 続

づくりを するための 施設整備には 多大な費用 がかかるこ とです。

りま す。 私の 住んで いる 準農村地 域の十文字 町では、三十 五年前の一 九

されるよう、 法の施行 に伴い製造 ・販売を諦 める漬物生 産者の方が出 て、

農業 問題で 大変 心配 している ことがあり ます。十一月 七日の農業 新聞

八六年 には 十ア ール 当たり 二百二十万円 から二百五 十万円で、 二〇二一

まぼ ろしの漬物 にならない よう願ってお ります。

漬物 もそれ ぞれ 味の 個性が あることが魅 力であり、 個性を大切 にする

年 には 三十万 円前 後の 売買価格 になってお ります。中山 間地域はも っと
厳しい状 況にあると 思われます 。
ありま す。また、 財産的価値 が下がるこ とによって土 地への執着 が薄れ、

よう 、漬 物を製 造す る生産 者に対し、 施設整備への 支援策が必 要と考え

図り かね る部 分は あると 思います 。いずれに しても、法 的許可が取 れる

の が良いのか 、それと も集合体となり 生産性を 向上させる のが良いの か、

離農 や県 外での 生活 を望む などの現象 が起こり、県 の課題であ る人口減

ます が、知事の お考えを伺 います。

農 地価 格の 下落に よっ て農業に 対する意欲 の低下につな がる可能性 が

少と 連動してい る可能性も 考えられま す。
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配 備す ると の計 画が 、国の方 針転換によ り白紙撤回 されました 。令和二

衛計 画の 大網」 及び 「中 期防衛力 整備計画」と して自衛隊 新屋演習場 へ

う な中 、特に 北朝 鮮は 敏感に反 応したと思わ れます。北 朝鮮の弾道 ミサ

中 国、 ロシ アな どが 緊張感を 持ったよう に報道され ております 。そのよ

イー ジス ・アシ ョア の配備 について、 その当時のマ スコミなど では、

で解 決済 みと思 いが ちです が、相手国 にとって は、日本の自衛 隊の中で

年 六月 、イー ジス ・ア ショア計 画について、 ミサイルの ブースター の落

イル の発 射が相 次ぎ 、日本 海方向に飛 来し、そ の先には本 県があること

次に、新屋 演習場の 平和利活用につ いて伺い ます。

下に 危険 性があ ると の理由 で、自衛隊 新屋演習 場への配備 を突然中止す

が 多く ありま した 。二 〇一八 年六月、福田 元防衛大臣 政務官が来 県し、

も 重要な場所で あるとの認 識が残って いること と思います。

る との 内容で あり 、白 紙撤回 されるまでの 間、議会で の議論、地 元の反

政府 がイ ージ ス・ア ショ アを本県 に設置する ことを表明 した年には、 北

陸 上配 備型迎 撃ミ サイ ルシステム「 イージス ・アショア 」を国の「 防

対運 動や 、各 市町村 議会 において も設置に反 対する陳情 や請願の議決 も

件に激減しております。また、二〇二一年は今のところ漂着はありま

朝鮮 の木造 船の 漂着 件数が 十二件、十二 隻、次の年 の二〇一九 年には十

昨 年十 二月 定例会 の一 般質問の 中で、イー ジス・アショ アに関する 質

せん 。私 はこ の北 朝鮮 の木造船の 漂着が、た だの漂着な のか、それ とも

あり ました 。一 応の 決着は ついたように 思われます が、私はイ ージス・

問を 知事 にし てお りま す。自衛隊 新屋演習場 の平和利活 用について の質

意図的なものか分かりませんが、いずれにしても、私はイージス・ア

九 件、 十九隻 の漂 着が ありまし たが、二〇 二〇年は河 野太郎前防衛 大臣

問で あり ます。 その 時の知 事の答弁は 、「同演習場 は、訓練日 の事前周

シ ョア の設置 計画 と連 動してい るように思 われてなり ません。今 年九月

ア ショ ア問題 に関 わっ た関係上 、イージス ・アショア に関する問題 は終

知 など 住民生 活に 配慮 しながら 隊員の基礎 的な訓練等 に活用され 、国防

十五 日に も、北 朝鮮 国内 から日本 海に向けて二 発の弾道ミ サイルが発 射

が自 衛隊 新屋演 習場 への 設置断念を表 明したこ とにより、 漂着件数が 三

上の 重要 な役割 を果 たし てきてお ります。いず れにしまし ても、これ ま

さ れて おり ます 。尖閣 諸島の 問題や領空 侵犯のスク ランブルな ど、平和

わって いないと思い ます。

で 想定 した こと のない 御提言 であり、今 後の課題と して多方面 から研究

を望 んでも世界 が動いている ことを感じ ます。

私は 前回の 一般 質問 では、知 事として住 民の安心・ 安全を守る ために

さ せて いただ きま す」 とのこと でした。私が 質問してか ら約一年に なり
ます 。課 題につ いて 知事は 多方面から 研究する とのことで したが、研究

イー ジス ・ア ショ アの設 置は白紙 撤回となり ましたが、 陸上自衛隊 新屋

と っても世界 にとって も軍事上の最重 要地点に なったと思 います。現 在、

が本県のこの場所に注目したと思います。そしてこの場所は、日本に

ア ショ アの最 適候 補地 としたこ とを政府が 表明したこと により、全 世界

ス・ア ショ アを 、二 〇一八 年六月に陸上 自衛隊新屋 演習場をイ ージス・

自衛 隊新 屋演 習場の 課題に ついて再度 簡単に申し 述べますが、 イージ

でも 自衛 隊新屋 演習 場はそ のままでは いけないとい う思いが伝 わりまし

整備 する との 公約 をして おります 。私の思い とは少し違 いますが、 それ

演 習場 につ いて、 国へ の働き かけで災害 に対する物資 などの備蓄 倉庫を

たが 、そ の中の 一人 であ る村岡氏は、 選挙公約 の中で、陸 上自衛隊新 屋

し てお ります 。今 年は 知事選挙 がありまし た。三人の戦 いではあり まし

からの 払下 げ、 ある いは県 有地との等価 交換など考 えられない かと提案

かと 質問 して おりま す。 スポーツ ゾーンや花 を中心とした 公園など、 国

も 、自 衛隊新 屋演 習場 の土地 の平和的利活 用を考えて もよいので はない

演習 場が ある限 りは 、いず れにしても 有事の際には 軍事上のチ ェックポ

た 。国 として も、 イー ジス・ア ショア基地 の建設予定 を一旦国内 外に公

し ていただい たでしょうか 。

イ ント と見な され 、攻 撃の標的 になると思 われます。 日本では白 紙撤回
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思 います。

表し た以 上、そ の後 白紙撤 回しても先 ほど述べ たとおりの懸念 は残ると

合 併等 を促進 し、 企業 的な経営 体を育成し てまいりた いと考えて いると

の出 し手 も働け るよ う、ほ 場整備を契 機とした 法人化や集落営 農組織の

ま た、 労働 力不 足に 対応するた め、県立大 学と連携し ながら、Ｉ ＣＴ

ころで あります。

の でし ょう か。 国の 責任もあ ると思いま す。知事は 何も感じて いないの

等 の先 端技術 を駆 使し て省力化 と精密化を追 求し、平場 から中山間 地域

また 、近 くの住 民が 感じた 精神的な負 担や苦痛を国 はどう考え ている
で しょ うか。 私は 、Ｎ ＨＫのテ レビ放送の「 チコちゃん に叱られる 」と

併 せて 、園芸 ・畜 産の 大規模拠 点の整備や、 全国に名を 馳せる産地 づ

まで、ス マート農業 の普及を図 ってまいり たいと考えて おります。

ば 誰が 言うの か、 「平 和ぼけ するな」、「 ボーと生き てんじゃな いよ」

くり を推 進し 、複合 型生 産構造へ の転換を進 めるなど、 食料供給県と し

いう 番組 があり ます が、イ ージス・ア ショアに ついては私 が言わなけれ
と、 チコ ちゃ んにい つも 叱られて いるような 気がします 。陸上自衛隊 新

ての役割 をしっかりと 果たしてま いります。

行 する ブラン ド米 の生 産量も五 万トン程度で あることな どを踏まえ て設

お りま すが 、こ れは、 高級米 の市場規模 が五十万ト ン程度と小 さく、先

ブラ ンド 化戦略 にお いて、 令和十三年 度の目標を四 万トン程度 にして

サキ ホコレにつ いて、その 生産目標で ございます 。

す。

化す るよ う訴 えた とこ ろであり、 引き続き国 に強く働き かけてまい りま

ら 、米 価の 安定対 策と ともに 、食料の安 全保障の観点 から農業政 策を強

国の 農政 の根幹 であ り、 先般の政府主 催の全国 知事会議に おいて、私 か

も とよ り、農 地を 適切に 保全し、そ れを十分 に活用して いくことは、

屋演 習場を 平和 な場 所とし て、住民の皆 様が安心・ 安全に生活 ができる
よう 、県が考え るべきです 。
昨年 の一般 質問 での 知事の 答弁では、今 後の課題と して多方面 から研
究 するとのこ とでした 。ぜひ今までの 研究成果 を知事に伺 います。

県 当局の答弁 を求めま す。

これ で私 の一 般質 問を終 わります。御 清聴ありが とうござい ました。
（拍手）
●議長 （柴田正敏 議員）

土谷議員の 一般質問にお 答え申し上 げます。

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】
●知 事（佐竹敬 久君）

ま ず、 農業政 策に ついて 、本県農業 の課題と新農 業ビジョン でござい

今年のような米の需給緩和の状況下では、高級米を目指した銘柄で

定したも のでありま す。

本 県の 販売農 家数 は、 十年後に は平成二十七 年の半分程 度に減少す る

あっ ても 価格 が下落 した ものもあ るなど明暗 が分かれてお り、「サキ ホ

ます。
と推 計さ れ、 広大な 農地 を適切に 維持してい くためには、 一経営体当 た

コレ」 につ いて は、 価格を 維持できるよ う、マーケ ットインの 視点によ

り 、供 給過剰 とな らな いように 、毎年の生 産量を決定し ていくこと が重

りの経営面積 を現在の 約二倍に拡 大する必要 があります 。
農 家戸 数の減 少や 高齢化 の進行は憂 慮すべき ことではありま すが、少

今 後の 方向 性でご ざい ますが、 「サキホコ レ」がトップ ブランドの 地

要と考え ております 。

れ ば、 従事 者一人 当た りの所 得は向上し 、職業として の魅力が高 まって

位を 確立 する ため には、 プロモー ションを継 続的に展開 し、知名度 を高

ない 人数 であっ ても 、生 産性を高め、 生産力を 維持してい くことがで き
いく 可能 性が あり 、現に 、農地を 集積し、地 域の農家や 若者が生き 生き

めて いく ことが 重要 であり 、これまで 、県と集荷団 体が財源を 負担し合

い 、名 称決定 や先 行販 売など、 デビューに 向け準備を 進めてまい りまし

と働く大 規模法人が 増えてきてお ります。
こ うし たこと を踏 まえ、 新たなビジ ョンでは 、後継者を 確保し、農 地
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た。

を促 進す るため 、国 が政策 的に貸借を 推進して きたことなどか ら、農地

を 購入する担い 手は少ない 状況にあり ます。

一般 に行 政が農 地価 格に関 与すること はできません が、農業の 魅力や

本 格販 売とな る来 年度 からは、通常 の商取引 に移行する ことから、 受
益者 負担 の原則 に立 ち、 生産者に も一定の負担 を求めるこ とで現場説 明

存在意義を高めることにより、それと連動して農地に対する評価が高

世界 的な食 料不 安が 顕在化し 、食料安全 保障の観点 から、農業 は我が

を 重ね てき たと ころ であり、 県としまし ても応分の 負担を行い ながら、
また 、生産 者が 厳し い出荷基 準に対応し 、品質の確 かな米を供 給でき

国 にと って不 可欠 な産 業であ り、農業県と して、稲作 を中心とし た複合

まっ てくるので はないかと考 えておりま す。

る よう 、互い に技 術を 高め合 う生産者協議 会を設立す るとともに 、先導

型生 産構 造へ の転換 や、 企業的な 経営体の育 成などによ り、魅力ある 農

生産 者や集荷団 体と三位一体 でプロモー ションに取 り組んでま いります。

的生 産者 が助 言を行 うマ イスター 制度を創設 するなど、 栽培技術の向 上

業の展開 に努めてまい ります。

に は、 一定の 衛生 基準 に基づい た施設の整 備など、新 たな費用負 担が発

しか しなが ら、 今般 の食品衛 生法の改正 により、事業 を継続する ため

か、固 定客が付く など、集客 の原動力に もなってお ります。

家 庭の 味が 直売所 等で 販売さ れ、生産者 の重要な収入 源になって いるほ

いぶ りがっ こな どの 漬物は 、本県の食文 化を代表す る食品であ り、各

次に 、漬物生産 者への支援 でございます 。

を図って まいります。
さ らに 、県内 全て の農業 系高校で「 サキホコ レ」を栽培 し、プロジェ
クト 研究 やメニ ュー 開発 などを行って おり、こ うした取組 を通じて、 将
来 の後継者の 確保につ なげていきたい と考えて おります。
なお 、県 外へ の種 子の供 給は考えてお らず、生産 者に対して も、第三
者に 種子 を譲渡 しな いこと を登録の要 件とし、ブラ ンド管理を 行ってお
りま す。

こ のよ うな中 、若 手女性 農業者が、 新たに加工施 設を整備し 、高齢農

生す るこ とから 、高 齢者 を中心に 漬物製造を断 念すること が懸念され ま

れ を卸 売業者 が精 米し て袋詰め した上で小売 店で販売さ れるなど、 各流

家と シェ アした り、 漬物製 造をやめる 農家から 原料を仕入 れ、そのレシ

次に、 流通市場の 透明性でござ います。

通段 階で 商取引 が行 われて いることか ら、行政 がコストの 内訳を明らか

ピ をも とに商 品を 製造 し、付 加価値を付け て首都圏で 販売するな ど、新

す。

に する ことは 困難 であ ります が、国では、 卸売価格や 小売価格を 調査・

たな動 きも見られ ます。

一 般に 米は 、集 荷業者 が年間を 通じて玄米 を保管しな がら出荷し 、そ

公表し ており、価 格形成過程 はおおむね把 握すること ができます 。

県としまして は、法改正 を契機に、 事業の継 続性や発展 性の観点から 、

ビ ジネ スとし て成 り立 つ規模で の個別農家 の施設整備に 加え、若手 と高

これに よる と、 全国 流通して いる主要な銘 柄の小売価 格は、概算 金の
二 倍程 度にな って おり 、本県の 「あきたこ まち」や「サ キホコレ」 につ

齢者 の共 同の取 組を 促進 するなど、市 町村と連 携し、施設 整備等の支 援

最後に 、新屋演習 場の平和利 活用でござ います。

いて も同 様であ るこ とか ら、生産者段 階及び小 売段階にお ける価格設 定
次に、 農地価格対 策でござい ます。

新屋 演習場 をは じめ とする演 習場や訓練 場等は、全国 各地に設置 され

の 在り方を検 討してま いります。

農地 は、単 位面 積当 たりの収 益性や、出 し手と受け手 の需給によ って

て おり 、奈良 県を 除く 四十六都 道府県に置 かれた約百 六十か所の 駐屯地

は 、通常の範 囲内であ ると考えており ます。

価 格が 決まる もの であ り、農地 価格が低下 傾向にある ことや、規 模拡大
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してお ります。

お り、 国防 上のみ なら ず、災 害派遣活動 等においても 重要な役割 を果た

訓練 のほ か、航 空自 衛隊 秋田救難隊の 訓練等で 年間百日程 度使用され て

ど 住民 生活に 配慮 しな がら、基 礎的な戦闘 訓練やヘリ コプターの離 発着

同演 習場の 具体 的な 訓練状況 を調べてみま すと、訓練 日の事前周 知な

囲への 公共施設の 設置や地域 の宅地化が進 んできた経 緯がありま す。

化 して きてお り、 新屋 演習場 についても、 昭和二十九 年の開設以 降、周

全国 の演習 場等 の多 くは、時 代の経過に より設置時 から周辺環 境が変

あり ます。

じ て、 日頃 の訓 練を 生かして 迅速な災害 派遣活動を 行っている ところで

イン フル エンザ の発 生な ど災害発 生時には、都 道府県から の要請等に 応

の任に当たっております。こうした任務に加え、自衛隊は、さきの鳥

や分 屯地 の部隊 が、 周辺の 演習場等で 訓練を実 施しながら我が 国の防衛
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また 、同演 習場 は、 周辺の道 路を含め一 部、津波浸水 想定域にな って

三 十一番

近

賢一 郎

土

休 憩前に引き 続き会議 を開きます。

寛

日程 第一 、一 般質問 を継続 いたします 。三十五番 佐藤議員の発 言を許

●議 長（柴田正敏 議員）

千鶴子

お り、 秋田市 中心 部か ら現地に 到達するに は必ず橋梁 を渡る必要 がある

三十 三番

藤

三 十八番

ことな どから、災 害用の備蓄基 地には無理 があると考 えられます 。

佐

一

敏

三 十五 番

英

正

さ らに 、同 演習 場を活 用しなけ ればならな いような公 共施設の必 要性

浦

田

三

柴

三 十七番

四 十 番

は 現時 点にお いて 想定 できず、 当然その場合 は代替地が 必要とされ るこ

一

木

洋

鈴

司

三十 九番

有

とか ら、 移転・ 廃止 は現実 的には難し いものと 結論づけた ところであり

田

口

鶴

川

豊

司

四十二番

四 十一 番

田

康

一

ま す。

四十 三名
松

地方自 治法第百二 十一条に よる出席者

林

員

番

休憩 前に同じ

北

議
彦

二

三十八番 土谷議員の 質問は終わ りました。

一

臣

四十三番

以上で ございます 。
●議長（柴田正 敏議員）

席
野

暫時 休憩いたし ます。

小

出

午前十一時 五十三分休 憩

番

午後一時 三十分再開
一

- 196 -

します。
【 三十五番（佐 藤賢一郎議 員）登壇】 （拍手）

のになり ました。

八 月に なって 第五 波の 感染が日本中 に広がり 始め、秋田 県にもこの 波

が押 し寄 せてき まし た。 デルタ変 異株で広がり 、この変異 株は感染力 が

強 く、 今ま での 対応 では感染 拡大を抑え ることがで きませんで した。こ

自 由民主党の佐 藤賢一郎で す。三年ぶ り

と なり まし たが 、十 二月に一 般質問の機 会が与えら れています ことに感

の 厳し い状況 の中 で、 菅内閣は ワクチン接種 に全力を挙 げて取り組 みま

●三 十五 番（佐 藤賢 一郎 議員）
謝いたします。また、遠く大館からも後援会の皆さんが県政に関心を

した 。こ の効果 もあ って、 今はこの第 五波も抑 え込んだ状 況となりまし

た 。秋 田県も 新規 感染 者ゼロ の日が長く続 いておりま す。次の取 組に備

持って参 加してくだ さいました 。ありがと うございます 。
今 はど んな時 代か と問 われれば 、やはり厳し い時代が続 いていると 答

十一 月二 十日、 防疫 措置 を完了するこ とができ ました。関 係者の皆様 の

病 原性 鳥イン フル エン ザが襲っ てきました 。県として も全力で対応 し、

がや っとお さま りか けたと 思った矢先、 秋田県、鹿 児島県、兵 庫県に高

て 、こ れか らのオ ミク ロン変 異株対策も 含めて、今後 の県民生活 を送る

染対 策が このよ うに 大き な効果を上げ ている理 由は何でし ょうか。そ し

か ず苦 労して いる 国が 多くあり ます。そん な中で、日 本及び秋田県 の感

海外 の状況 を見 ます と、韓国 やドイツ等、 感染の抑え 込みがうま くい

えると きだと思わ されます。

御 努力 に心 より感 謝申 し上げ ます。これ からはじっく りと予防措 置に取

中で 注意 すべ きこ とは 何かについ て、健康福 祉部長のお 考えをお知 らせ

えざ るを 得な いと思 いま す。大変 厳しかった 第五波の新 型コロナ感染 症

り組 むと きと 思っ てい た矢先、今 度はコロナ のオミクロ ン変異株が 出現

ください 。
て」で あります。

次に、「デジタル・トランスフォーメーション社会への変革につい

し、 日本 にも迫 って きまし た。政府は 全力を挙げて 水際対策に 取り組ん
で おり ますが 、県 とし てもオミ クロン株は 決して県内 には入れな いとい
う対 策が 求めら れる よう になると 思います。こ れからも気 を緩めるこ と

今 から六百七 十年ほど前 にヨーロッ パで大流行し たペストが あります 。

大 変な 数の犠 牲者 を出 し、生産 活動も社会活 動も全くで きないよう な状

な く、 新型 コロ ナウイ ルス感 染症と、こ の高病原性 鳥インフル エンザに
立 ち向 かって いか なけ ればなり ません。今は このような 厳しい時代 が続

況に 陥り ながら も、 当時の 人たちはそ の試練を 乗り越えま した。大変革

つい ては いろ いろな 捉え 方がある と思います が、私はそれ までの家内 工

いて いる と思い ます 。試練 を乗り越え るには、 という視点 で質問してま
はじめ に、「新型 コロナウイ ルスとの闘い について」 であります 。

業の体 制か ら機 械化 、自動 化を取り入れ た工場生産 体制を作り 上げたこ

を 実践 し、そ の後 の産 業革命 の時代を築い ていきまし たが、この ことに

私たち は、 この 二年 間の新型 コロナウイル スとの闘い を通してい ろい

と が最 も大き な要 因で はないか と思います 。犠牲者が一 番多く、人 口の

い りたいと思 いますので、 前向きな御 答弁をよ ろしくお願 いいたします 。

ろ なこ とを学 んで きま した。昨 年末から第 三波の感染が 起こったと き、

半数 ほど もの人 たち が亡 くなる中で、 イギリス は産業革命 に成功し、 そ

さて 、今 回の 新型 コロナウ イルス感染 症ですが、 世界的に見 ればまだ

県と 市が 一体と なっ て感 染防止に取り 組みまし た。マスク と手洗いと 自
間も なく おさ まり 、二月 終わりか ら三月中旬 にかけて新 規感染者が ほぼ

収束 して いる状 況で はあり ません。こ れから世界的 規模での交 流の回復

の 後、大国に 成長して いきました。

ゼロ の状 況にな りま した。 これを見て 私は、秋田県 はコロナに 対しては

を 進め ていか なけ れば なりませ んので、感 染対策は継 続しなけれ ばなら

粛 要請 、そ して発 症者 の隔離 と追跡調査 等の取組でし たが、新規 感染は

大 丈夫 な県だ なあ と思 いました けれども、 その後の展 開は大変厳 しいも
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さて 、私 はここ まで 、こう あってほし いという夢を 語りました けれど

のも 製作 が可能 にな ってく るのではな いか、そ のような夢を見 ることが

コロ ナ禍 の厳し い社 会を乗 り越える取 組として、こ れまで余り 進んで

も、成果を上げ、事業として成功するためには、しっかりとしたビ

ないと思います。このような状況の中で今注目されているのがデジタ

こ なか った デジ タル 化が、こ のことを契 機に大きく 前進してい ますが、

ジ ョン が大切 です 。こ のアスタ ーの事業への 期待と将来 の見通しを 、猿

で きます。県や 県内の金融 機関も全力 で応援し てくれておりま す。

本 県に おいて も、 産業 振興や観 光振興など、 地域の課題 解決のため のデ

田副知事 にお聞きい たします。

ル ・トランスフ ォーメーシ ョンの取組 です。

ジタ ル技 術活用 推進 が急務 となってお ります。 今後、県が 進めるＤＸの

二 つ目は、洋 上風力発電事 業の今後の 見通しにつ いてであり ます。

港の港湾区域では、洋上風車の基礎工事である基礎くい打設作業が始

施 策の 見通し や方 向性 につい て、企画振興 部長から分 かりやすく お話を
次に、「新 たな事業の立 ち上げにつ いて」で あります。

ま って おりま す。 国管 理の一般 海域での工 事が始まれ ば、大変にぎ やか

秋田 県の 洋上 風力発 電事業 がいよいよ 動き始めま した。能代 港、秋田

まず 一つ目は、 アスターの 事業の見通し についてで あります。

な状 況に なるこ とが 予想 されます。自 然エネル ギー開発に 積極的に取 り

お願い いたします 。

今か ら二十 五年 も前 のこと ですが、私は 民間会社で 技術開発の 仕事を

秋田 県沖 に設 置す る風車 は皆、着床式 の風車です が、国内で は唯一の

組 む秋田県の 姿勢を大 いにアピールす ることに なります。

促進 法と いう 新し い法 律ができた ので、ぜひ 新たな課題 の開発を進 めて

取組 とし て、長 崎県 五島市 において、 浮体式洋上風 車八基の設 置に取り

し てお りま した。 ある 日、県 庁から会社 に連絡が入り ました。創 造活動
ほし いと いう連 絡で した。 会社のほう でもオーケー を出してく れ、三年

前 回の 九月の 一般 質問で 、加藤鉱一 議員の質問に 答えて、浮 体式洋上

組 んで おりま す。 五島 市と民間 グループが プロジェク トを進めて きたも

そ れか ら時が 流れ 、県議 としてアス ターの会社を 訪ね、本郷 社長のお

風力 発電 の導入 を目 指す、 と知事は回 答されま したが、こ の事業には困

越 しで 自動化 設備 の開 発業務に 取り組ませ ていただき ました。秋 田にい

話を 聞い て大変 感動 させら れました。 三年前の 私の一般質 問でも少しだ

難 な課 題も多 いよ うで す。国 で進めていた 福島県沖の 浮体式洋上 風力発

ので すが 、実を 結ん で今 回国の選 定を受けて、 浮体式洋上 風車八基の 設

け 触れ させて いた だき ました が、自分の働 いていた会 社が秋田工 場を閉

電の 実証 実験 は、大 企業 も参画し ての大きな 事業でしたが 、見通しが つ

ても この ような 大き な開 発業務に 携わらせても らえたこと は、とても 大

鎖す るこ とを 決めた とき 、当時秋 田工場の責 任者であった 本郷氏が秋 田

かない とい うこ とで 撤退に なってしまい ました。浮 体式洋上風 力発電事

置 となりまし た。

県の工 場の 継続 のた めに立 ち上がり、新 会社をつく って今まで の事業を

業 に参 画して いく 道は 確かに厳 しい道のよ うですが、五 島市のよう に粘

き な喜びでし た。

引 き継 ぎまし た。 さら に、今後 同じような 状況に陥らな いように新 製品

り強 く取 り組ん で実 を結 んでいただき たいと切 望いたしま す。改めて 知

次に「 外国人技能 実習生の受 入れについ て」でありま す。

の開 発に 取り組 みま した 。その結果、 モーター のコイルユ ニットの開 発
た。 とて も夢 が膨 らむよ うなすば らしいお話 でした。電 気自動車業 界へ

多く の会社 で、 国内 での人手 不足を補う ために、外国 人技能実習 生を

事 の決意をお 聞かせく ださい。

の参 入も 可能と なる のでは ないか。ド ローンを作り 、さらには またそれ

受 け入 れてお りま した 。しかし 、新型コロ ナウイルス 感染症のた め、こ

に 成功 し、 高性能 のモ ーター 製作が可能 になったとい うお話であ りまし

が 発展 して空 飛ぶ タク シーのよ うな、そう いう運搬機 関も、そう いうも
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し てく ると き、 この 外国人技 能実習生を 各企業がス ムーズに受 け入れて

やり くり できま した 。今 、コロナ 感染が下火に なって企業 の業績が回 復

行 のコ ロナ不 況の ため 、仕事も 不足がちで あったので 、不足分は 何とか

の二 年間 、新た な実 習生の 受入れが十 分にでき ませんでしたが 、同時進

な りました。

子高 齢化 社会に おけ る地 域医療の 在り方に多く の人が関心 を持つよう に

は 延長 されて おり ます が、地域 住民に大き な不安を与 えたと同時 に、少

らも 批判 が相次 ぎ、 新型コ ロナウイル ス感染の こともあって、 検討期限

なっ てお りま す。そ のた めに、特 にミシンを 使うアパレ ル業界にとっ て

め の技 能検定 は、 必要 に応じ て随時それぞ れの企業で 行うことが 原則と

外国 人技能 実習 生は 、技能検 定の受検が 必要です。 そして外国 人のた

住民 の対話 が最 も大 切であ ると強調して おられまし た。少子高 齢化社会

話を して くだ さいま した 。その中 で先生は、 自治体と医 療機関、そし て

玉 先生 は「秋 田県 医師 会が考 える将来の医 療提供体制 」という題 名でお

ム」 が開 催され 、県 医師会 会長の小玉 先生の講 演会が持た れました。小

十一月十三日に、大館市において「地域医療を考える市民フォーラ

この 技能検 定に 伴う 負担が 大きく、企業 も対応に苦 慮しており 、検定委

の中で病床数削減が求められている現況の中にあっても、地域医療を

いく ことが大変 大事な課題と なります。

員 不足 の問題 もあ って 検定する 側も苦労し ております 。この課題の 解決

いく か等 、多く のこ とを考 え、話し合 うときなので すが、市当 局のほう

守っ てい く対応 は可 能で あると思いま す。私の 地元の扇田 病院も今後 の

そこ で私の ほう から 提案があ ります。秋 田市の中に技 能検定ので きる

か ら、 最終案 では ない と言いな がらも、無 床診療所に するという 姿勢が

は、 まさ に今、 求め られ ていると考え ます。今 、感染が拡 大する可能 性

場 所を 用意し 、そ こで 各企業か ら出向いて 技能検定が 受けられる ように

示さ れた ため、 住民 側は 撤回を求 めることとな ってしまい 、その後の 議

ビ ジョ ンを 求めら れて おりま す。扇田病 院としては、 現況に合っ た病床

しては どうでしょ うか。それに よって技能 検定もスム ーズに受け られて、

論 の進 展が なか なか進 まない 状況です。 これはとて も残念なこ とで、そ

が ある と心 配され てい るオミ クロン株と の闘い、これ に一定のめ どがつ

技 能実 習生 の受 入れも 順調と なり、また 、検定委員 も多数の受 検生の検

して また、ある 意味では不幸 な状況と言 えると思い ます。県当 局として、

数を 持つ 病院 とし て運 営していく か、または 有床診療所 として運営 して

定を 実施できる ので、検定委 員不足の解 消にもなり ます。そし てさらに、

行政 と医 療機関 と住 民が建 設的議論を するよう にとのアド バイスを、ぜ

いた状 況になれば 、まさに今 の検定の課 題は緊急の 課題となりま す。

県北 、県 南にも その ような 場所が準備 できれば 、技能検定 の利便性は大

ひ してほしい と切望いたし ます。知事 のお考え をお聞かせ ください。
ございました 。（拍手 ）
●議長 （柴田正敏 議員）

佐藤賢 一郎議員の 一般質問にお 答えを申し 上げま

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】
● 知事 （佐 竹敬久 君）

通し でございま す。

まず 、新た な事 業の 立ち上げ について、 洋上風力発電 事業の今後 の見

す。

県 当局の答弁を 求めます。

以上 で壇 上か らの質 問を終 わらせてい ただきます 。御清聴あり がとう

き く前進する ことになるで しょう。前 向きな対 応を期待い たしますので 、
産業労 働部長のお 考えをお聞 かせください 。
最後に、「地 域医療体制 の構築につ いて」で あります。
地 域医 療の課 題に ついて 、これは質 問という より、むしろお 願いをし
たいと思 います。
令 和元 年九 月、厚 労省 は、がん や救急など 地域に不可欠 な医療の診 療
実績 が少 ない 公立 ・公的 病院名を 公表し、再 編統合の議 論が必要と 位置
づけ 、一 年間の うち に結論 を出すよう 求め、全国で 四百二十四 病院、秋
田 県で 五病院 が公 表さ れました 。この国の 姿勢に対し ては知事会 などか
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ビ ジョ ン」で は、 洋上 風力の導 入目標を二 〇四〇年ま で、最大で 四千五

国の 二〇五 〇年 カー ボンニュ ートラルの 実現に向け た「洋上風力 産業
と思い ます。

る 中、 病床が なく なる ことに対 し、不安に 感じるのは 当然のこと である

一方 、地域 の住 民の 方々から 見ますと、 現在入院さ れている患者 がい

な課 題に 落とし 込み 、地域 の中で丁寧 に議論を 積み重ねて いくことが重

の 医療 体制に つい て、 入院先の 確保や介護施 設との連携 といった具 体的

こ のた め、 既に 大館 市において も取組が始 められてお りますが、 将来

百万 キロ ワット に設 定し ていると ころであり、 この目標を 達成するた め
に は、 浅い 海域 での 着床式に 加え、浮体 式を含めた 深い海域で の洋上風
力の 導入を強力 に進めていく 必要があり ます。
また 、深い 海域 も含 めた洋上 風力の導入 拡大は、本 県における 風力発
連産 業の 新規 立地の ほか 、拠点港 に指定され ている秋田 港、能代港を 活

「地 域医療 構想 調整 会議」 の場を活用し 、地域にお ける医療・ 介護の連

県と しま して も、郡 市医師 会や病院、 介護施設等 の代表者で 構成する

要 であると考 えております 。

用し た北日 本に おけ る部材 の保管や積出 しなど、長 期にわたる 経済効果

携 強化 などに つい て、 丁寧な議 論を進め、 地域住民の 安心と持続可 能な

電 部品 製造の サプ ライ チェー ン形成や、建 設・メンテ ナンスの受 注、関

の創 出が期待で きるものと 考えておりま す。

い ずれ にし まして も、 医療提供 体制におい て重要な視点 は、進歩す る

医療の 両立が図られ るよう、協 力してまい ります。

な るこ とか ら、浮 体基 礎や係 留システム 等の最適な仕 様からメン テナン

医療 技術 を分 け隔 てな く受けられ ること、ま た、通院等 の利便性が 確保

一方 、浮体 式が 先行 してい る欧州とは、 海底の形状 や自然条件 等が異
ス工 法に 至る まで 、国 内の自然条 件に適合す る新たな技 術開発を進 めて

され るこ と、さ らに 、限ら れた医療資 源を有効に活 用できるこ と、加え

て 、公 的支援 を含 め医 療機関の 財政的な健 全性が保た れること、 この四

いく必要 があります 。
こ うし た中、 県内 にお いて大手造船 メーカー と連携し、 本県沖での 浮

ち なみ に、 欧米 先進諸 国におい ては、広域 圏に巨大な 病院があり 、そ

点のバ ランスであ ると考えてお ります。

れ る技 術開 発や 実証事 業等の 誘致に加え 、これら事 業に県内企 業が参画

の 他は 外来中 心の 診療 所等で構 成され、身近 に病院が存 在しないの が一

体式 洋上 風力発 電事 業を 検討する 動きも出てき ており、浮 体式に求め ら
し てい くこと で、 県内 での洋上 風力関連産業 の更なる拠 点形成が期 待で

般的 であ ります が、 公共交 通体系など 通院者の 利便性はし っかりと確保

我が国 の医 療提 供体 制は、中 小病院の比率 が高いとい う特徴があ り、

実して おります。

さ れ、 人口当 たり のド クター ヘリ配備数が 多いなど、 救急医療体 制も充

きるもの と考えてお ります。
こ のた め、現 在改 訂を 進めてい る「第二期秋 田県新エネ ルギー産業 戦
略」 にお いて 、浮体 式を 含めた洋 上風力の継 続的な導入拡 大と国内最 大
級の産 業集 積拠 点の 形成を 重点プロジェ クトに位置 づけ、取組 を進めて

先 進諸 国の例 を見 ても 、我が国 においても 人口減少の進 行により、 いず

れ全 国的 に病院 の再 編・ 統合等は避け られない と思われ、 医療提供体 制

まい ります。
次に、地域 医療体制 の構築でご ざいます。

の 四つ の視 点のバ ラン スを取 っていくこ とが必要であ ると考えて おりま

【副知 事（猿田 和三君）登 壇】

私から以上 でござい ます。

す。

大 館市 が示 してい る扇 田病院の 無床化に係 る方針は、人 口減少や高 齢
化の進 行、厳しい 市の財政状 況など、中 長期的な見通 しを考慮し た上で、
大館 市立 総合病 院と の機能 分化・連携 を進め、地域 において医 療機能を
維持 するための 提案の一つ であると認 識しておりま す。
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●副知 事（ 猿田和 三君 ）

私 からは、株 式会社ア スターの事業の 見通しに

つ いてお答えい たします。

力強 く歩 みを進 める ため、 今年度中に ＤＸ推進 計画を策定する ことにし
て おります。

育 成を重要な 視点に据 え、行政、 産業、くら しの各分野を 施策の柱と し、

本計 画で は、利 用者 ファー ストやデー タ活用による 価値の創出 、人材

タ ーが 、小 型・ 軽量 化と高出 力を同時に 実現したこ とにより、 令和元年

こ れら を支え る環 境基 盤の整備 を図りながら 、官民が一 体となって 、デ

当社 は、 独自の 接合 技術で 開発した高 性能のコイル が内蔵され たモー
度 に採 択され た「 地方 大学・地 域産業創生交 付金事業」 により、航 空機

こ のう ち、行 政分 野に ついては 、電子申請サ ービスの対 象手続の拡 大

ジタル化 やＤＸを推 進すること にしており ます。

行 って いるほ か、 国内 自動車 メーカーとＥ Ｖ用モータ ーの開発や 、風力

や手 数料 のキ ャッシ ュレ ス納付の 導入など、 県民の利便 性の向上や行 政

シス テム 電動化 研究 の中核 企業として 秋田大学 、県立大学 と共同研究を
用発 電機 の独 自開発 を進 めており ます。また 、防じん防 水性能に優れ た

事務の効 率化に努めて まいります 。

と もに 、人 流や販 売情 報等の データを活 用した観光政 策の立案な どによ

技術 等の 導入や 、ス マー ト農業の普及 拡大によ る生産性の 向上を図る と

ま た、 産業分 野に ついて は、製造業 、サービ ス業におけ るセンシング

ドロ ーン用 モー ター は、多 くの企業から 引き合いが あるほか、 第三者割
当 増資 により 財務 体質 が改善さ れ、開発体 制を整えな がら着実に事 業を
拡大し ております。
現 在、 専門 人材の 確保 が大きな 課題になっ ていることか ら、社屋内 に

さら に、く らし の分 野につい ては、オン ライン診療の 活用に向け た実

り、競 争力を強化 することに しておりま す。

術開 発と 人材育 成を 進めて おり、県と しましては、 品質管理セ ミナーの

証事 業や、ＡＩ を活用した オンデマン ドタクシ ーの導入等への 支援など 、

開設 され た秋 田大 学の サテライト ラボにおい て、大学と 一体になっ て技
の 実施 やアド バイ ザー による生 産性向上な ど、今後も 、関係機関 と連携

地域課 題の解決に 取り組んでま いります。

●健康 福祉 部長 （佐 々木 薫君）

猛威 を振 るっ た第 五波が縮 小した要因 としては、 ワクチン接 種の進展

私から は、新型 コロナウイ ルスとの闘 い

【健康 福祉部長 （佐々木薫 君）登壇】

私からは以上 であります 。

タル社 会の実現を 目指してま いります。

れ ぞれ のニー ズに 合っ たサー ビスを選ぶこ とができる 、人に優し いデジ

デジ タル デバイ ドの 解消を 図りながら 、いつで も、どこで も、県民がそ

ル 人材 の確保 ・育 成や 、デジタ ルインフラの 整備を促進 するととも に、

今 後、 ＤＸ 推進 計画に 基づき、 学校教育に おける強化 を含めたデ ジタ

して事 業化の進展 をさらに支援 してまいり ます。
以 上でござい ます。
私からは、デジタル・トランスフォー

【企画 振興部長 （鶴田嘉裕君） 登壇】
●企画振興部長（鶴田嘉裕君）

メ ーション社 会への変革に ついてお答 えいたし ます。
新型 コロ ナウ イルス 感染症 への対応の 中で、我が 国のデジタル 化の遅
れが改 めて 浮き 彫り になっ たほか、非対 面・非接触 型サービス の利用が
進 展し たこと など から 、県では 、ＩｏＴや ＡＩ等の先進 技術の活用 によ
る社 会の 変革に 向け て、 各部局が一体 となって 取り組むＤ Ｘ戦略本部 を
ＤＸ は、 デジ タル 技術の活 用や異分野 間のデータ の組合せに より、新

や適 切な マスク の着 用、三 密回避の徹 底などが複合 的に作用し たものと

に ついてお答 えいたし ます。

たな 価値 を創出 し、 様々な 分野の課題 解決に資する 有効な手段 であるこ

考え ております 。

立 ち上げ、各 般の施策 を推進している ところで あります。

と から 、人口 減少 をは じめとし た社会経済 の変化に対 応しながら 本県が
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期か ら県 医師会 、大 学、 医療機関 等との連携に より、対策 に取り組ん で

か けを 県民が しっ かり と受け止 め、適切な 行動に努め ていること や、早

また 、本県 が全 国で も感染者 が少ない理 由として、 県などからの 呼び

題 について検 討を進め てまいりま す。

関と の協 議を行 い、 技能 検定に必 要な設備や運 営など、実 施に向けた 課

の 効率 化や受 入企 業の 負担軽減 を図る上で 有効である ことから、 関係機

こう した状 況を 踏ま え、共同 の試験会場 の設置につ いては、試験 実施

私か らは以上で す。

皆さん の丁寧な 御答弁あり がとうござい

い たこ と、 さら には 、感染者 が確認され た場合、幅 広なＰＣＲ 検査を実
施し 、速やかに 感染拡大の防 止につなげ られたこと などが挙げ られます。

●三十 五番 （佐 藤賢 一郎議員 ）

ま した 。最後 に一 点だ け知事 に、またアド バイスをお 願いしたい と思い

加え て、医 療従 事者 をはじめ とした多く の方々の協 力によって 、入院
病 床や 宿泊療 養施 設が 確保さ れ、感染者は 入院又は宿 泊療養施設 への入

ます。

う な状 況が続 いて しま いました が、先ほど 知事が言わ れたように、 四つ

地元 での病 院問 題の ことで、 なかなか当事 者同士話合 いができな いよ

所の 対応 がで きてい るこ とや、診 療・検査医 療機関の拡 充による検査 体
制の 整備な ども 、感 染拡大 を防ぐ面で大 きな効果を 上げている ものと認
識し ております 。
感 染拡 大が 中長期 的に 反復す る可能性が あるとしてい ることから 、県で

いいな という感じ がいたしま す。この前 、小玉先生 の講演会とい う形で、

民 の方 にも その話 に参 加して 、そして話 合いをする機 会をぜひ作 れたら

の項 目を きちん と考 えて 方向づけをす ることが 必要だとい うことを、 住

は三 回目 のワ クチ ン接 種の推進や 、更なる医 療提供体制 の充実を図 ると

市の 考え 方を聞 くと いうこ とはできた のですが、当 事者同士が 一緒に話

今後、 新たな変異株 の影響が懸 念されると ころであり 、国において も、

とも に、 県民に 対し ても、 引き続き、 マスクの着用 やこまめな 換気など

合 いを すると いう とこ ろまでで きるように なれば、大 きな前進に なるの

● 知事 （佐竹 敬久 君）

地元の 事情を詳しく 存じ上げま せんが、い ずれ大

【知事（佐 竹敬久君） 】

ござ いませんか 。

な 手立 てと いう か、何 かそう いうものに ついて知事 からのアド バイスは

では ない かなと 思い ます が、そう いう方向づけ をしていく 、その具体 的

の基 本的な感染 対策の徹底 をお願いし てまいり ます。
私から は以上であ ります。
私 からは、外国 人技能実習 生の受入れ につ

【 産業労働部 長（佐藤徹 君）登壇】
●産 業労 働部長 （佐 藤徹 君）
いてお答 えいたしま す。
外 国人 技能実 習生 に対 しては、 実習で習得し た技能等の 評価を行う た

館市 全体 のこ れから の中 期的な医 療構想があ ってもいいと 思います。 そ

の中で 、大 館市 立総 合病院 の位置づけと 、扇田病院 の今後の方 向を、全

め、技 能検定試験 の受検が義 務づけられて おります。
試験会 場に つい ては 、原則と して実習生の 受入企業と されており ます

不 安と いう のは当 然で す。で すから、将 来的な姿、ま た、ある程 度、な

体 のバ ランス の中 でど うやるの か。また、 当然地元の方 にしてみれ ば、

県 内企 業に おける 実習 生の受入 れは拡大傾 向にあるほか 、平成二十 九

くな るこ とに よっ て、そ れをどう カバーする のか。これ をしっかり 踏ま

が 、こ れまで も企 業等 のニーズ に応じて、 複数企業の実 習生を対象 に試

年の 技能 実習 制度 の改正 に伴い、 技能検定の 実施件数は 大幅に増加 し、

えて 、市 のほう でプ ランニ ングをして 説明する。当 然、双方の やりとり

全体 的な ことよ りも 自分 のところの施 設がなく なることに ついて非常 に

今後 、外 国人の 新規 入国制 限の見直し が行われた場 合には、実 習生の受

の 中で 、どこ に妥 協点 を見いだ すか。これ を少し整理 してやる必 要があ

験を実施 し、効率化 を図ってま いりました 。

入れ が進み、実 施件数の更 なる増加も 見込まれてお ります。
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るのでは ないかなと 思います。
県 とし てどう こう とい うことはない のですが 、そういう ことが市の ほ
うで 認識 してい ただ けれ ば、そう いうふうに一 定のその、 これまで結 構
ほ かの 市町 村で も事 例がある ので。そう いうことで 、そういう アドバイ
三十五 番佐藤議員 の質問は終わ りました。

ス、 あるいは市 のほうにそう いう点で情 報提供は行 えると思い ます。
●議長（柴 田正敏議員 ）
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 二分散会
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