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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。

本 日は 、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、三十一 番原

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

おはよ うございま す。一般質問 の機会をい た

【 三十一番（原 幸子議員） 登壇】（拍 手）
●三 十一 番（原 幸子 議員 ）

だき、先輩、 同僚議員 に感謝申し 上げます。

は じめ に、財 政状 況と当 初予算編成 の考え方 についてお伺い します。

去る 十月八 日の 予算 特別委員 会において 、令和四年 度当初予算 編成方

針 等の 説明が あり まし た。地 方自治体の 財政状況は一 部を除いて 全国ど

こも 厳し いも ので あると 理解して おりますが 、財政の現 状と見通しに つ

いて 説明を 聞き 、本 県では 、健全化判断 比率のうち 将来負担比 率が全国

で 四十 三位と 悪い 状況 にあり、 急激な人口 減少に伴っ てさらに悪化 する

可能 性が あるな ど、 未来 に向けて厳し い状況で あると認識 を新たにし ま

し た。 一方 では 、新型 コロナ ウイルス感 染症対策を はじめ、県内 産業、

農 林水産 業の 振興 、防 災対策、人 口減少対策 と地方創生 など、喫緊 に取

り組むべき施策はたくさんあり、財政状況の改善と必要な歳出とのバ
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ラン スを 取って いく のは、 非常に困難 な挑戦な のではないかと 思われま
す。
そこ で知 事にお 伺い します 。予算編成 方針によれば 、新規・拡 充事業

コロ ナ禍と はい え、 がんの粗 死亡率連続 二十四年連 続ワースト一 位の

秋 田県 として 、が んに 対してど のような戦 略を立て、 コロナ禍の ような

パン デミ ックな どの 不測 の事態に おいても安全 に検診を受 けられる体 制

づ くりをどの ように考 えているの か、知事の 御所見をお伺 いいたしま す。

次に 、がん診療 における病診 連携につい てでありま す。

の 財源 を一 般財 源で 四十億円 程度確保す るとしてい ますが、こ のような
厳 しい 財政状 況の 中で 、具体的 にどのような 見直しを行 い、どのよ うな

が んで 命を落 とす と言 われて おります。医 学が目覚ま しく進歩す る中に

日本では、二人に一人が人生で一度はがんを経験し、三人に一人が

ま た、 知事は 以前 、「 県単独の 事業を見直し 、縮小せざ るをえない 」

あっ て、 がん にかか った からとい って直ちに 悲観する必 要はありませ ん

考え方で 予算編成を 行うのか、 知事の御所 見をお伺いし ます。
とい う趣 旨の 発言を され ておりま したが、厳 しい財政状 況の中、様々 な

が、その 治療のために は早期発見 ・早期治療 が何よりも 大切です。

人 口十 万人当 たり の本県 のがんの七 十五歳未 満年齢調整 死亡率は、長

事業 の縮小 ・廃 止を 検討せ ざるを得ない 状況である ならば、県 民や市町
村 に対 し丁寧 に説 明し ていく必 要があると 思いますが 、いかがでし ょう

い間 全国 ワース トの 上位 に位置してお り、令和 元年は八十 二・〇と、 全

国平均の七十・〇を十二ポイントも上回り、全国で二番目に高い値と

か。併 せて御所見を お伺いしま す。
次 に、がん対 策について 知事にお伺い いたします 。

なっ てお りま す。 がん 死亡率の改 善は、本県 の長年の課 題となって いる

が んの 中でも 発見 しに くいとされる 膵がんの 分野では、 広島県尾道 市

まずは 、がん検診 の体制づく りについて であります 。
性 が指 摘され てお りま す。日本 対がん協会 によれば、 二〇二〇年 におけ

にお いて 、早期 発見 に向 けた病診 連携の取組が 大きな成果 を上げてお り

のです。

る五 つの 対策型 がん 検診 の受診者 は、前年から 百七十二万 九千三百五 人

ま す。 地域 の中 核的な 病院で あるＪＡ尾 道総合病院 と周辺の診 療所の医

新型 コロナ によ る受 診の遅れ が人々の健 康に甚大な影 響を及ぼす 可能

減 少し 、対 前年 比三〇 ・五％ 減と大幅な 減少となっ ており、約 二千人の

師 が連 携し、 糖尿 病や 肥満、喫 煙、家族に膵 がん患者が いる、とい った

し、早 期発 見・ 早期 治療に つなげようと いう取組で あります。 これによ

方 のが んが未 発見 とな っている 可能性がある と指摘され ております 。さ

また、 国立 がん 研究 センター は、新型コロ ナの感染拡 大に伴うが ん検

り 、Ｊ Ａ尾道 総合 病院 における 膵がん患者 の五年生存率 は約二〇％ 前後

膵が んの 危険因 子を 複数持 つリスクの 高い患者 については 、地域の医療

診 の中 止や受 診控 えの 影響によ り、二〇二 〇年に全国の 医療機関で 新た

とな って おり、 がん 拠点 病院の全国平 均の倍以 上の成果を 上げている と

らに 、他 のがん 検診 や、別 の治療中に 偶然発見 されるがん なども合わせ

にが んの 診断・ 治療 を受 けた件数が、 前年比で 約六万件減 ったとする 調

の こと であ ります 。尾 道市の 開業医は、 この取組によ り、膵臓疾 患につ

機 関で 超音波 検査 を積 極的に 実施し、異常 な所見が認 められたり 、より

査 結果 を発 表しま した 。厚生 労働省は、 「がん検診は 不要不急の 外出に

いて 興味 を持 ち、 新たな 知識を得 るなどの好 循環も生ま れているそ うで

れ ば、 日本で は少 なく 見ても 一万人以上の がんが見つ かっていな いかも

当た らな い」 とし 、がん 検診など の必要な受 診を促して おります。 診断

す。 ある 医師は 、「 その地 域ごとの実 情に合わせた 仕組みを作 ってほし

詳細 な検 査が 必要と 判断 された場 合は、直ち にＪＡ尾道総 合病院に紹 介

数の減少 は、早期に 治療できるが んが減った ということ も意味して おり、

い 。私 自身、 プロ ジェ クト以前 は膵がんの 『十年生存 例』を見た ことが

しれな いとのこと です。

がん 発見の遅れ は、その後 の生存率に も大きく影響 してきます 。
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世 間話 をして いる こと が信じら れない。で も、それが 当たり前の 社会に

なか った のに、 今で は私の 周りに何人 もいる。 そんな患者さん と普通に

血管 から 全身に 入り 、様 々な病気 を引き起こし たり悪化さ せたりする 原

れ てお ります 。歯 周病 菌から作 り出された 毒素、ある いは菌その ものが

加す るほ か、早 産や 低体重 児出産のリ スクが約 七倍となること が報告さ

因 とな るの です 。海 外の研究 では、新型 コロナウイ ルスに感染 した歯周

なった らうれしい 」と話してお ります。
私 は、 本県 にお いて も、この「 尾道方式」 のようなプ ロジェクト が広

ハ ート フルネ ット 」の 整備を 進めておりま すが、こう した資源を より有

本県では、病院や診療所を結ぶ地域医療連携ネットワーク「あきた

のです 。こうした 因果関係を 理解し、口腔 ケアを習慣 化していた めには、

ど 述べ たよう に、 全身 の健康 の維持にとっ て非常に重 要な要素で もある

歯磨 き等の ケア は、 単に口腔 内を清浄に 保つという だけでなく 、先ほ

病患 者は、重症 化リスクが高 いという報 告もありま す。

効に 活用 する ために も、 また、が ん死亡率の 更なる抑制 に向け、地元 医

各家 庭での 取組 はも とより 、学校教育と して、幼少 期のうちか ら体系立

がっ てほしいと 願っておりま す。

師会 の協力 を得 なが ら「尾 道方式」のよ うな地域の 実情に応じ た診療の

てて 指導してい くことが非 常に有効であ ると考えま す。

児童 ・生徒 の健 やか な成長 を促すため、 口腔の状態 が全身疾患 につな

仕 組み づくり を促 進し ていくべ きと考えま す。本県の がん診療にお ける
病診 連携 の現状 と、 今後 の方針につい て知事の 御所見をお 伺いいたし ま

が ると いっ た意義 をし っかり と理解させ 、生涯にわた る歯と口腔 の健康

づく りの 重要 性を 児童 ・生徒の発 達段階に応 じ体系立て て指導して いく

す。
次に、 歯と口腔の 健康づくり に向けた取 組について お伺いします 。

べき だと 思いま すが 、現状 と今後の対 応方針につい て教育長に お伺いい

次に 、オ ーラル フレ イル予 防の推進等 について健康 福祉部長に お伺い

たし ます。

はじ めに、 学校 教育 における 現状と今後 の対応方針に ついて教育 長に
お伺 いします。
口腔 は、 呼吸を する 、食べ 物を食べる という、我々 が生きてい くため
を 取る ための 機能 も有 する重要 な器官であり ます。口腔 機能の維持 は、

一部 が改 正され 、県 が実施 する基本的 施策とし て、「オー ラルフレイル

今 年三 月、議 員提 案によ り、秋田県 歯と口腔の健 康づくり推 進条例の

し ます。

必要 な栄 養を摂 取し 健康を 保つという ことだけ でなく、社 会生活におけ

の 予防 」が明 示さ れた ほか、 「歯科口腔保 健に関する 人材の確保 、養成

に 必要 な機 能の 一部を 担って いるほか、 会話をして コミュニケ ーション

る 意思 疎通を 円滑 にし 、豊か な人生を送る 上での非常 に重要な要 素であ

及び資 質の向上」 が新たに位 置づけられた ところであ ります。

悪く なる ことで 、人 や社 会との関わり の減少を 招くおそれ があること か

を 言い 、かむ 力や 舌の 動きの悪 化が食生活 に支障を及ぼ したり、滑 舌が

オーラ ルフ レイ ルと は、加齢 により口腔機 能が虚弱と なっている 状態

ると 言え ると 思いま す。 歯と口腔 の健康づく りにおいては 、こうした 口
腔が担 う機 能を 十分 に認識 した上で、取 り組んでい くことが重 要である
と思 います。
口腔 疾患の 代表 例で ある歯 周病は、人類 史上最も感 染者数の多 い感染
上の 日本 人の 約八 割が罹 患してい るとまで言 われており ます。この 歯周

歯と 口腔 の健康 づく りに関 する基本計 画」を定め、 歯科口腔保 健意識を

県で は、 歯科 口腔 保健法と 同条例に基 づき、平成 二十六年に 「秋田県

ら 、その予防 が非常に 重要であると考 えられて おります。

病は 、命 にかか わる 疾病に つながるこ となども近年 明らかにさ れつつあ

醸 成す るため の普 及啓 発と歯科 口腔保健を 推進するた めに必要な 環境整

症 とし て、 二〇〇 一年 にはギ ネス世界記 録に認定され ており、三 十歳以

り ます 。例え ば、 心筋 梗塞や脳 卒中の発症 リスクが二 倍から三倍 程度増
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備を 実施 してお りま すが、 条例改正を 契機に、 同計画において もオーラ
ル フレ イル予 防に 関す る施策を 明示し、県 民運動とし て強力に推 進して

つありま す。

昨年九月、当時の菅総理大臣は、所信表明演説の中で「二〇五〇年

議 に思 った 人も いた はずです 。しかし、 世界では、 経済競争や 地政学の

カー ボン ニュー トラ ルを 目指す」 と宣言しまし た。なぜ今 なのかと不 思

オ ーラ ルフ レイ ルの 状態は、健 康と要介護 の間の段階 、すなわち 要介

観 点か ら、将 来に わた って日本 経済を維持す るため、動 き出さざる を得

いくべ きと考えま す。
護 の一 歩手前 の状 態で あること から、介護予 防事業を実 施する市町 村に

なかった と言えると 思います。

環 境省 が昨年 十二 月に 取りまと めた「気候変 動影響評価 報告書」に よ

おけ る取 組が重 要で す。オ ーラルフレ イルに関 する基本計 画での位置づ
け と、 市町村 を巻 き込 んだ具 体の取組方針 について、 健康福祉部 長にお
次に、歯科 衛生士の確保 について健 康福祉部 長にお伺い します。

す る農 業分野 もま た気 候変動の 影響を受け やすく、気 温上昇による 作物

影響 の重大 性や 緊急 性が評 価されており ます。この うち、自然 を相手に

ると 、生 態系 や自然 災害 、健康、 産業など様 々な分野で 気候変動によ る

歯 と口 腔の健 康づ くりの 施策を充実 していく ためには、 それを支える

の品 質や 収量の 低下 、更 には降雨パタ ーンの変 化などによ る不作が懸 念

伺いい たします。

人材 の育 成確保 が重 要で あります。特 に、歯科 衛生士は、 歯科疾患の 予

上昇 によ り、 肉用 牛や 豚、鶏など の家畜の飼 料摂取量や 消化吸収の 低下

さ れま す。 リンゴ は、 二一〇 〇年頃には 北海道が適地 となるほか 、気温

折し も、 令和 三年 度の介 護報酬改定で は、口腔機 能が低下し ている利

など によ り、肉 質な どの品 質低下をも たらすと予測 されており ます。こ

防 と口腔衛生 の向上を 担う歯と口腔の 健康づく りの専門職 です。
用者 等に 対する 、歯 科衛生 士を含めた 多職種連携に よる口腔機 能改善管

うし たことから 、国では、 気候変動に 対応した 施策の強化を進 めており 、

農 林水 産分 野に おける 地球温暖 化対策は、 温室効果ガ スの吸収源 対策

理 指導 計画の 作成 やサ ービスの 提供等に対 する加算の 充実が図ら れるな
本 県に おけ る歯 科衛生 士の数は 、人口十万 人当たりで 百十・二人 と、

と して 、間伐 や再 造林 等による 適切な森林の 整備や堆肥 や緑肥の使 用に

世界の 潮流と相ま って、悠長に 構えていら れない状況 となってお ります。

全 国平 均の百 四・ 九人 を上回っ ているものの 、二次医療 圏ごとに見 てみ

よる 土づ くりの 推進 が、排 出削減対策 として、 省エネ農機 の導入などが

ど、そ の社会的役 割が増大して おります。

ると 、例 えば北 秋田 圏域で は七十四・ 七人と非 常に少なく なっておりま

この うち 、吸 収源対 策の一 例として、 農林水産省 では、バイオ 炭の普

挙 げられます 。

まり が想 定さ れるこ とか ら、例え ば、歯科衛 生士修学資金 の枠を拡充 す

及に向 けて 動き 出し ており ます。バイオ 炭とは、間 伐材やもみ 殻、家畜

す 。高 齢化が 進展 する 地域に おいては、今 後、歯科衛 生士のニー ズの高
るなど 、歯 科衛 生士 の確保 をより進めて いくべきと 考えますが 、県の方

の ふん など生 物資 源を 材料とし た炭化物で ありますが、 炭素を固定 化す

るた め温 室効果 ガス の削 減となるほか 、農地へ の施用によ り、土壌の 透

針に ついて健康 福祉部長の お考えをお聞 かせくださ い。
次に 、農業 にお ける カーボ ンニュートラ ルへの挑戦 について知 事にお
「カ ーボ ンニ ュー トラル」 という言葉 は、新オッ クスフォー ド英語辞

ニュートラルへの取組を進めていってほしいと思いますが、いかがで

在する原料を有効活用できるバイオ炭を地域循環で活用し、カーボン

水 性、 保水 性、通 気性 の改善 といった効 果があります 。本県で豊 富に存

典で二〇 〇六年に「 今年の言葉」 に選ばれま した。それ から十五年 余り、

しょ うか。知事 の御所見を お伺いいた します。

伺 いします。

現 在で は、「 カー ボン ニュート ラル」は環 境用語から 経済用語に なりつ
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とさ れ、 水田は 主要 な温 室効果ガ ス発生源とな っています 。効果的に 水

水 田土 壌由来 のメ タン は、我が 国のメタン 発生量の約 二割程度を 占める

ら ない のは 、安 全性 でありま す。特に、 法令で許さ れているか らといっ

は、 その 適用が 除外 され ておりま す。しかし、 最優先に考 えなければ な

が 、同 条第二 項に より 、バスが 乗客の乗降 のため停車 するときに ついて

第一 項に より、 それ らの五 メートル以 内への停 車は禁じられて おります

田 からのメタ ン発生量 を削減する 管理技術の 開発が求めら れています が、

て横断歩道や交差点付近にバス停が安易に設置されるべきではありま

排出削減対 策の一例 としては、水田 の中干し が有効とさ れておりま す。

こ れま での研 究か ら、 水田の中 干しを延長す ることによ り、メタン 発生

せん 。や むを得 ず設 置され る場合でも 、十分な 安全対策が 講じられるべ

秋田 運輸 支局 では、 バス停 留所の交通 安全上の実 態把握と安 全性確保

量は 削減 できる こと が示さ れています 。技術実 証など、ク リアすべき課
競争 に敗 れて しまい ます 。本県農 業の持続的 な発展のた め、水田中干 し

対策 を講じ るた め、 警察本 部を含めた関 係機関で構 成する検討 会を開催

き です。

など 、水田 由来 の温 室効果 ガス削減に向 け、知事は 、稲作農家 を今後ど

し てお ります 。警 察本 部におか れては、検 討会におい て警察の立場 とし

題 は多 いと思 いま すが 、カー ボンニュート ラルの視点 を欠いたま までは

のよ うに導いて いくつもり なのか、御所 見をお伺い いたします 。

まし い事 故が発 生し ました 。この中学 生が降りたバ ス停は、バ スが停車

学生 が、 逆方 向か ら来 た路線バス にはねられ て死亡する という、大 変痛

てお り、約七割 の三千九百 十一件は歩 行者が横 断中の事故であ り、また 、

で、 自動 車と歩 行者 が衝突 した交通死 亡事故は五千 四百五十一 件発生し

警察 庁に よる と、 平成二 十八年から令 和二年まで の過去五年 間、全国

て積 極的 な提言 を行 うと ともに、危険 なバス停 付近におけ る安全確保 や

し た際 、すぐ 目の 前に ある横断 歩道に車体 の一部がか かってしま い、歩

横断 中の 事故の うち 、約 三割の一 千二百四十四 件が歩行者 が横断歩道 を

次に、 歩行者の安全 の確保につ いて警察本 部長にお伺 いします。

行者 やド ライバ ーか ら見 通しが悪 くなってしま う状態であ りました。 国

渡 って いる とき に発生 してお ります。こ の件数には 、信号のあ る交差点

普 及啓発に努 めていた だきたいと思い ます。

土 交通 省が 定め る「安 全対策 が必要と思 われるバス 停留所」に 該当し、

に おけ る歩行 者信 号の 見落とし など、歩行者 側にも一定 の過失があ る場

今 年四 月、 由利本 荘市 において 、バスを降 りて横断歩道 を横断中の 中

三 段階 の区分 のう ち、 安全対策 の必要性が最 も高い「Ａ ランク」に 区分

合も含ま れておりま すが、毎年 、多くの悲劇 が起きてい るのです。

ハ ンド ルを握 る際 は、 歩行者に とって走行車 両はまさに 凶器である と

され てい たので す。 事故が あったとき には、バ ス停にバス はとまってい
な かっ たよう です が、 にわか に「危険なバ ス停」がク ローズアッ プされ

Ｊ ＡＦ 、日本 自動 車連盟 では、毎年 、信号機 のない横断歩道 を歩行者

いう こと を常 に意識 し、 安全運転 を心がける ことが大切だ と感じてお り

秋 田運 輸支局 によ ると、 八月二十七 日現在で 、県内で対策が 必要なバ

が渡 ろう とした 際に 一時 停止した車の 割合を公 表しており ます。令和 二

たた めか 、九 月には この バス停は 、元の位置 から約三十メ ートル北側 に

ス停 留所 は四百 七十 七か 所あり、その うち、過 去三年以内 に停車した バ

年 度で は、 全国平 均二 一・三 ％に対し、 秋田県は二一 ・八％と平 均とほ

ます。

ス が要 因と なる人 身事 故が発 生していた り、バスがバ ス停留所に 停車し

ぼ同水準でしたが、令和三年度は全国平均三〇・六に対し、秋田県四

移設されまし た。

た際 に横 断歩 道又 は交差 点にその 車体がかか ってしまう という、危 険性

六・ 九と 大きく 改善 し、全 国順位は第 八位となって おります。 しかし、

一 方で は、依 然と して 半数以上 のドライバ ーが一時停 止違反を犯 してい

が最も高 いＡランク には、九十四 か所にも上 るようであ ります。
交 差点 又は横 断歩 道付近 への停車に ついては 、道路交通 法第四十四 条
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ると いう ことで もあ り、歩 行者の安全 の確保の ためにも、一層 の改善が

県 教育 委員会 では 、教 員の厳し い勤務環境 についてど のように認 識し、

優秀な人 材を持続的 に獲得してい くことは難 しいのでは ないでしょ うか。

どの よう に改善 して いく 方針でし ょうか。教育 長のお考え をお聞かせ く

必 要であると思 います。
横断 歩道 などに おけ る歩行 者の安全確 保に向けた取 組方針につ いて、

優秀 な教 員を 確保し てい くことが 重要であり ますが、教 員という職業 に

も 過去三十年 間での最低を 記録しまし た。学力 日本一を目 指すためには 、

今年 度の教 員採 用試 験が終了 し、小学校 教員の採用 倍率は、少 なくと

最 後に 、教員 の勤 務環境 の改善につ いて教育長に お伺いいた します。

守っ てくれ る」 とも 言われ ました。コロ ナ禍と厳し い状況の中 、佐竹知

Ａに刷り込まれているように、「佐竹の殿様だば、おらたちのことを

ら いで 」との 声を いた だきま した。佐竹知 事への信頼 感、安心感 、ＤＮ

郷で は、 「おら ほの 知事は 佐竹でねば 」「佐竹 さんには元 気でやっても

今 年も 残すと ころ 一か月 となりまし た。四月の知 事選挙では 、大仙美

だ さい。

つい ては、 近年 では 、教育 に携わるとい うやりがい や魅力より も、勤務

事 にお かれま して は、 県民の様 々な思いを 酌み取って いただきます よう

警 察本部長に お伺いし ます。

環 境が 悪いと いっ たマ イナス面 が取り上げ られ、全国 的にも教員を 志望

お願 い申 し上げ 、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）
●知 事（ 佐竹 敬久 君）

つ けて 、働 き方 改革の 好事例 や仕事の魅 力を現場の 教員に発信 してもら

本 県財 政の見 通し につい ては、人口 減少等により 地方交付税 が減少す

ま ず、財政状 況と当初予 算編成の考 え方でござい ます。

おはよう ございます 。原議員の 一般質問に お答え

【知事（佐 竹敬久君） 登壇】

県当 局の答弁を 求めます。

する学 生が少なくな ってきてい ることが問 題となって おります。
こ うし た中 、文部 科学 省が教員 を目指す若 者たちに仕事 の魅力を伝 え
るた め、 教員 たち にＳ ＮＳでの発 信を呼びか けた「教師 のバトン」 が大
きな 波紋 を呼ん でお ります 。この「教 師のバトン」 プロジェク トは、教
員 志望 者が減 少す る中 、本年三 月に文部科 学省が教員 の魅力やや りがい

お うと いう取 組で あり ました。 しかし、これ まで教育現 場の生の声 を発

る一 方で 、公債 費の 高止ま りや高齢化 の進行に 伴う社会保 障関係経費の

申し上 げます。

信で きず にいた 多く の教員 により、「 定額働か せ放題」と も言われる長

増 加が 見込ま れ、 収支 不足が 拡大する傾向 にあるほか 、財政の構 造的な

を伝 える ために 始め たも ので、ツ イッターなど で「＃教師 のバトン」 と

時 間労 働の実 態や 休暇 が取れ ない状況、部 活動の負担 、保護者か らの過

こ うし た課題 に対 処する ため、社会 経済情勢 が激しく変化す る中で、

硬直 度を 見る 指標で ある 将来負担 比率の上昇 も懸念される ところであ り

バ トン を渡せ ない 」と いった悲 痛な声が相 次いで寄せら れたのでし た。

目的 や手 段が現 在の ニー ズに即してい るか等の 観点から、 既存事業の 見

剰な 要求 など 、次々 と過 酷な職場 の現状が投 稿されたので す。「教師 の

現在 、状況 が落 ち着 いたと はいえ、現場 の教員には 、コロナ禍 による

直 しを 行う ととも に、 時代の 潮流に合っ た施策や未来 を先取りす る施策

ます。

衛生管理の徹底といった負担が増えているほか、ＩＣＴ教育の推進と

に集 中的 に行 政資 源を投 下するな ど、予算配 分の重点化 を図ること にし

バトン 」と 言い なが ら、投 稿された内容 は「とても じゃないが 、若者に

いっ た新 たな 取組 への対 応など、 業務量が増 しているよ うに感じて おり

ておりま す。

ま た、 こうし た施 策によ る県内産業 の生産性 向上を進め 、将来的な 税

ます 。こ れら新 たな 対応の ほか、先ほ ど述べた「教 師のバトン 」での投
稿 事例 なども 含め 、具 体的な問 題点を一歩 ずつ改善し ていかない 限り、
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収の 増加 を図る とと もに、 国庫補助金 の活用や プライマリーバ ランスに

厚 生医 療セン ター が「 尾道方式 」を参考に 、「膵臓癌 早期診断プ ロジェ

早期 発見が 難し い膵 臓がんに ついては、 平成三十年 十二月から、 秋田

クト」 を立ち上げ 、取組を進め ております 。

配 慮し た県債 発行 の抑 制等によ り将来負担 の縮減を図 ってまいり ます。
来年 度当 初予算 にお いては 、これらの 取組を通じ、 新規・拡充 事業の

会 等に おける 全面 的な 連携体制 の構築や役割 分担が重要 であり、今 後、

「 尾道 方式 」を 全県 的に拡大す るためには 、がん拠点 病院と地域 医師

「 新秋 田元気 創造 プラ ン」に取 り組んでまい りたいと考 えておりま す。

それ ぞれ の地域 の状 況に応 じた連携の 在り方に ついて、医 療関係者と話

財 源を捻出し ながら、 限られた財 源の中でも 実効性の高い 予算を編成 し、
プラ ンの目 指す 姿を 実現する ためには、 県民の理解 と協力、そ して行

合 いを重ねて まいります。

次に、 農業におけ るカーボン ニュートラル への挑戦で ございます 。

動 が必 要であ りま す。 そのた め、施策の周 知とともに 、こうした 予算編
成の 考え 方や 財政状 況に ついても 県民に分か りやすく広 報し、事業を 見

まず 、バイ オ炭 の活 用につい て、生物資源 を原料とす るバイオ炭 の農

地 施用 は、炭 素が 地中 に長期的 に貯留され 、地球温暖 化防止に効果 が高

直す場合も、市町村や関係団体等に対して丁寧に説明しながら、新プ
ラン を県民と共 に力強く推 進してまいり ます。
が んに よる 死亡率 を着 実に低下 させるため には、早期発 見・早期治 療

確保 が重 要と して おり 、また、生 産現場への 普及に向け ては、バイ オ炭

し かし なが ら、国 の研 究機関で は、素材の 選定や製造技 術による品 質

いほか 、土壌の物理 性を改善す る効果があ るとされて おります。

につ なが るが ん検 診の 受診率向上 が重要であ り、コロナ 禍において も、

の購 入に よる生 産コ ストの 増大や、土 のｐＨの上昇 による農作 物の生育

次に、 がん対策につ いて、検診 の体制づく りでござい ます。

県民 誰も が安心 して 受診で きる体制の 整備が必要で あると考え ておりま

へ の影 響に加 え、 誰が 製造する のかなど、 様々な課題 があるもの と考え

こ のた め、 まず は、国 の研究成 果や民間企 業の技術開 発の進展を 注視

ており ます。

す。
こう した ことか ら、 県では 、検診機器 の整備などコ ロナ禍にお ける検
診 体制 の整 備に 努めた ほか、 報道機関や がん協定企 業等の協力 による受

しな がら、情報 収集を行って まいります 。

水田由来の 温室効果 ガス削減で ございます。

診 促進 キャン ペー ンを 実施した 結果、今年度 、秋田県総 合保健事業 団が
実施 した 七月ま での 受診者 数は、コロ ナ禍以前 の九割近く まで回復して

地 球温 暖化の 影響 と考 えられる 大規模な自然 災害が多発 しているこ と
ります。

から 、農 業分 野にお いて も、温室 効果ガスの 削減に努めて いく必要が あ

い るところで あります。
今後 はこ うし た取組 に加え 、ウェブ予 約システム の導入のほか 、個別
医療機 関方 式の 拡大 による 受診者の分散 や待ち時間 の短縮など 、県民が

こ のた め、国 の「 環境保 全型農業直 接支払交 付金」を活用し 、メタン

ガス の発 生を抑 制す る長 期中干しや、 土壌中に 炭素を貯留 する堆肥の 施

より 受診しやす い体制の整 備を図り、受 診率の向上 に努めてま いります 。
次に、がん 診療にお ける病診連 携でござい ます。

用 など に対 し支援 して おり、 その取組面 積は、約四千 六百ヘクタ ールと

生 が少 ない稲 の育 種、 電気や水 素で動く農 機具の開発 などに順次 取り組

今後 、国で は、 「み どりの食 料システム 戦略」におい て、メタン の発

全国で 上位になっ ております 。

が ん診 療連 携拠点 病院 では、地 域でがん診 療を行う医師 等を対象に 、
がん 治療 など に関 する研 修会を実 施している ほか、診療 連携を行っ てい
る医 療機 関等も 参加 する合 同カンファ レンスを定期 的に開催す るなど、
地域 の医療機関 と連携を図 っていると ころでありま す。
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導 入で きるも のに つい ては、積 極的に取り 入れてまい りたいと考 えてお

むこ とに してお り、 こうし た革新的な 技術開発 の進捗を踏まえ 、現場に

取組を 始めており ます。

中 高生 に対し 、将 来の 職業選択 の一つにな るよう職業 理解の促進 を図る

医師 会と 連携し 、今 年度、 地域で実施 する企業 ガイダンス等に おいて、

ます。

●教 育委 員会教 育長 （安 田浩幸君）

原議員か らの御質問 にお答えい たし

【 教育委員会 教育長（安 田浩幸君）登 壇】

私から は以上であり ます。

でま いります。

医師 会や県 歯科 衛生 士会等 の関係機関と 連携しなが ら、確保に 取り組ん

の歯 科保 健対 策にお いて 果たす役 割が大きい ことから、 今後も、県歯 科

歯 科衛 生士は 、フ ッ化 物洗口指 導やオーラル フレイル予 防など、地 域

す。

な い年 があっ たこ とか ら、今後 の申請状況を 見ながら対 応してまい りま

な お、 修学 資金 の貸 与枠拡充に ついては、 これまでも 募集人員に 満た

ります 。
私 から以上で ございます 。
な お、 大変に お褒 めの言 葉をいただ きましたが、 しっかり心 に刻み、
頑張って まいります 。ありがと うございま した。
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、歯 と口 腔の健 康づくりに 向けた取 組のうち、 オーラルフレ
イル予 防の推進等に ついてであ ります。
「 秋田 県歯 と口腔 の健 康づくり に関する基 本計画」では 、高齢期に お
ける 口腔 機能 の維 持・ 向上を図る 体制整備を 掲げており ますが、現 計画
の最 終年 度であ る来 年度に 今回の条例 改正を踏まえ た計画の見 直しをす

すが 、歯 と口腔 の健 康づ くりにつ きましては、 学習指導要 領に、口腔 の

は じめ に、学 校教 育に おける現状と 今後の対 応方針につ いてであり ま

また 、オ ーラル フレ イルは 成人期から の予防が重要 であること から、

衛 生や 生活 習慣 病の予 防など 、関連する 内容が示さ れており、 各学校に

るこ ととしてお ります。
現 在、 四十 代・ 五十代 を対象 にした実態 調査を行っ ており、そ の結果を

おい て具体的な 指導を行って おります。

口 腔の 状態が 全身 の健 康に深 く関わること の重要性に ついては、 体系的

その成果と して、児 童・生徒の 虫歯の本数は 年々減少し ているもの の、

踏 まえ 、事業 所に おけ るモデル 事業を検討す るほか、市 町村が行う 歯科
保健 指導 や介護 予防 の場で 活躍できる 歯科衛生 士の育成に 努めてまいり
ま す。

県教育 委員 会と しま しては、 今後も教職員 研修を通じ 、歯と口腔 の健

な指導 が十分では ないと認識 しております 。

制作し たと ころ であ り、各 地で放映する とともに、 市町村の健 康教育や

康 づく りに関 する 先進 的な取組 を共有する とともに、学 校歯科医等 と連

さら に、 知事 や県出 身の著 名人、歯科 医師などが 出演する啓発 動画を
通 いの 場にお いて 活用 するなど 、市町村と 連携してオー ラルフレイ ル予

携し た保 健教室 を開 催す るなど、児童 ・生徒の 発達段階に 応じた指導 に

や 新型 コロナ ウイ ルス への対策 も相まって 、教員の勤 務環境は厳 しい状

いて は、 いじめ や不 登校な どへの対応 に加え、ＩＣ Ｔ教育の急 速な進展

次に 、教 員の 勤務 環境の改 善について であります が、昨今、 学校にお

一 層努めてま いります 。

防の必要 性を啓発し てまいりま す。
次 に、 歯科 衛生士 の確 保につい てでありま すが、県では 、現在、歯 科
衛生 士養 成所 への 運営支 援や修学 資金の貸与 により、新 規就業者の 確保
対策を実 施している ところであり ます。
近 年、 県内の 養成 所への 入学志願者 が減少し ていたこと から、県歯 科
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況にある と認識して おります。
県 教育 委員会 では 、今 年二月に改訂 した「教 職員が実感 できる多忙 化
防止 計画 」に基 づき 、教 員が子供 たち一人一人 と向き合う 時間を確保 で
き るよう、勤 務環境の 改善に積極 的に取り組 んでいるとこ ろでありま す。

死亡する という大変 痛ましい交通 死亡事故も 発生してお ります。

こ のよ うな交 通情 勢に おいて、県警 察では、 子供と高齢 者を重点と し

た交通 事故防止の ための取組を 推進してお ります。

特 に、 「歩 行者 ファ ースト」意 識の浸透に ついては一 定の成果が 現れ

動指 導員 の配置 拡充 につい て、引き続 き国に対 して要望し ていくほか、

横 断歩 道を渡 ろう とし ている 歩行者がいる 場合は車を 停止させな ければ

い横断歩 道において 半数以上の 車が一時停 止していない 状況にあり ます。

た もの と認識 して おり ますが、 議員御指摘の とおり、い まだ信号機 のな

今 年度 から、 休日 の部 活動の 地域移行に向 けた国の実 証事業を二 地区で

なら ない とい うのは 交通 ルールで あり、歩行 者にも横断 する意思を明 確

特 に、 部活動 の負 担軽減 としまして は、市町村か らも要望の 多い部活

行って おり、その 成果を県内 に普及してま いります。

にしてい ただくことが 求められま す。

引 き続 き運転 者に 対して は、横断歩 道におけ る歩行者優 先義務を再認

また 、県立 学校 にお いては、 ＩＣカードに よる出退勤 管理を導入 した
ほ か、 令和五 年度 から は、学籍 や成績、保 健等の処理 を一元的に行 うこ

識さ せる ための 交通 安全 教育を推進す るととも に、横断歩 行者妨害な ど

また 、歩 行者 に対 しては 、信号機のな い横断歩道 を渡る際は 手を上げ

とが でき る「統 合型 校務 支援システム 」を導入 し、大幅な 業務改善を 図
県教 育委 員会 とし まして は、これまで の取組を検 証しながら 、学校や

るな どし て横断 の意 思を明 確に伝える ことや、いわ ゆる薄暮時 間帯や夜

の 悪質、危険 な交通違 反の指導取締り を徹底し てまいりま す。

市町 村教 育委員 会と 一体と なって実効 性ある取組を 進め、教員 が心身と

間 に外 出する 際に は反 射材を着 用するなど 、自らの安 全を守るた めの具

る ことにして おります 。

も に余 裕を持 って 、子 供たちに 接すること ができる勤 務環境づく りに努

体的 な行 動を促 す教 育を 推進し、 引き続き歩行 者及び運転 者双方に「 歩

教 育委員会に 、勤務環境 の改善とい うことで、

質問 しま した。 そし て、教 育長のほう からは、 例えばＩＣ カードで学校

●三十 一番（原幸 子議員）

行 者ファース ト」意識 の浸透を図 っていくこと としており ます。

めてま いります。
私 からは以上 であります 。
御質問のあ りました 歩行者の安 全の確保につ

【警察 本部長（ 久田誠君）登壇 】
●警察 本部 長（ 久田誠 君）

方も 皆さ ん分 かって いる とおり、 家に持ち帰 って仕事をし ています。 そ

の 退出 とかを 確認 して るとい うお話をいた だいたので すが、学校 の先生

はじ めに 、危 険なバ ス停付 近における 安全の確保 については、 議員御

して、学校の先生がそれだけ多忙で大変な思いをしているのに、親御

い てお答えい たします。
指摘の とお り、 秋田 運輸支 局などの関係 機関と連携 を図りなが ら、交通

は 、「 学校 の先生 やれ ばいい じゃない。 前はこんな丸 つけ、親に は負担

さ んた ちが、 例え ば「 夏休み、 冬休み、学 校の先生、休 みでいいよ ね」

次 に、 歩行 者の安 全の 確保につ いてであり ますが、今年 、県内では 高

来な かっ たの に」 とか、 もういろ いろな声が 出てきます 。今、小学 校で

上 の危 険防止 の観 点か ら必要な 提言を行う など、安全対 策について 検討

齢者が 横断歩行中 に被害に遭 う交通死亡 事故が増加し ております 。また、

は、こんなこと言えば怒られるのですが、デイサービス化とか、ある

とか 、小 学校で 丸つ けを 親御さんにお 願いする と、親御さ んのほうか ら

今年 の三 月から 四月 にかけ ては、歩行 中の小学生が 被害者とな る重傷交

ハ ンバ ーガー ショ ップ の時給し かもらって ないのに、 こんなに仕 事以外

を進めて いるところ であります 。

通事 故が相次い だほか、横 断歩道を横 断中の中学生 が路線バス と衝突し 、
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の部 分で の対応 で大 変な思 いをしてい るという ことが、学生の 中で、も
う 分か ってま す。 学生 が分かっ てて、それ でもやはり 先生になり たい。
そう やっ て希望 して 教員 採用試験 を受けたいと 思ってる子 供たちがた く
さ んい ます 。で すか ら、私は 教育長には 、きちんと 教育長の言 葉で教育
長 が自 分も学 校の 先生 になった ときの思い、 夢があった はずです。 やは
り若 い教 師に向 けて 、きち んと教育長 の言葉で 発信してい ただきたいと
思 います。

三十一 番原議員の 質問は終わ りました。

もっと伝 えていく努 力はしてまい りたいなと 思います。
以 上です。
●議長（ 柴田正敏議 員）

暫 時休憩いた します。再 開は十一時 五分とい たします。
午前十 時五十分休 憩

う、 まあ 非常 にや りが いがあって 、非常にこ う重要な仕 事であると いう

か なか 難し いわけ です が、我 々が考えて るような教師 に対する仕 事とい

場の 忙し さとい うの は、 制度を変えた りする段 階で、変化 というのは な
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三十 一番

近

藤

英

一

【教育委員 会教育長（安 田浩幸君） 】

だな とい うとこ ろを 見せ ていくことも 重要だと 思いますし 、そしてそ れ

三 十三 番

佐

浦

洋

今、御 指摘があっ たとおり、学 校現

に 関して広く 広報して いくということ も大事か なと思いま す。

三十 五番

三

木

●教 育委 員会 教育長 （安 田浩幸君 ）

いろ いろ な部 分で 、例えば 仕事の負担 軽減等、学 校での例え ば勤務時

三十 七番

鈴

康

間の こと ですと か、 職務平 準化である とか時間の短 縮であると か、様々

三 十九番

寛

千鶴 子

な 工夫 はして いま すが 、それと 併せながら 、教師の魅 力といった ものを
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四十 一番
北

川
林

口
康

一
司

四十二番

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 十三番

休 憩前に同じ
●議長（柴 田正敏議員 ）

田

有

司

日 程第 一、一 般質 問を継 続いたしま す。二十 九番東海林 議員の発言 を
許しま す。
み らい会派の東 海林洋でご ざいます。 一般

【 二十九番（ 東海林洋議 員）登壇】 （拍手）
●二 十九 番（東 海林 洋議 員）
質問を行 います。
は じめに、危機 管理と県の 対応につい て伺います 。
十一 月十 日に 横手市 の養鶏 場で発生し た、鳥イン フルエンザ感 染への
対応に つい てで あり ますが、 国内では今 年度最初の 発生事例で あり、し
か も、 養鶏場 での 感染 が確認さ れたのは本 県にとっても 初めてのこ とで
した 。ま た、搬 出制 限区域 となる半径 十キロ以 内に、私の 住んでいる 湯
沢 雄勝 地域 の養鶏 場な ども含 まれており ましたので、 強い緊張感 と不安
を覚 えま した 。そ れでも 、国、県 、横手市、 自衛隊や地 元ＪＡ、建設 業
協会 の方な ど、 関係 者の方 々の緊密な 連携と迅速な 対応により 、殺処分
や 埋却 処理な どの 防疫 措置が完 了し、今の ところ感染 拡大が防止で きて
いる こと は、高 く評 価し たいと思 います。仕事 とはいえ、 昼夜を問わ ず
困 難な 作業 に従 事され た、県 職員を中心 とする延べ 二千八百六十 四人の
皆さ んの御努力、 御尽力を労 いたいと思 います。
深夜 午前二 時の 感染 確認でし たが、その 日の早朝か ら作業を開始 でき
た のは 、鳥イ ンフ ルエ ンザの発 生を想定し た対応マニ ュアルや準 備体制
が築 かれ てい たこと が役 立ったも のと思われ ます。改めて 、災害対応 等

における 、事前訓練 の重要性を認 識いたしま した。

た だし 、今回 の対 応を 通じて、気に なった点 もありまし たので申し 上
げます 。

ま ず、 県職 員の 動員 体制につい てでありま す。事前の 想定では、 発生

か ら三 日目ま での 殺処 分等の初 動措置は、本 来県職員の みで可能な 体制

が組 まれ ていた と聞 いてお ります。時 間が午前 二時だった こと、発生場

所 が横 手市だ った こと や、飼 養している鶏 の数が約十 四万羽と多 かった

こと など から 、早朝 の対 応に人数 が不足し、 自衛隊に派 遣要請したも の

と思 います が、 各地 域振興 局の職員数や 居住地を考 慮した上で 、十分な

動員 体制を組ん でおく必要 があるものと 考えます。

私も以 前に同じよう な経験があ りますので 申し上げま す。

平 成二 十年 六月に 発生 した岩手 ・宮城内陸 地震において は、雄勝地 域

振興 局管 内と 隣接 する 宮城県栗原 市を中心に 、震度六強 を観測し、 死者

十七 名、 行方不 明者 六名と いう大きな 被害をもたら しました。 振興局で

も 、災 害対応 マニ ュア ルに基づ き、体制を 整えようと しましたが 、土曜

日の朝九時前の発生でしたので、幹部職員の多くが秋田市など自宅に

帰 って おり 、限 られた 地元在 住の職員で 応急的な対 応を余儀な くされた
こと があります 。

冬の 積雪時 や地 震、 大雨など の災害時に は、通常の 交通手段が 確保で

き ない ことも 予想 され ます。 鳥インフルエ ンザや今後 の災害対応 につい

て、 動員 体制 や振興 局の 職員配置 等に関し検 討する必要が あると考え ま

すが、知事の 御所見を 伺います。

次に 、自衛隊の 派遣要請に ついてお聞き します。

今回 の事案 では 、高 病原性 鳥インフルエ ンザに感染 しているこ とが確

認 された同じ 同日付け で、知事から自 衛隊に対 して災害派 遣要請を行 い、

殺処 分等 の業 務に 支援を 受けてい ます。感染 拡大を防止 するため、 迅速

な作 業が 必要だ った ためと 理解してい ますが、違和 感を持った 方もおら
れた のではない でしょうか 。
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を 想定 する ので はな いでしょ うか。今後 の派遣要請 について県 民の方々

けれ ば家 屋など の倒 壊の 危険や安 全な社会生活 が確保でき ない場合な ど

危 害が 及ぶ場 合や 、今 年一月の 県南部の豪 雪被害など 、緊急に対 応しな

一般 的には 、東 日本 大震災や 原発事故な どの大災害 で、多数の人 命に

を期 待しており ます。

人 口減 少社 会に おけ る農業の 持続的発展 を目指す。 地に足のつ いた取組

源を 活用 し、先 端技 術を 取り入れ 、研究開発と 人材育成を 行いながら 、

の 特徴 を生か した 目標 が出てき たものと感 じておりま す。本県の 自然資

こと を目 的とし てお ります が、開学か ら二十年 以上たって、や っと大学

農 業の 実態を 冷静 に分 析し、 大規模稲作、 都市近郊型 、中山間地 域の大

この 事業は 、全 国に 比べれば 、個々経営 体の所得や 生産性が低 い本県

の理 解を得るた めにも、今回 の派遣要請 の理由と、 災害派遣の 判断基準、
また 自衛 隊との 事前 調整な どについて 、分かり やすく説明 するべきと考
え ますが、い かがでしょう か。
援す る補正 予算 が提 案され ています。殺 処分された 鶏について は、国に

育 のほ か、普 及・ 指導 に当たる 人材の育成 と技術開発 を行い、秋田 版の

収穫 機械な どの ロボ ット導 入、５Ｇを活 用したバー チャル農場 、学生教

きく三 区分に分け 、それぞれ の特色に応じ て、ＡＩに よるデータ 処理や、

よ り相 当額が 補償 され ることと なっており ますが、事 前の想定で、 こう

スマ ート 農業を 創出 しよ うとするもの でありま す。今年度 、内閣府の 地

また 、今 議会 には、 被害を 受けた養鶏 業者の方に 対する事業 再開を支

した 支援 制度の 検討 はな されていなか ったので しょうか。 今回の支援 の

方 創生 交付 金（Ｓ ｏｃ ｉｅｔ ｙ５・０タ イプ）に採択 され、令和 三年度

から 七年 度ま での 五年 間で、総事 業費約十七 億円で、こ のうち半分 が国

必 要性と今後 の制度化 について見解を お示し願 います。
次に、 大学を核と した産業創 出と人材育 成について 伺います。

先 日十 月二十 一日 に、 秋田市におい て、キッ クオフフォ ーラムが開 催

から交付 されること になっており ます。

進 んで おり、 農業 や建 設業、介 護サービス などの各分 野で人手不 足の状

され まし たので 、周 知の 方も多い と思います。 十二月中に は、この事 業

本県の現状は、人口減少や少子化・高齢化が全国を上回るペースで
態が 出て いるほ か、 賃金 が低いな どの要素も加 わり、若者 の流出が続 い

の推進母体となる「秋田版スマート農業モデル創出事業コンソーシア

な役 割を 果たす もの と考 えますが、ど ういう人 を選ぶのか 、また、人 選

を 置く ことと して おり ます。事 業の成否に 大きく影響す る、極めて 重要

しょう か。 また 、コ ンソー シアムには、 司令塔とな る統括ディ レクター

幅広 い参 加に ついて 、県 としても サポートす べきと思いま すがいかが で

そ こで 質問で すが 、ま ず、事業 の推進母体と なるコンソ ーシアムへ の

金融機関 等を対象と して参加を 呼びかけてお ります。

ム 」の 設立が 予定 され ており、 大学では、農 業関係者や 企業、自治 体、

て いることな ど、将来 に不安を抱 えた状況にあ ります。
し かし 、嘆い てば かりい ても良くは なりません。 持っている 資源を有
効に 活用 し、技 術を 磨き、 人を育て、 産業を創 出していく ことが重要で
あ り、 県とし てそ の具 体的方 向を示してい くことが必 要であると 考えま
す。
こうし た中 で、 本県 では今、 大きな夢を持 てる二つの プロジェク トが
進行 中であり、 ここで期待 を込めて取り 上げたいと 思います。
一つ は、県 立大 学の アグリ イノベーショ ン教育研究 センターを 拠点と
学は 、平 成十 一年 に開学 してから 、もう二十 二年が経過 いたしまし た。

農業 関係者 はも とよ り、将来 の学生とな る県内高校生 など、また 農業

次に、 幅広い層へ の情報発信 について伺 います。

の めどは立っ ているか などお知らせく ださい。

農学 系と 工学系 の二 つの学 部のほか、 木材高度加工 研究所や大 潟村に広

参 入を 考えて いる 県内 外の学生 や社会人の 人たち、可 能性のある 県内外

し た、 「秋 田版ス マー ト農業 モデル創出 事業」であり ます。秋田 県立大

大 な農 場もあ り、 学生 の育成と 県内産業の 振興等の地 域貢献に寄 与する
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と が求 められ るも のと 思います 。専任の広 報担当を置 くべきと考 えます

の企 業、 さらに 一般 の県民 の方々にも 、常時効 果的な情報発信 を行うこ

担当 部局 からの 説明 では 、リモー ト会議やメー ルなどを使 い、支障な く

く なり、事業が 停滞してい るのではな いかと心 配しておりまし た。今回 、

県の ほう からの 進捗 状況等 の説明も特 になく、 関係者の行き来 ができな

事 業期 間の半 分が 過ぎ、 具体化して いることも増 えていると 思います

順 調に進んで いるとの ことであり 、安心いた しました。

が、県 の考えを伺 います。
ま た、 農業 者等 への 橋渡しを担 う普及・指 導の人材育 成について も、
養 成人 数や時 期な どに ついて、 具体的計画と 見通しをお 示しくださ い。

ま ず、 この事 業の 推進 体制につ いて、航空機 の電動化シ ステムに的 を

ので、そ の内容や課 題、今後の 展開等につ いてお聞きし ます。

係 者が 集まり 、県 立大 の拠点 センターと５ Ｇなどで結 ぶことので きる、

絞っ た方 向性 の確立 と人 員の異動 があったよ うですが、 その内容につ い

次に 、地域 にお ける 新たな技 術の習得や 普及・指導 を進めるに は、関
地方 拠点 とな るサテ ライ トセンタ ーの設置が 有効である と考えます。 県

てお知ら せください。

置状況 についても 、具体的内 容やスケジ ュール等を お示しくださ い。

さ らに 、大 学改革 に伴 う、秋田 大学と県立 大学による共 同大学院の 設

願いま す。

ま た、 県内外 の企 業の参 入状況と今 後の増加 目標等につ いてもお示し

立大 学との 連携 施設 として 、常時研修等 が可能な場 を持つこと で地域の
農業レベルやモチベーションが向上し、実践者から大学へのフィード
バッ クも 可能と なり ます 。地域サテラ イトセン ターの必要 性と整備の 方
法 、県の関わ り方など について考え方 をお聞か せ願います 。
交付 金事 業が 終了 する五 年後の令和八 年度からは 、コンソー シアムを

もう 一つ の事業 は、 秋田大 学と県立大 学が連携して 進めている 、「産

で すが 、は っき り言っ て露出 が不足して おります。 本県の将来 を担う若

の集 積も 期待で きる 有望 な取組で あり、もっと 話題となっ てもよいは ず

次に、情報 発信やＰ Ｒの充実強化に ついて伺 います。

学 官共 同電 動化 システ ム研究 開発事業」 であります 。この事業 は、産学

者 や大 学生、 中高 生、 現在社会 人として働く 技術者の人 たち、県内 外の

中心 に、 自立自 走型 の事業 推進を図っ ていくことに なると思い ますが、

官 共同 の研究 開発 によ り、新た な産業を創出 し、高い能 力を有する 人材

企業 に対 して、 期待 を抱か せるような 情報発信 が絶対的に 不足している

本 来で あれば 、将 来の 本県の先端産 業の柱と して、モー ター関連企 業

育成 と教 育実践 によ り、世 界的競争力 を持つ、 主に航空機 の電動化シス

と 思います。

将来 の活動体制 や財源の確 保、県の関 与につい て見解を伺いま す。

テ ムの 研究・ 開発 拠点 を形成 することを目 的に、スマ ート農業よ りも一

こ れま での取 組と して、 高性能モー ター関連 部品の試作や、 モーター

に採択され、 令和五年 度までの五 か年事業と して既に進 行中でありま す。

県民 の関 心と期 待を 高め 、事業の実施 サイドも 責任感とモ チベーショ ン

思 われ ます。 夢の ある ことは、 多少膨らま せてでも、適 宜公表しな がら

かもし れま せん が、 県民の 皆さんには、 ほとんど知 られていな いものと

知事 や県 関係 者の方 は、日 頃から随時 報告を受け ているため感 じない

など の性 能を評 価す るラ ボの建設と国 内最大級 のモーター 特性評価装 置

を 向上 させ ること が肝 要であ ると考えま す。広報・Ｐ Ｒの充実強 化につ

足早 く、 令和 元年度 から 、国の「 地方大学・ 地域産業創生 交付金事業 」

の 導入 、イ ギリス の大 学講師 による授業 の実施などの ほか、航空 機の電

いて、 見解を伺い ます。

整 備し た施設 や装 置、開 発した技術 の具体的 活用策につ いて、現時 点

次に、今後 の展開に ついてお聞きし ます。

力機構 の実証装置 の整備も、 今年度中に 完了する予定 と聞いてお ります。
私は 、これ まで も、 委員会や 一般質問で 、この事業に ついて期待 を込
め て取 り上げ てま いり ましたが 、コロナ感 染が広まっ た昨年度か らは、
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の御所 見を伺いま す。

組 みと 県の役 割、 さら に産業拠 点集積の考 え方と見通 しについて 、知事

でど のよ うに考 えて いるの か。また、 令和六年 度以降の事業の 継続の仕

行い 、そ のうち 可能 性の ある六十 三社について 、支援金制 度の創設や 受

ワ ーク で秋田 暮ら し推 進事業」 を展開し、 約四千社に アンケート 調査を

てい る企 業を対 象に 、秋田 への移住を 進めるべ く、昨年から「 リモート

て おり ます。 この うち 、本県 に五年以上居 住を予定し ている、い わゆる

転入 者数 は、一 万一 千四百 四十七人で 、前年か らは四百五 十二人減少し

移っ てく る理 由には なら ないと考 えられます 。秋田への 企業の集積や 、

い ます が、そ れだ けで は会社 自体や会社の 一定の機能 ・社員が秋 田県に

リモ ートワ ーク は、 労働形態 の一つとし て今後も増 えていくも のと思

入 体制 の整 備を 行っ ています が、実績と してはまだ 少数にとど まってい

移住者の数は、四千百六十人と推計され、前年に比べ四十人の減少と

社員 などの 移住 を図 るので あれば、秋田 でなければ ならない要 素、秋田

次 に、移住・ 定住対策に ついて伺い ます。

なっ ており ます 。ま た、県 外転出者の数 は、一万四 千四百三十 九人で、

が 最も 良いな どの 優位 性や可能 性がなけれ ば、簡単に 移ってくるこ とは

るよ うです。

前 年の 令和二 年に 比べ 三百七十 人減少して おります。 この結果、人 口の

ないと 思います。

秋 田県 人口移 動理 由実態 調査の結果 によると、令 和三年の県 外からの

社会 減は 、二千 九百 九十 二人で、前年 の二千九 百十人から ほぼ横ばい と

きな 動きはなか ったと推察 されます。 それでも 、県全体の人口 としては 、

機会 が制 約され たこ となど が主な要因 と考えられ、 転入・転出 ともに大

これ は、 新型 コロ ナウイ ルス感染症の 影響により 、転勤、転 職などの

され 、研 究機関 や企 業等 のサテラ イトオフィス が立地され る可能性も 出

ム の研 究・開 発が 成功 すれば

出は 十分 考えら れま すし、 また、航空 機産業に関し ても、電動 化システ

テナ ンス ・情 報管 理や 専門研修な どの分野で 、営業拠点 や事業所等 の進

例 えば 、現 在進行 中の 洋上風力 発電であれ ば、部品調達 や製造・メ ン

前年 に比 べ一万 四千 六百 二十八人 も減少してい る状況であ り、県外か ら

て まい りま す。 また、 個人単 位での移住 では、食べ 物や農林業 、観光文

な っておりま す。

の 転入 者が 毎年 減少し ている ことと併せ て、改善し なければな らない点

化 など 本県の 魅力 ある 分野で進 めていくのが 現実的であ ると思いま す。

今後 の移住 定住 対策 及び「リ モートワー クで秋田暮 らし推進事 業」の

成功すれ ばですが、 国内外から も注目

があ ると言えま す。
こうした中 で、県内 の高校生の 県内就職率が 高まってき ていること は、

地 域企 業等の 情報 を知 ってもら う機会を増 やしたことが 、効果を発 揮し

らの地元企業 見学や、 各振興局を 中心とした 交流会や面 談会の開催な ど、

る生 徒の 割合 が八〇 ％を 超えてい るとの報告 もございまし た。中学生 か

原木 価格 の低迷 が続 いて いることなど から、伐 採量は伸び ても、負担 の

続し ていくため には、一定 の再造林を行 うことが必 要です。こ れまでは 、

本県の 有す る杉 人工 林資源を 有効に活用し 、森林林業 ・木材産業 が継

次に、 再造林対策 について伺 います。

展 開について 、知事及びあ きた未来創 造部長の 答弁を求め ます。

てき たも のと思 いま す。 今後は、県内 外の大学 生やＡター ンを考えて い

あ る再 造林 は敬遠 され 、最近 やっと三割 程度となった ものの、目 標とす

良 い傾 向であ ると 思い ます。 来年三月の新 規高卒者の 県内就職を 希望す

る 社会 人を 含め、 それ ぞれに 適した情報 提供や直接的 な交流の場 を設け

る伐採 面積の五割 にもってい くのは、簡 単ではありま せん。

ま すが 、人口 減少 や高 齢化で地 域を離れる 人が増えて おり、山林 は処分

県で はこれ まで 、低 コスト化 を再造林対 策の柱として 進めてきて おり

るな ど、 県内 への 誘導に 向けた対 策を充実す べきと考え ますが、移 住定
住対策の 具体的取組 についてお示 し願います 。
県 では 、コロ ナ禍 で、首 都圏から地 方へのリ モートワー ク移住を考 え
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で す。 また、 集落 など の共有林 についても 、近年は構 成員に分配 して終

した いと いう意 向の 方が多 く、個人で は再造林 を希望しないの が実態で

関連 の病 床確保 料、 昨年 度と今年 度と併せた約 三十億円を 加えた場合 の

へ の影 響はど うだ った のでしょ うか。さら に、国の交 付金である コロナ

病院 の経 営状況 が悪 化した 例も報じら れており ましたが、県内 医療機関

流行 の第 六波に 備え て、新 たな感染規 模の推計 に基づき、 三十三の病床

県 では 、コロ ナ対 策とし て一定の病 床数を確保し ている現状 に加え、

経 営状況につ いてもお 知らせくだ さい。

わる傾 向が出てき ております。
県 が目 標と する 再造 林率五割の 達成に向け ては、個人 などの所有 者か
ら 、低 コスト 施業 が可 能な林業 経営体への造 林地の集積 を図る仕組 みが
必要と思 います。

急性 期か ら回 復期病 床へ のシフト や、総体的 には病床数 の削減を基軸 と

を 追加確保す ることとして おりますが 、これま で議論・検 討されてきた 、

昨日 の小 松議 員への 答弁 でも、県 では「新た な仕組みを 構築して対策 を

する、地 域医療構想に 基づく、病 院・病床数 の見直しに ついての動き と、

九 月議 会にお ける 吉方 議員や鈴 木真実議員へ の答弁にお いて、また 、
取り まとめ る、 現在 作業中 である」とし ております が、来年度 予算に向

ど のよ うに調 整を して いくのか 、県として のお考えを お示し願いま す。
（ 拍手）
●議長（ 柴田正敏議 員）

東海林議 員の一般質 問にお答え を申し上げ ます。

まず 、危 機管理 と県 の対応 について、 動員体制や地 域振興局の 職員配

●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 を終わ ります。御清 聴ありがと うございま した。

け、 どのような 対策となる のかお知らせ 願います。
次に、 新型コロナウ イルス感染 症予防対策 について伺 います。
県 内の 医療 機関に おい ては、今 年十月末現 在の数値で、 これまで、 十
九の 病院 で九 〇二 人の 入院患者を 受け入れて おり、この うち重症患 者十
一人につ いては、四 つの医療機関 で受け入れ ております 。
発 生初 期の頃 は、 入院 治療に関する 十分な情 報がない中 で、自らの 感
染の 不安 を抱え なが ら、 強い使命 感を持って治 療に当たら れた医療関 係

院患 者を 受け付 けな いとい う医療機関 もあった と聞いてお ります。本県

大 都市 圏では 、受 入病床 の不足や、 特定の病院に 集中し、コ ロナの入

対 応マ ニュア ルに 基づ き、本 庁や地域振興 局、横手市 、地元ＪＡ 等も含

可能 性が あると 把握 した段 階から、迅 速に防疫 措置に取り 組めるよう、

こ のた びの高 病原 性鳥イ ンフルエン ザの発生につ いては、疑 似患畜の

置 等でござい ます。

に おい ては、 フェ ーズ 六の想 定で対応を確 保している 十九の医療 機関全

め、 延べ 三千 人を超 える 人員を動 員し、二十 四時間体制で 対応したと こ

者 の皆様に対 し、心か ら感謝と敬 意を表します 。

てで 入院 患者 を受け 入れ ているほ か、国立、 公立、公的医 療機関、民 間

ろであります 。

ま た、 地震や 大雨 などの 災害時にお ける動員 については、地 域防災計

と設置 主体 別に 見た 場合で も、入院患者 九百二人中 、国立など で六十七
人 、公 立等三 百七 十三 人、公的 病院三百六 十人、民間百 二人とバラ ンス

画に おい て、災 害の 種類 や規模ごとに 、人数や 所掌業務を 定めるとと も

に 、平 時に おける 地域 振興局 の職員配置 についても、 災害時の対 応を考

良く対応 しているこ とが分かり ます。
全 県の 病院 間にお いて 、医療行 為などの情 報伝達や共有 、受入患者 の

慮し 、で きる 限り 当該地 域の居住 者等を置け るよう配慮 しておりま す。

る とと もに、 県民 防災 の日等に おいて、初 動対応の際 に、現地に おいて

県と しまし ては 、今 後、鳥イ ンフルエン ザの対応マニ ュアルを点 検す

調整 など につ いて 具体的 にどのよ うに行い、 県としてど う関与して いる
かについ てお知らせ ください。
また 、全国では 、コロナの 影響により 、一般患者の 方の受診控 え等で、
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十分 な人 員を確 保で きない 場合の応援 を想定し た訓練を実施す るなど、
動員体制の在り方について機会を捉えて検証を重ね、必要な見直しを

災害 対策の 眼目 は、 被害を最 小限にとど めるととも に、速やかに 復旧

し て暮らしと経 済活動の日 常を取り戻 すことに あります。

次 に、自衛隊 の派遣要請 でございま す。

実 質的 に素雛 の導 入費 相当であ ることから、 経営再開後 、収入が得 られ

員 を雇 用し てい る中 、国から の補償は、 殺処分した 鶏の評価額 とされ、

今回 、防 疫措置 が行 われた 農場は、比 較的規模が大 きく、多く の従業

自 衛隊 法に基 づく 災害派 遣要請は、 災害応急対策 を行う県や 市町村の

るま での 鶏の育 成経 費に対 し、県独自 の支援策 を講じるこ とにしたもの

行って まいります 。

対応 能力 を超え る災 害が発 生している 状況にあ って、かつ 、人命又は財

で あります。

いこ とから 、発 生後 に、被 災の規模やダ メージの大 きさに加え 、セーフ

また 、農 作物 等の気 象災害 においては 、被害程度 を事前に予 測できな

産 保護 という 観点 から 、公共 性や緊急性、 自衛隊以外 に対応でき る手段
がないという非代替性の三要件を満たしていることが原則的な基準に
なってお ります。

テ ィネ ットで どの 程度 カバーで きるかなど を踏まえて 、その都度、 県独

自の 支援 措置を 講じ てお り、鳥インフ ルエンザ についても 同様に、発 生

鳥イ ンフルエン ザに関して は、国の特定 家畜伝染病 防疫指針に 基づき、
県等 の動 員のみ では 迅速 な防疫措置の 実施が困 難であると 見込まれる 場

次に、 大学を核と した産業創 出と人材育 成でありま す。

状 況に応じて 機動的に 対応してまいり ます。

との 従前 から の調 整に おいて、十 万羽以上の 大規模農場 で発生した 場合

まず、秋田 版スマー ト農業モデル創 出事業に ついてであ ります。

合 は、 自衛 隊へ派 遣要 請がで きるものと されており、 本県では、 自衛隊
や、 同時 に複数 の農 場で発 生した場合 などに、派遣 要請につい て協議す

本 事業 では、 農学 系と 工学系の学部 を持つ県 立大学の強 みを生かし 、

に 熱意 を持っ て取 り組 んでいた だける方が 望ましいと考 えており、 大学

製造業 等に 一定 の知 見を有 し、産業振興 や新たなビ ジネスモデ ルの創出

また、 統括ディレ クターにつ いては、組織 のマネジメ ント能力の ほか、

い ります。

を要 請し てきて おり 、今後 の進展に合 わせ、更 なる参画を 呼びかけてま

コ ンソ ーシア ムに ついて は、様々な 団体や金融機 関、市町村 等に参画

で はのスマー ト農業の 研究・実証 を進めること にしており ます。

「５ Ｇリ モート 農業 」、 「果菜類 収穫ロボット の開発」な ど、本県な ら

るこ とにしてお ります。
この たび の発生 に関 しては 、早急に感 染源を封じ込 め、短期集 中的に
殺 処分 等を 行い 、他の 養鶏場 への感染拡 大の防止を 図る必要が あり、そ
れ が養 鶏事業 者の みな らず、県 内経済全体へ の影響を最 小限に抑え るこ
とになる ことから、 自衛隊への 要請を決断し たところで あります。
ま た、 要請に 当た って は、鶏舎 九棟のうち、 特に感染リ スクが高い 発
生鶏 舎と その 両隣の 計三 棟の殺処 分をお願い し、円滑に実 施していた だ
いたことから 、迅速な 封じ込めに 至ったもの と考えてお ります。
自 衛隊 の災害 派遣 につい ては、当日 午前二時 に、派遣を要請 した時点

情報発信については、大学のウェブサイトやＳＮＳにおいて、プロ

と候補者 の選考を進 めていると ころです。

状 況を 丁寧 に説明 する ととも に、県のウ ェブサイトに おいても情 報提供

モー ショ ン動 画を 交えて 随時広報 していくほ か、遠隔地 での実証の 様子

で、 直ち に報道 機関 へ情 報を提供した ほか、私 自ら記者会 見等を通じ て
を行 った とこ ろで あり、 今後とも 、県民に対 して分かり やすい広報 に努

を映 し出 すコン テン ツを制 作するなど 、多くの方々 にスマート 農業への

理 解を 深めて いた だけ るよう、 大学と県が 一体になっ て広報活動 を進め

めてまい ります。
次に 、養鶏業者 への支援制 度でありま す。
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てまいり ます。

ウェ ブサ イトの 開設 により 、県内外の 企業に対 し、研究や施設 の優位性

来春 、施 設運用 を開 始する 、「電動化 システム共同 研究センタ ー」に

を アピールして まいります 。

営改 善等 を修得 する 「ス マート農 業指導士育成 プログラム 」を開設し 、

つ いて は、 既に 国内 の著名大 学等から利 用の問合せ があり、電 動化研究

人 材育 成につ いて は、 来年度からス マート農 業技術に基 づく生産・ 経
令 和七 年度 まで に、 普及指導 員や営農指 導員等を中 心に四十人 程度を育

の 中核 研究拠 点と して 、国内外 の研究機関や 企業等の利 活用を促進 し、

研究 開発 の推進 と自 立的運 営の実現を 進めてい くことにし ております。

成し 、農業者へ の普及・指導 を行ってい くことにし ております 。
サテ ライト セン ター について は、沿岸部 の大潟キャ ンパスや内 陸部の

ま た、 航空機 電動 化と ＥＶは共 通点が多く、 本県の研究 開発事業に 興

た 技術 やノウ ハウ を、 航空機や ＥＶ、発電 等の幅広い 分野に波及さ せ、

今後 、県と しま して は、共同 研究センター を活用し、 本事業で生 まれ

味を示 しているＥ Ｖ関連企業 も出てきてお ります。

大 仙市 におい て、 大玉 トマト の周年栽培等 の研究・実 証を行うほ か、新
規就農 者研修施設 等に大学教 員や指導士を 派遣し講習 会を開催す るなど、
中山 間地域 を含 む全 県域に スマート農業 を普及させ る取組を進 めていく
こと にしており ます。

本県へ の関連産業の 集積と競争 力強化につ なげてまい ります。

次 に、移住定 住対策につ いて、今後の 対策でござ います。

最後 に、事 業期 間終 了後の 活動体制等に ついては、 それまでの 研究成
果 をも とに 、企業 から の外部 資金など新 たな財源を獲 得し、安定 的な運

令和 三年 の社 会減 は、二 年連続で二千 人台を維持 しておりま すが、更

学生 に対 しては 、こ れまで 、県の就活 サイトやあき た学生就活 サポー

帰を 促進する必 要があると 考えており ます。

に抑 制を 図って いく ために は、大学生 等の学生や社 会人の県内 定着・回

営を図 っていくこ とにしてお ります。
県と しまし ては 、コ ンソーシ アムや農業 者の理解と協 力のもとに 、ス
マ ート 農業に 地球 温暖 化防止や 再生可能エ ネルギーな どの要素も 取り入
れ、 当該 事業の 研究 成果 が、本県 農業・製造業 等の振興に 貢献できる よ

タ ー等 によ り、 県内就 職の情 報を発信す るとともに 、年間を通 して合同

就 職説 明会等 の就 活イ ベントを 開催している ほか、今年 九月からは 、学

う 支援してま いります 。
次 に、 産学官 共同 電動化 システム研 究開発事業に ついてであ ります。

生が 県内 企業の 先輩 社会人 に、いつで も気軽に 相談し、情 報収集できる

また 、社 会人 に対し ては、 秋田暮らし の魅力を様 々な動画によ り発信

環 境を整備し ております。

本事 業は、 秋田 大学 と県立大 学が持つ強 みを生かし 、航空機な どの電
動 化シ ステム に関 する 先導的 な研究や、次 代を担う高 度人材の育 成を目
指す もの であ り、今 年四 月には、 事業を加速 させるため、 運営協議会 と
こ れま で、試 作品 製造や 共同研究に 県内企業 十社が参加して おり、今

等に より 、首都 圏に おい てＡターンを 呼びかけ るとともに 、対面とオ ン

職 の魅 力を直 接す るＰ Ｒ機会を 設けており 、今月下旬に は、ウェブ 広告

してい るほ か、 移住 ・就業 フェア等のイ ベントを開 催し、移住 や県内就

後も 新た な参入 が見 込ま れているほか 、来年四 月には、両 大学の大学 院

ラ イン面談を 同時に行 うＡターンフェ アを開催 することに しておりま す。

執行機関の役 割分担を 行うなど、 推進体制の 強化を図っ ております。

に 電動 化シ ステム や、 エネル ギーの効率 的な活用に関 する共同専 攻を開

報提 供体 制の整 備や 県内企 業のインタ ーンシップ情 報の早期提 供ととも

今後 は、 こう した 取組に加 え、県外在 住学生の個 別ニーズに 即した情

また 、両大 学と 連携 し、技術 者による高 校での訪問授 業等を行っ てお

に 、女 子学生 の県 内就 職を促進 するための 企業の魅力 発信とマッ チング

設する ことにして おります。
り 、 今 後 、 県 民 向 け セ ミ ナ ー の 実 施 や Ｓ Ｎ Ｓ に よ る 情 報 発 信 の ほ か、
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ま た、 移住関 心層 への アプローチを 強化する ためのＡＩ を活用した 移

レン ドを 踏まえ た医 療機 能の分化 ・連携は、引 き続き推進 する必要が あ

供 体制 の構築 を目 指す ものであ り、人口減 少や高齢化 といった大 きなト

地域 医療構 想は 、将 来の医療 需要の推計 に基づき、 持続可能な医 療提

住相 談の 実施等 によ り、 コロナ禍 を契機として 若者を中心 に高まって い

る ものと考え ておりま す。

機会の充 実を図って まいります。

る 地方回帰志 向を県内 への定着・ 回帰に結び つけてまいり ます。

く変 動す るため 、感 染のフ ェーズに応 じて病床 を確保して きたところで

一 方で 、今般 の感 染症へ の対応では 、比較的短期 間で医療需 要が大き

来年 度から の対 策に おいては 、所有者の 負担感と不 安感を軽減 できる

あ り、 こうし た対 応に ついて の検証も含め 、感染症医 療を重要な ファク

次に 、再造林対 策でございま す。
よ う、 低コス ト再 造林 を実践 できる林業経 営体に造林 地を集積し 、主伐

ターと 捉え、次期 医療計画の 策定に向けて 議論を深め てまいりま す。

私からは 、リモート ワークで秋 田

リモ ート ワー ク移 住の推 進に当たって は、手厚い 支援制度や 安全で快

暮 らし推進事 業の展開 についてお答え いたしま す。

●あ きた未 来創 造部 長（ 小野正則君）

【あき た未来創 造部長（小 野正則君）登 壇】

私から以上 でございます 。

から 植栽 、そ の後の 保育 ・管理を 、十年程度 一括して任 せる仕組みを つ
くり 、再造 林率 を、 現状の 三割から令和 七年度には 五割まで引 き上げて
まい りたいと考 えておりま す。
これ を実効 性の ある ものに するため、林 業団体と一 体になって 、来年
度 から、所有 者への新 たな負担軽減策 を講じる とともに、 林業経営体 が、
所有 者に 収支 プラ ンを 示しながら 集積を図る ことができ るよう、人 材育
併 せて 、苗木 供給 体制 の強化や、林 業従事者 の確保など も含めた総 合

るな ど、 本県の 強み や秋 田暮らし の魅力をＰＲ しながら、 これまで約 百

の リス ク管理 の面 で優 れている ことや、子 育て・教育 環境が充実 してい

適な リモ ートワ ーク 環境に 加え、比較 的自然災害が 少ないこと から企業

的な 取組 を展開 し、 本県 の林業・ 木材産業が、 将来にわた って発展す る

五 十の企業と 個別交渉 を行ってき たところであ ります。

成にも取 り組みたい と考えており ます。

た めの礎とな る再造林 を強力に推 進してまいり ます。

移住 に向 けて具 体的 な検討 を行う「パ ートナー 企業」とし て二社を認定

そ の結 果、五 人の 社員の リモートワ ーク移住が実 現したほか 、社員の

県で は、専 任の 医療 スタッフ を配置した 「秋田県新 型コロナウ イルス

し たと ころで あり 、今 春オー プンした秋田 市内の二つ の拠点施設 の利用

次に 、新型コロ ナウイルス感 染症予防対 策でござい ます。
感 染症 対策調 整本 部」 を常設 し、入院患者 の受入調整 を一元的に 行って

者も、 約半年で二 千人を超え ております。

今後は 、ア ンケ ート 調査での 有望企業に加 え、リモー トワークに よる

いる ほか 、情 報共有 アプ リの活用 により、全 県の担当医師 と感染者の 治
療につ いて の共 通理 解を図 るなど、一丸 となって医 療の提供に 当たって

みの 企業 にター ゲッ トを 広げるととも に、東京 事務所や市 町村等と連 携

働 き方 が浸透 して いる ＩＴ企業 や、地方移 住にかかる社 内制度を整 備済

医療 機関の 経営 状況 につき ましては、市 町村立病院 全体で見る と、昨

し 、本 県出 身者へ の働 きかけ を行うなど 、リモートワ ーク移住の 可能性

いる ところであ ります。
年 度は 患者 数が減 少し たこと に伴い、医 業収益も減少 しておりま すが、

が高い 企業や個人 に対し、積 極的な誘致 活動を展開い たします。

し たと ころで あり 、引 き続き、 全国に向け たＰＲを行 うとともに 、新た

また 、先般 、日 本経 済新聞社 との共催で オンラインフ ォーラムを 開催

感染 症関 連の 補助 金によ り、経常 損益の悪化 が抑制され ており、公 的病
院、 ある いは民 間病 院にお いても、お おむね同様の 傾向にあっ たものと
承知 しておりま す。
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さら に、 成長分 野の 産業集 積や誘致企 業の動向等に ついて、産 業労働

用 した情報発信 と会員企業 への個別交 渉を進め てまいります。

に約 三百 社の企 業が 加入す る日本テレ ワーク協 会の多彩なチャ ネルを活
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自由 民主党の北 林丈正です。 一般質問の 機

田政 権に は何 を期待 して おられる のか、知事 の御所見をお 聞かせくだ さ

く 評価 した佐 竹知 事で すが、今 回の選挙結 果をどのよ うに捉え、 また岸

二〇 五〇年 カー ボン ニュート ラルを目指 すとした菅 前総理の政策 を高

円の 経済対策予算 案をまとめ ております 。

長 と分 配の 好循 環」の 実現を 目指すとし 、現在財政 支出で五十五 ・七兆

得し て、 自公連 立政 権が 継続する こととなりま した。岸田 総理は、「 成
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佐竹 知事 が四 月の 知事選挙 で当選を果 たしてから 、早いもの で八か月

ま ずはじめに 、知事の政 治姿勢につい て伺います 。

ます。

か ら悪 天候の 中、 傍聴 においで いただいた 皆様にも重ね て御礼申し 上げ

会をい ただ き、 先輩 、同僚議 員の皆様に 感謝申し上 げます。ま た、遠方

●二 十五 番（北 林丈 正議 員）

【 二十五番（北 林丈正議員 ）登壇】（ 拍手）

します。

日 程第一 、一 般質 問を継 続いたしま す。二十五番 北林議員の 発言を許

●副 議長（杉本 俊比古議 員）

一
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い。
さ て、 新型コ ロナ の感 染者数は、皮 肉なこと に、菅前総 理が退陣を 表

いま すが 、中で も「 政策及 び企画を司 る」部分 は最も重要であ ると私は
考 えます。

佐竹 知事 は健康 寿命 日本一 を目指す目 標を掲げ、農 業では米依 存から

の 脱却 、産 業で は自 動車産業 や新エネル ギー産業の 育成、更に は移住、

明し た九 月上旬 頃か ら急 激に減少 に転じており ます。世界 で感染が拡 大
し ているオミ クロン株 が国内でも 確認され、 警戒が強まっ ております が、

す こと が求め られ てい ると思 いますが、そ のためには 、知事のリ ーダー

ワ ーケ ーショ ンの 推進 など様々 な施策を進め てきました が、どれも 道半

本県は感染者数が全国でも最も少ない部類にありながら、飲食や観

シッ プは もち ろんで あり ますが、 現場の司令 塔として副 知事の存在は 極

第 四波 、第五 波の 当時 と比べる と、ワクチン 接種率も上 がり、治療 薬の

光・ 交通 関連 業界な どへ の影響は 大きく、ま た、伝統行 事やスポーツ ・

めて 重要で ある と考 えます 。新たに就任 された二人 の副知事に は、前例

ばで あり ます。 四期 目を迎 えた今期は 、県民の 目に見える 形で成果を表

文化 面でも 二年 に及 ぶ活動 休止が深刻な 影響を及ぼ しています 。県にお

踏 襲に 陥りが ちな 組織 を活性化 させ、部局 横断的に全 庁を取りまと める

開発等も 相まって、 国民の不安 は和らいで きたように思 います。

い ては 、国が 示し た基 本的対処 方針の見直 しを踏まえ て行動制限の 緩和

強い指 導力を期待す るものであ ります。

教 育と 人口減 少と の関 わりは、極め て大きい ものだと思 います。人 口

次に、人口 減少問題 に関連して教育 移住につ いてお尋ね します。

の役割 分担などに ついて、知 事はどのよ うにお考え かお聞かせく ださい。

県 庁内 から 二人の 副知 事を起用 した狙いと 担うべき職責 、また、二 人

を行 って おりま すが 、県 民の経済社会 活動再開 に向け、今 後どのよう な
方 針で進めて いくおつ もりなのか、知 事の見解 をお伺いし ます。
ウィ ズコ ロナ をど う乗り 越え、アフタ ーコロナは 何を目指す のか、県
としても 県民に分か りやすい方針 を示すべき 時期に来て いると考え ます。
知 事は 昨年十 二月 議会 の冒頭で、知 事選への 出馬を正式 に表明され 、

らの 経験 やネッ トワ ークを 生かしてま いりたい とのことで した。まさに

時 代認 識や洞 察力 、危 機に対峙 した経験則な どが必要と されるとし 、自

態 とな った こと 、これ から数 年は時代の 大変革期で あり、リー ダーには

と 小学 校は一 体の もの と考え られますが、 私の地元で は、急激な 少子化

そう した 地域は やが て高齢 者だけにな ってしま います。こ のように地域

から 小学校がな くなった場合 、子を持つ 若い世代は そこに住ま なくなり、

消 滅は 突然 やっ てくる ものでは なく、最初 は小学校の 廃校です。 地域

減少は 様々な問題 を生じさせま すが、その 究極は地域 の消滅です 。

今 が知 事の手 腕の 見せ 所かと 思いますが、 県政のトッ プとしてリ ーダー

によ って 旧町 村単位 でも 一つの小 学校を維持 するのが難し くなってき て

出馬 の理 由につ いて 、コ ロナによ って県政の重 点施策の大 半が足踏み 状

シップ をどのよう に発揮して いかれるのか 、お考えを お聞かせく ださい。
三 期十 二年間 、知 事を支 えてきた堀 井前副知 事が退職され、 知事は二

だと 思い ます。 私は これ までも何度か 教育留学 について取 り上げてき ま

こ うし た状況 を打 開する 一つの方法 は、外か ら子供を受け入 れること

います。

人の 副知 事を初 めて 庁内 から起用しま した。こ れまで慣例 となってい た

し たが 、教 育移住 を地 域の活 力維持につ なげる動きが 全国で広が ってい

次に、副知事 人事につい てお聞きし ます。

国 からの出向 人事をや めた理由は何で しょうか 。

十月 九日付 の日 本経 済新聞に は、教育に 独自色を打ち 出すことで 移住

るよう です。

担任 する 事務を 監督 し、知 事に事故が あるときは職 務を代理す る、と地

を 促し 、人口 減少 に立 ち向かう 自治体の例 が紹介され ています。 記事に

副知 事は 知事 を補 佐し、知 事の命を受 け政策及び 企画を司り 、職員の
方 自治 法にあ ると おり 、副知事 の任務は広 く、とても 重要なもの だと思
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を 増や して いま す。 増加率ト ップは新潟 県の離島、 粟島浦村で 、牧場で

軒並 み減 少した のに 対し 、市区町 村別に見ると 百四十八の 自治体が子 供

県 単位 で増え たの は東 京都、三 ・三％増の みで、残り の四十六道 府県は

り て豊 けき秋 田」 とう たわれて いるように、 水田が広が る光景は本 県の

ど 様々 な役 割を 担っ ているの は周知のと おりです。 県民歌で「 黄金と実

水田 が、 食料の 生産 ばかり でなく景観 や洪水調整、 伝統文化の 継承な

次 に、コメ政策 と水田フル 活用につい てお伺いし ます。

れるでし ょうか。あ きた未来創造 部長のお考 えをお聞か せください 。

馬 を世 話しな がら 小中 学校に通 ってもらう「 しおかぜ留 学」制度を 二〇

代表 的風 景であ り、 時代の 様々な変化 の中でも 守っていき たいものだと

よる と、 全国の 十五 歳未満 の人口は、 過去十年 で一一％減少し 、都道府

一三 年に 設け、 年少 人口を 十九人から 四十三人 へと倍増さ せました。二

思 います。

しか し、 国内 のコメ 需要の 減少にとど まる気配は なく、さら に今年は

位 の鹿 児島県 十島 村も 、小中 学生の「山海 留学」とし て類似の制 度を一
九九 一年 に創 設し、 移り 住む生徒 は今年四十 二人と、全 生徒の半数近 く

佐竹 知事は 、コ メ依 存から の脱却を進め 、着実に成 果を上げて います

コロナに よる外食需要 の減少も加 わり、米価 は二年連続 で大幅に下落 し、

文部 科学省 の指 定を 受け独 自教育に取り 組む「教育 課程特例校 」は、

が 、産 出額 に占め るコ メの割 合は令和元 年で五八％と 依然として 高く、

まで 拡大し てい ます 。年少 人口を増やす までに至ら なくても、 ユニーク

全 国に 一千 七百六 十八 校あり ますが、特 例校の数に比 例して転入 者が増

また 、二 〇二 〇農 林セ ンサスによ ると、本県 の農業経営 体約二万八 千体

コメ 農家の不安 は一層大き くなっていま す。

える 傾向 があ ると 記事 では伝えて います。ち なみに、こ の特例校は 、隣

のう ち、 稲作が 販売 金額一 位の経営体 数は二万三千 二百余りで 、全体の

な教 育を打ち出 す自治体は 求心力を高め ています。

県を 見て も青森 県で 十校、 岩手県で六 校、山形県で 四校指定さ れていま

八 三％ を占め てお り、 本県農業 がコメ中心 であること に変わりは ありま
せん。

すが 、本県での 指定はあり ません。
特例 校の 指定に つい ては、 主に市町村 の教育委員会 が進めるも のだと

数だ けで はなく 、自 然環境 や地域資源 を生かし た多様な教 育を行うこと

ま た、 本県の 教育 力の高 さは全国に 知られるとこ ろですが、 試験の点

術 が確 立され 、機 械化 が進み 最も手のかか らない農産 物であるコ メは、

も事 実で ありま す。 高齢化 の進んだ多 くの農家 や集落にと って、生産技

の 気候 風土に 合っ た稲 作中心の 農業は、そう 簡単には変 えられない こと

今 後も コメ 依存 からの 脱却を更 に推し進め る必要があ る一方で、 本県

で 、教 育の大 事な 目的 の一つ である地域の 将来を支え る人材を育 てるこ

地域 によ って は選択 の余 地のない 作物である とも言えます 。また、洪 水

思 いますが、 県教委と してどのよ うな認識をお 持ちでしょ うか。

とに もつ なが るので はな いでしょ うか。教育 移住に対する 認識と今後 の

調整や 景観 の維 持と いった 観点からも、 水田稲作を 一定程度維 持するこ

と は必 要です 。し かし 、そのコ メの在庫が 膨らみ、作付 面積の減少 幅が

進め方につい て、教育 長の御所見 をお聞かせ ください。
ま た、 最近は 本県 でも移 住者が増え ておりま すが、若い世代 にとって

農 林水 産省 の発表 によ ると、本 県の本年度 産主食用米の 作付面積は 前

大きくな っています 。

場 合も あり ます。 私の 地元で は、市の「 おためし移住 体験」で通 った小

年比 三千 九百 ヘク タール 、率にし て五・二％ 減の七万一 千四百ヘク ター

は、 子供 の教育 は移 住先 を決める上で 大切な要 素であり、 決め手にな る
学校 でで きた 友達 が縁で 、移住し てきた親子 がいますが 、移住政策 と学

ルと なり ました 。こ れは、 記録の残る 二〇〇八年以 降で、十五 年の前年

比 四千 八百ヘ クタ ール 減に次い で二番目に 多い減り幅 です。コロ ナ禍で

校教育は 密接な関係 にあります。
移 住と 教育の 関係 につい て、どのよ うに認識 し、現状を 把握してお ら
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の業 務用 米の減 少、 今年の 作況指数が 全国平均 が一〇一となっ たことな
ど を勘 案する と、 主食 用米につ いては来年 度も更なる 作付転換が 必要に

る体制を 作ったとこ ろであります 。

近 年の 野生鳥 獣被 害の 増加は、里山 の環境変 化によると ころが大き い

もの と思 います 。中 山間 地に住む 人口が減少し 、除伐や間 伐などの手 入

れ が行 き届 かな い、 鬱蒼とし た山林が目 立つように なりました 。こうし

なると 考えますが 、どのような 見通しをお 持ちでしょ うか。
コ メの 需給 対策 につ いては今年 の代表質問 でも取り上 げさせてい ただ

そ こでまずク マ対策につい てお聞きし ます。

た 人の 手の入 らな い山 林は今後 も増えていく ものと思わ れ、野生鳥 獣の

を 定め 生産者 ごと に提 示して いること。事 前契約によ り確実に売 り切れ

クマ 、ツ キノ ワグマ は、本 州以南の山 林に住む日 本最大の野 生生物で

き まし たが、 答弁 では 、需要に 応じたコメ生 産を推進す るため、県 農業

る量 を見 極め ること 。と りわけ、 飼料用米へ の振り向け が要となるこ と

すが 、九州 では 絶滅 し、四 国でも絶滅の 危機に瀕し ています。 豊かな森

保護管理 はとても難 しいものに なっていく のではないで しょうか。

から 、主食 用米 と遜 色のな い収入になる よう助成措 置を講じる ことにし

を 象徴 する貴 重な 野生 動物です が、場合に よっては人 間に危害を加 える

再生 協議 会にお いて 生産の 目安を設定 し、各市 町村では地 域段階の目安

て おり 、その 内容 を周 知し作付 転換を誘導 していく、 とのことでし た。

費者 であ る畜産 との 連携や 配合方法な ど様々な課題 を解決する 必要があ

が、 その ため には 本来 の飼料用米 である多収 米を増やす 必要があり 、消

置 づけ る「 飼料用 米」 への振 り向けも一 層増やす必要 があると考 えます

度 から カメラ トラ ップ 法調査を 行い、より 精度の高い 推定生息数 を算出

合計 では 実に八 十三 名の人 身被害が起 きております 。県は平成 二十九年

月十 日現 在で 十二 件、 重傷者五名 、軽傷者七 名となって おり、六年 間の

そ こで 本県 におけ る近 年のクマ 人身被害の 状況を見ると 、今年は十 一

ことが あり、大きな 社会問題と なっていま す。

る と考 えます 。ま た、 加工用米 、輸出用米 、大豆、ト ウモロコシ など主

しま した が、そ れに よる と推定生 息数は以前の 推定を大幅 に上回る四 千

今年 の米価 の下 落幅 は昨年 より大幅に大 きくなって おり、県も 要と位

食用 米以 外の選 択肢 は様 々ありま すが、地域に 合った品目 を関係機関 と

四 百頭 で、 東北 でも最 も多い 数字となり ました。ま た、生息域 は、これ

るこ とが 分かり まし た。ま た、一年間 の推定繁 殖頭数は約 八百頭にも達

ま で生 息の確 認さ れて いない地 域や人里に近 い地域に大 幅に拡大し てい

連 携して育て ることも 必要だと思 います。
い ずれ にして も、 水田フ ル活用実現 のために県も 具体策と見 通しを示
すべきと 考えますが 、農林水産 部長の見解を お聞かせく ださい。

ところ で、 自然 保護 課のクマ の専門職員で ある近藤麻 実さんが、 日本

し 、私 の地元 でも 、人 間の数 よりクマの数 が多いとい う話が冗談 ではな

理計画 の素 案が 説明 されま すが、そこに 示される「 課題」には 、ツキノ

森 林技 術協会 の会 誌に 寄せた「 アーバンベ アを考える」 と題した寄 稿文

次 に、野生鳥 獣の被害対策 についてお 尋ねします 。

ワグマの生息域の拡大と市街地への出没や人身被害、イノシシ及びニ

には 次の ような こと が書 かれていまし た。アー バンベアと は、人が日 常

くなる ような数字 です。

ホン ジカ の生息 域の 急激 な拡大に伴う 農林業被 害及び捕獲 の担い手で あ

生 活を送る上 で恒常的 に利用している 場所に出 てくるクマ のことです が、

今議 会で 第十 三次秋 田県鳥 獣保護管理 事業計画及 び第二種特定 鳥獣管

る 狩猟者登録 者の確保 などが挙げられ ておりま す。

そも出没 させないこ とが重要であ る。クマが 人の生活圏 に出てくる のは、

アー バン ベア 対応 は非常 に難しく 、出没され た時点で負 けであり、 そも

また 、県 議会も 昨年 十二月 に「秋田県 議会野生鳥獣 との共生と 狩猟者育

山 に食 べ物が なく なっ たためで はなく、あ ちこちのや ぶがクマの 通り道

野生鳥 獣の被害対 策について は、これま で議会で幾度 も取り上げ られ、
成 を推 進する 議員 の会 」を立ち 上げ、猟友 会と連携し て被害防止 に努め
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潜み場 所や通り道 になる場所の 環境整備」 の二つであ る。そして 最後に、

や るべ きこと は明 確で 、「クマ が食べ得る ものの適正 管理」と「 クマの

とな り、 人の生 活圏 に侵入 していると 推測でき る。出没させな いために

現在行 われている 修繕工事につ いては疑問 な点が幾つ かあります 。

す 。老朽化によ る建て替え は以前から 予定され ていたことであ りますが 、

算に 構想 を策定 する ための 予算を計上 すること が明らかにされ ておりま

九 月議 会で スポ ーツ 振興課から 示された資 料によると 、今年七月 に、

大 体育 場の天 井部 の建 材である 軽量気泡コン クリート板 （ＡＬＣ板 と言

ア ーバンベア の問題は 中山間地の 衰退や人口 減少とも深く 関わってお り、
自 然環 境部署 だけ でな く、農林 業や地域づく り、防災な ど多岐にわ たる

いま す） の一部 が床 に落下 しているの が見つか り、七月二 十一日以降、

との こと です 。しか し、 県立体育 館の天井に ついては、 耐震化工事の 名

関係 者が 一体と なっ て取り 組む必要が ある、と 述べていま すが、私も全
クマ が出 没し た際の 対策は もちろん必 要でありま すが、出没 させない

目で昨年八月から今年三月まで撤去工事が実施されております。した

全 面休 館とし 、対 策工 事を来 年三月から十 二月にかけ て行う予定 である

ため の根本 的な 対策 を急が なければなり ません。刈 払いの大規 模な実施

が って 、今回 落下 物が 確認され た部材は、 天井材とい うよりも屋根 の下

く 同感です。

や 電気 柵の設 置な どを 、自然保 護課だけで なく関係者 を含めた連携 体制

地材 とな るＡＬ Ｃ板 と言 ったほうが正 しいので はないでし ょうか。こ の

天井 を撤 去した こと で直接 床に落ちる こととなり、 発見された と考えら

撤去さ れるまでは 、天井で受 け止められ 、床までは 落下しません でした。

Ａ ＬＣ 板は 、相当 以前 から表 面の剥落が 起きていたよ うですが、 天井が

で行う 必要があると 考えますが 、知事の御 所見をお聞 かせください 。
関 連し て、 イノシ シ、 ニホンジ カ及びニホ ンザルについ て生活環境 部
長にお 聞きします 。
イノ シシと ニホ ンジ カが生息 域を拡大し ており、県北 でも目撃が 増加

同様 の工 事を実 施し た県立 武道館や県 立プールでは 、天井の幕 張り工

れま す。

ジカ が三 十頭と 前年 から 大幅に増 加しておりま す。これら は県北地区 へ

事 を同 時に 実施 してい ますが 、なぜ最も 建築年の古 い県立体育 館では実

し てお ります 。令 和二 年度の捕 獲頭数は、 イノシシが 百十五頭、 ニホン
も 生息 域を 拡大 してお り、早 期の捕獲が 必要と思い ますが、捕 獲体制は

施 され なかっ たの でし ょうか。 結果論ではあ りますが、 同時に実施 して

いれ ば、 長期の 休館 や多額 の対策工事 費の支出 をせずに済 んだのではな

どの ようになっ ているでしょ うか。
また 、私の 住む 北秋 田市では ニホンザル の群れの出 没が相次ぎ 、農作

もう 一つ の疑 問は、 屋根の 安全性につ いてであり ます。剥落し ている

い でしょうか 。

か入 らず 、ま た電気 柵で の侵入防 止も困難で す。そのため 、昨今の出 没

ＡＬＣ 板は 、体 育館 の空間 を支える梁の 間に架かり 、屋根の鉄 板の下地

物 に被 害を与 えて いま す。サ ルは知能が高 いため、通 常の檻には なかな
増加に住民の不安が高まっています。現在は大きな音などで山に追い

立 体育 館は 「建物 の耐 用年数 は経過して いるが、耐震 診断により 健全性

とな る重要な部 材であり、 地震や積雪荷 重などに耐 える強度が 必要です 。

次 に、県立体 育館の整備 について質問 します。

を確 認し てい る」 とあり ますが、 表面の剥落 が続いてい るＡＬＣ板 の強

払 って います が、 大規 模な捕獲 といった踏 み込んだ対策 が必要と考 えま

秋田 市八 橋運 動公 園にある 秋田県立体 育館は、一 九六八年に 開場し、

度や 耐久 性につ いて はどの ような確認 がなされたの でしょうか 。観光文

あき た公 共施設 等総 合管 理計画に基づ く「個別 施設計画」 によると、 県

今年十月 で五十三年 が経過してお ります。老 朽化が進ん でいること から、

化ス ポーツ部長 にお伺いし ます。

すがいか がでしょう か。生活環 境部長のお 考えをお聞 かせください 。

築 六十 年を迎 える 令和 十年頃を めどに建て 替えを計画 し、来年度 当初予
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で は、 将来構 想二 〇二 六を今年 七月に発表し 、「新Ｂ１ リーグ」と して

総 合的 に検 討し てい く、と答 弁していま す。プロバ スケットの Ｂリーグ

のス ケジ ュール や必 要な 機能はＢ リーグの新リ ーグ構想も 勘案しなが ら

知 事は 、基本 構想 や設 計を含め七、 八年はか かるとする 一方で、整 備

次に、新施 設の構想 策定についてお 尋ねしま す。

次第 です。

進 めて いま す。 山梨 県のこう した努力に 心より敬意 と感謝を申 し上げる

ても 、ク ニマス 発見 から すぐに地 元漁協が対策 に乗り出し 、保全活動 を

繰 り返 しなが らふ 化、 育養技術 を向上させ ています。 また、西湖 におい

技術 セン ター忍 野支 所にお いてクニマ スの繁殖 に取り組み、試 行錯誤を

本県では平成二十九年七月に仙北市田沢湖湖畔にクニマス未来館が

山梨 県とは 「ク ニマ ス貸与に 関する覚書」 を交わし、 平成二十九 年の

昇降格のないトップリーグをスタートさせることを決定し、秋田ノー

はか かると する スケ ジュー ル感からする と、とても 間に合いそ うもあり

五月 からこれま で三回、計 五十匹の貸与 を受けてい ます。しか しながら 、

オ ープ ンし、 生き たク ニマス を間近に見学 できるよう になりまし たが、

ま せん が、設 計や 施工 といった ハードの整 備に要する 期間は三年か ら長

クニ マス の寿命 は長 くて 四年程度とさ れ、現在 の生存数は 十八匹とな っ

ザ ンハ ピネッ ツが 新Ｂ １参入 のためには、 二〇二四年 十月の入会 審査時

くて も四 年程度 であ りま す。したがっ て、実施 設計に入る までの期間 を

て いま す。 覚書に は「 貸与」 したクニマ スの使用用途 が定められ 、本県

これも 山梨県の努 力と御厚意 によるもので あります。

短 縮できれば 、全体の スケジュールは 大幅に短 縮できるも のと考えま す。

での 繁殖 はで きな いこ とになって いますので 、山梨県に は今後も継 続し

点で 実施 設計 の進捗 と施 工者決定 が必須との ことです。 知事が七、八 年

県立 体育 館の 建て 替えは 以前から予定 されている ことでもあ り、事業

はな いで しょう か。 現在 の八橋運 動公園内に適 地がないと すれば、ほ か

短 期間 で行う こと が可 能と考え ますが、最 大の問題は やはり建設 場所で

確 認さ れて いる ところ では、 山梨県の西 湖でのみ生 息しており 、そこで

が、 山梨 県側か らは 難し いとのこ とであったよ うです。ク ニマスは現 在

本 県で の繁殖 につ いて は、山梨県と 初期の協 議の中で話 には出まし た

て「貸与 」をお願い していかなけ ればなりま せん。

に 候補 地を 探す 作業は 難航が 予測されま すが、逆に あるとすれ ば構想の

増 殖、 保全に 取り 組ん でいる山 梨県の意向は 十分に尊重 されるべき もの

の必 要性 や利用 に関 する要 望、建物の 規模などをま とめる作業 は比較的

策定 期間は短く できる可能性 が高まるの ではないで しょうか。

と思 いま す。し かし 、クニ マス発見か ら十一年 が経過し、 山梨県の研究

も 進ん でいる よう です 。本県 としても繁殖 に取り組み たい意向を 伝え、

来年度行う 基礎調査 では、現状 と課題の把握 等を行うと のことです が、
現 体育 館の老 朽化 の進 行や新 Ｂ１リーグ構 想などを考 えると、こ れを前

了解を 得られるよ うな形で研 究に参加すべ きではない でしょうか 。

明治四 十一 年か ら昭 和十三年 まで、田沢湖 ではクニマ スの採卵・ ふ化

倒し し、 来年 二月議 会に 補正予算 を計上して 、できるだけ 早期に基礎 調
査に取 りか かる べき と考え ますが、知事 の御所見を お聞かせく ださい。

う した 歴史 をたど り、 謎に包 まれた生態 を解明する上 でもぜひ実 現して

放 流事 業が行 われ 、ま た、昭和 十年には西 湖と本栖湖に 受精卵各十 万粒

今 から 十一 年前の 二〇 一〇年 のことでし た。田沢湖に 国策によっ て玉川

ほし いも のだ と思 います 。クニマ スの繁殖飼 育に本県が 取り組むこ とに

次に 、クニマス の繁殖飼育 について伺い ます。

の酸 性水 が導 入さ れ、ク ニマスが 絶滅してか らおおよそ 七十年ぶり の奇

ついて、 知事の御所 見をお聞かせ ください。

が送 られ たとの 記録 が残 っています。 クニマス のルーツで ある本県が こ

跡の 発見 のニュ ース は瞬く 間に全国を 駆け巡り、発 見までのロ マンに満

御清 聴ありがと うございま した。（拍 手）

かつて田沢 湖に生息 していたク ニマスが山 梨県西湖で 発見されたの は、

ち た道 のりは 多く の人 々に感動 を与えまし た。その後 、山梨県で は水産
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●副議長（ 杉本俊比古 議員）

県当 局の答弁を 求めます。

北林議員 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、 私の 政治 姿勢 について、 衆議院選挙 の結果と岸 田政権への 期待
でご ざいます。

的な 感染 対策の 徹底 を呼び かけ、県民 が経済社 会活動を継続す ることが
Ｔｏ

トラベ ル実施の要 件として検討 されている 「ワク

で きるよう、国 と歩調を合 わせて取り 組んでま いります。
また 、Ｇ ｏ

チ ン・ 検査 パッ ケー ジ」につ いて、県民 や事業者に 対し制度の 周知を図

る とと もに、 円滑 な制 度運用の ため、事業者 からの相談 体制の整備 など

さ らに 、様々 な分 野に おける経 済支援につい ても、本議 会に提案し て

の準備を 進めていく ことにして おります。

る 議席 を獲得 しま した 。これ は、安定した 政権運営と 実行力に加 え、国

いる 支援 策に 加え、 県内 の経済情 勢を見据え ながら、臨 機応変に対策 を

今回 の選挙 では 、大 方の予想 とは異なり 、自民党が 単独で過半 数とな
家間 にお ける 目下の 様々 な重要課 題の解決に 向けて、外 交力に信頼を 置

講じてま いります。

をもた らしており ます。

ボ ンニ ュー トラル への 加速化 は、地球規 模で社会経済 構造に大き な変化

時代の大きな分岐点となる新型コロナウイルス感染症の拡大やカー

次に 、リーダー シップでご ざいます。

ける自公 政権への国民 の期待によ るものと捉 えておりま す。
一 方で 、一部 の閣 僚や党 幹部が敗北 するなど 、自民党の 変革を求める
声も強 くなっている ものと考え ております 。
岸 田政 権に おかれ ては 、国民の 声にしっか りと耳を傾け ながら、新 型
コロ ナウ イル ス感 染症 対策や、激 変する国際 的な経済環 境等を的確 に捉

イン フラ の整備 、農 林水 産業の振 興など、地方 に暮らす人 々が希望を 抱

国 土保 全、防 衛な どの 国家的な 課題に加え 、賃金水準 の向上やデ ジタル

タ ーコ ロナ にお いても 、適時 的確にリー ダーシップ を発揮して いくこと

見を 踏ま え、将 来を 論理 的・科学 的に見通しつ つ、ウィズ コロナ・ア フ

状 分析 はもと より 、築 いてきた ネットワー クによる現 場の声や専 門的知

こう した大 変革 の時 代におい ては、これ までの経験に 基づく精微 な現

き 、明 るい 未来 を描く ことが できる国づ くりを、強 力に推し進 めていた

が必 要であると 考えておりま す。

えた実効 性のある経 済対策に万全 を期すると ともに、食 料やエネル ギー、

だく ことを期待 いたします。

る 価値 観など 新た な動 きも捉 えながら、一 定の抵抗が 生じること があっ

今後 とも、 県民 の声 に真摯に 耳を傾ける とともに、 変化の兆し を見せ

先 月、 国の感 染対 策の 指針であ る、基本的対 処方針が全 面的に見直 さ

ても 、本 県の 発展に 資す るデジタ ル社会や脱 炭素社会の実 現等に向け た

次に、コロ ナ禍にお ける行動制 限の緩和でご ざいます。
れ、 ワク チン 接種の 進捗 を踏まえ 、イベント や飲食、移動 等の行動制 限

産業構 造の 構築 や、 医療・ 福祉の充実を はじめとし た県民生活 の安全・

副知 事は 、県 政運 営を補佐 する立場と して、私の 考えを理解 し、庁内

副 知事人事で ございます 。

望をしっ かりと持ち 、力強く県 政を牽引し てまいりま す。

安 心の 向上、 多様 性を 尊重し合 う社会の形 成などについ て、未来へ の展

が緩和された ところで あります。
県 にお いても 、イ ベント の開催につ いては、 国の方針に沿っ て「感染
防止 安全 計画」 の策 定な ど感染リスク を低減さ せる方策を 講じること を
要 件とし、人 数の上限 を撤廃しており ます。
オミク ロンという 新たな変異 株の感染状 況にも左右さ れますが、 今後、

外の 声に 耳を傾 けな がら、 幅広い知識 と高い見識に より、業務 を推進す

ト ラベ ルの再 開などによ り、人流の大 幅な増加も 予想され

Ｇｏ

る役 割が求めら れるものと 考えており ます。

Ｔｏ

る こと から、 第六 波を 想定した 医療提供体 制を整備す るとともに 、基本
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知事 就任以 来、 これ まで経済 産業省から 起用した四 人の副知事に は、

の 設置 、クマ を誘 引す る放任果 樹の除去等 を行ってお り、対策を 実施し

備や 、都 市公園 等の 管理者 による雑木 の除去、 土地所有者によ る電気柵

ま た、 クマ を出 没さ せないため には、地域 住民も一体 になって継 続的

豊 富な 知見と 幅広 いネ ットワー クのもと、 「一丁目一 番地政策」 と位置
こ ろで あり 、輸 送機 関連産業 の集積や洋 上風力発電 の本格事業 化が着実

に 環境 整備を 行う 必要 があるこ とから、広報 紙や出前講 座等により 、ク

た地区 では、クマ の目撃数が減 少しており ます。

に 進む など、 本県 産業 の持続的 な成長に向け て、大きな 道筋をつけ てい

マに関す る正しい知 識の普及啓 発や意識の 醸成にも力を 入れており ます。

づけ てき た産業 政策 の推 進に、職 員の先頭に立 って尽力を いただいた と

ただきま した。

市町 村や 関係 機関、 庁内 関係部局 が連携し、 効果的・効 率的な被害防 止

今 後とも、「 ツキノワグマ 被害対策支 援センター 」を中心に しながら、

取り 組み 、多 くの経 験を 積むなど 、私の補佐 役として適 任となる人材 も

対策に取 り組んでまい ります。

そ の一 方で、 職員 とし て、産業 振興をはじめ とする県政 課題の克服 に
育ってき たところであ ります。
時代 は大 変革期 を迎 えて おり、こうし た中にお いては、変 革を恐れず 、

Ｂ リー グの ほか、 中体 連や高 体連などの 八橋運動公園 を体育館を 含め一

新施 設の構 想策 定で ござい ますが、新た な施設の整 備に当たっ ては、

次に 、県立体育 館の整備で ございます。

チ ャレ ンジ する気 概を 持って 、これまで とは違う新た な発想で施 策・事

体的 に活 用す るス ポー ツ大会に加 え、コンサ ートや展示 会の開催等 、幅

コ ロナ 禍やカ ーボ ンニュ ートラルの 実現、デ ジタル社会 の到来など、

業を 深化 させ てい くこ とが重要で あることか ら、職員の 士気の向上 も見

ま た、 厳し い財 政状況 の中で効 率的かつ効 果的に大規 模でエンタ ーテ

広い 県民 の利用 が想 定され ることから 、広く関係団 体等の意見 を聞く必

神 部副 知事 には 危機管 理や保健 医療・福祉 、社会基盤 整備などの 分野

イ メン トにも 対応 でき る施設整 備を進めるた め、ＷＴＯ 制度の範ち ゅう

据え 、四 期目の 県政 を担う に当たり、 様々な課題に 精通し、若 さとフッ

を 、猿 田副知 事に は産 業労働や 農林水産、観 光などの分 野を中心に リー

にお いて 、でき るだ け地元 企業が関与 できるよ うな形態で 、民間の創意

要 があ る一方 で、 ノー ザンハピ ネッツから 早期整備の 要望を受け ている

ダー シッ プを発 揮し てもら うことにし ておりま す。両副知 事には、県民

工 夫等を活用 した公民連携 手法の導入 について 検討したい と考えており 、

ト ワー クを兼 ね備 え、 職員の人 望も厚い両 副知事を起 用したもの であり

や 企業 、関係 団体 等と の対話 を大切にし、 培った経験 を生かしな がら、

その 場合 、Ｐ ＦＩ事 業の 実施方針 の策定や、 事業者の募集 ・選定まで の

ところ であり、可 能な限り前倒 ししたいと 考えており ます。

庁内 の議 論を 活発化 させ 、職員が 前向きに仕 事がしやすい 環境をつく っ

期間は 、従 来型 の手 法を若 干上回ります が、その後 の設計・施 工におい

ます。

てもら うと とも に、 これま での県庁の常 識にとらわ れない考え 方で政策

ては 、一定の短 縮が可能な ものと考えて おります。

ク ニマ スは、 未来 館での 展示用とし て貸与さ れておりま すが、随時 、

クニマスの 繁殖飼育 でございます。

ります 。

整 理な どを 急ぎ、 でき るだけ 早期の着手 を目指してい きたいと考 えてお

いず れ、現 在取 り組 んでい る基礎調査に 向けた検討 事項の抽出 や課題

を立 案・実行し 、県政を更 に前に進めて ほしいと考 えておりま す。
次に、野生 鳥獣被害 でございま す。
ク マ対 策で ござい ます が、県で は、人の生 活圏にクマを 近づけない た
めの 取組 とし て、 クマと 人とのす み分けを図 る「ゾーニ ング管理」 を基
本とする 対策を行っ ているところ であります 。
具 体的 には、 目撃 数の多 い主要道路 ・通学路 周辺におけ る緩衝帯の 整
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山梨 県で の繁殖 試験 の進捗 状況につい て情報交 換しているとこ ろであり
ま す。

県 有建 築物 の天 井耐 震改修工事 については 、平成二十 六年度の建 築基

私 からは、県 立体育館の 修繕に

【観光文化 スポーツ部 長（嘉藤正和 君）登壇】

● 観光文 化ス ポー ツ部 長（嘉藤正 和君）

に 至る まで 成熟 する 個体が少 ないことが 課題になっ ており、今 後、成熟

準 法の 改正を 踏ま え、 既存のつ り天井を撤去 又は軽量化 することで 地震

ついて お答えいた します。

条 件を 解明し 、受 精卵 を確実に 確保すること ができるよ うになれば 、本

時の 天井 落下を 未然 に防止 することを 目的に、 平成二十九 年度以降、順

現在 のと ころ、 ふ化 直後の 稚魚の生存 率は向上して きたものの 、産卵

県に おい ても、 技術 供与を 受けながら 繁殖試験 が可能にな るのではない

県立 体育 館に おける 当該工 事に際して は、天井解 体時に施工 者が、屋

次 進めてきて おります。

引き 続き 、山 梨県と の友好 関係を深め つつ、西湖 での資源量 調査や、

根の ＡＬＣ 板の 状態 を目視 により確認し ており、Ａ ＬＣ板の剥 離や剥離

か と考えてお ります。
本県 の内水 面試 験池 での試 験飼育を実施 し、知見の 蓄積を図っ てまいり

片 があ ったと いう 報告 はなく、 特段の対策 は行わなか ったものであ りま

事は、 屋根材の剥 落による落 下物を防止 するために 行ったもので はなく、

一 方、 県立 プール と県 立武道館 における既 存の天井撤去 後の膜張り 工

す。

ます 。
私から は以上でござ います。
私から は、移住政 策と学校教 育の

【 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 ）

な お、 平成二 十二 年度 に行った体育 館の耐震 診断は、国 の基準に基 づ

配管等の 目隠しなど に配慮し、実 施したもの です。

子 育て 世代が 成人 移住 者の約八割を 占める本 県において 、児童・生 徒

き、 はり 材等に つい て行 ったもの であり、ＡＬ Ｃ板を含む 屋根材につ い

関係につ いてお答え いたします。
の学 力の 高さや 充実 した 教育環境 は、移住者獲 得のための 重要なアピ ー

て は対 象に なっ ておら ず、強 度や耐久性 については 確認されて いないと
ころ であります 。

ル ポイントで あると認 識しており ます。
こ のた め、県 の移 住サイ トや各種イ ベントにおい て、積極的 に教育環

休 館し 、体育 館を 利用 する多 くの方々に御 不便をおか けしている ことか

今年 七月に なり 、落 下物が確 認されたこ とから、結 果として再 び長期

中 学校の授業 体験会やオン ラインによ る教育体 験等のイベ ントを開催し 、

ら、 現在 、改 修工事 の実 施設計を 進めている ところであり 、年度内に 着

境等 のＰ Ｒを行 って きたほ か、これま で延べ十 四市町村と 連携して、小
約三 百人 の参 加者に 本県 教育の良 さや魅力を 直に感じても らう機会を 設

工し、早期の 再開を目 指してまい ります。

私からは 、イノシシ、 ニホンジカ 及びニ

手 段と しては 、狩 猟や 個体数調 整捕獲、有 害駆除があ り、これら による

個体 数の増 加や 生息 域の拡大 が著しいイ ノシシやニホ ンジカの捕 獲の

ホンザ ルについて お答えいた します。

● 生活 環境 部長（ 柳田 高人君）

【生活環境 部長（柳田 高人君）登 壇】

私か らは以上で す。

けております 。
こ うし た取組 の結 果、昨 年度、「教 育・子育 て環境」を主た る移住理
由に 挙げ る移住 者の 割合 が、五年前の 二倍とな る一二％に 増加したと こ
ろ であ り、 引き続 き、 市町村 や教育委員 会と連携して 教育体験の 充実等
によ り、 子育 て世 代への ＰＲを強 化し、移住 の更なる促 進に結びつ けて
まいりま す。
私か らは以上で ございます 。
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そ のた め、狩 猟に つい ては、昨年度 から期間 を約一か月 半拡大した ほ

等の 収入 が得ら れる よう 、飼料用 米の作付に対 して助成す るほか、大 豆

こ のた め、産 地交 付金 を活用し、県 全域の取 組として、 主食用米と 同

要であり ます。

か、 個体 数調整 捕獲 につ いては、 県猟友会に委 託し、捕獲 の強化に取 り

や エダ マメ ・ネ ギな ど、重点 品目の生産 拡大を促進 してまいり たいと考

捕獲圧を 強化する必 要があります 。

組 んでいると ころであ ります。

また 、市町 村に おい ては、ニ ンニクやタ マネギ、子 実用トウモ ロコシ

えて おります。

設置 し、 出没情 報を リアル タイムで捕 獲従事者 へ提供する とともに、く

等 を産 地交付 金の 助成 対象に 加え、地域の 特色を生か した作付誘 導を図

ま た、 市町村 が実 施する 有害駆除に ついては、県 がセンサー カメラを
く り罠 による 捕獲 技術 研修会 を開催し、よ り効果的な 捕獲を促進 してお

るな ど、 県と 市町村 が一 体になっ て、水田の フル活用を 推進してまい り

ります 。

北林 議員から御質 問のありま した、

な 教育 を実施 する に当 たって、 特別な教育 課程の編成 を認める制 度であ

国の 教育課 程特 例校 制度は、 学校や地域 の実態に照ら し、より効 果的

教育移 住に対する 認識と今後 の進め方に ついてお答 えいたします 。

● 教育 委員 会教育 長（ 安田浩幸 君）

【教育委 員会教育長（ 安田浩幸君 ）登壇】

以上 であります 。

ます。

ります 。
ニホ ンザル につ いて は、捕獲 により群れが 分裂し、被 害を拡大さ せる
お それ がある こと から 、群れの 分布状況や 個体数、農 作物の被害の 程度
等を 調査 し、そ の結 果を 踏まえ、「加 害個体の 除去」や「 群れの一部 捕
獲 」、 さら に「群 れ全 体の捕 獲」などの 複数の管理方 法から対応 策を検
討して いくことに しておりま す。
私からは以 上であり ます。
私 からは、コメ 政策と水田 フル活用に つ

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

ち が郷 土の自 然や 文化 等と触れ 合うことによ り、ふるさ とへの愛着 心を

本 県で は、 現在 、本制 度を活用 している学 校はありま せんが、子 供た

今 般の 米価下 落は 、コロ ナ禍による 過剰在庫の発 生が主な要 因になっ

醸成 する 「ふる さと 教育」 を平成五年 度から推 進し、地域 の実態に応じ

い てお答えい たします 。
てお り、 国では 、令 和四年 産米の適正 生産量を 、本年より 二十一万トン

た 特色ある教 育活動を展開 していると ころであ ります。

県 教育 委員会 とし まして は、今後も 、ふるさ と教育を基 盤とした特 色

将来を支 える人材の 育成につなが るものと考 えます。

児童 ・生 徒と の交 流は、 本県の子 供たちにと っても大き な刺激とな り、

は 、教 育移 住を後 押し する魅 力的なコン テンツとなる とともに、 県外の

豊か な自然 環境 や地 域資源 を生かした活 動や、秋田 が誇る高い 教育力

べ三 百四十八名 の児童・生 徒を受け入れ ております 。

探究型 授業 」や 体験 活動等 を行う秋田型 教育留学を 推進し、五 年間で延

また 、平 成二 十八年 度から は、県外の 児童・生徒 が来県し、「 秋田の

少 ない 六百七 十五 万ト ンと設 定し、昨年に 引き続き、 大幅な作付 転換が
必要と の見通しを 示しており ます。
これを 受け 、本 県の 四年産米 の生産の目安 について、 県産米のシ ェア
や 在庫 状況、 集荷 団体 の販売動 向等を踏ま えて検討を進 めていると ころ
であ り、 現下の 需給 状況 を鑑みると、 更なる作 付転換が必 要になるも の
と 考えており ます。
その 推進 に当 たっ ては、主 食用米の事 前契約によ り、確実に 売り切れ
る量 を見 極めな がら 、飼料 用米や大豆 等の土地利用 型作物に加 え、収益
性 の高 い園芸 品目 など を拡大し 、水田の生 産力を維持 していくこ とが重
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ら 、本 県教育 の良 さや 魅力を、 全国の教育 機関や関係 者のみなら ず企業

ある 教育 活動を 更に 進める とともに、 知事部局 との連携を一層 深めなが

い ます が、そ れに つい ては、知 事は、この 情報がどこ まで入って いるか

ので はな いと思 いま す。や はりしっか りとした 安全の担保が必 要だと思

実施設計 の段階で専門 家が見ます 。当然そう いう

二十 五番北林議 員の質問は 終わりました 。

の で、それを 十分に確認し たいと思い ます。

とこ ろも しっか り確 認の上 、実施設計 をやって いただくこ とになります

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

【 知事（佐竹 敬久君）】

分かり ませんが、 どのようにお 考えでしょ うか。

二点ほど再 質問させて いただきま す。

等に も広 く発信 する など 、教育留 学の更なる推 進を図って まいります 。
私 からは以上 であります 。
●二十 五番（北林 丈正議員）
一つ は、ク ニマ スの 繁殖飼育 について、 知事のほう から、技術 的な進
捗 状況 を見な がら 、本 県でも 取り組んでい きたいとい う前向きな 答弁を

●副 議長 （杉本 俊比 古議 員）

以上で、本 日の日程は、 全部終了し ました。

いた だき まし た。ま だこ のことは 、山梨県の ほうには伝 えていないと 思
いま すが、 正式 に山 梨県の ほうに、本県 でもやりた いというお 話を近々

本日 は、これを もって散会 いたします。
午後二時 二十六分散会

され る予定でし ょうか。
今のと ころ、ふ化 直後の稚魚の 生存率が向 上しつ

【知事（ 佐竹敬久君） 】
● 知事 （佐 竹敬久 君）

つあ ると いう のが 、あ ちらのほう からの情報 です。研究 員同士では 、今
すぐ はで きませ んが 、ある 程度のふ化 の成功率が高 まった場合 は、相当
多 くな ります ので 、あ る程度そ の技術の供 与もできる のではない かとい
う話は ございます 。
先 般、 私も 山梨 県の知 事にお会 いして、い ずれこの後 、いろいろ な面
で 御協 力を賜 りた いと いうこと は言っており ます。ただ 、具体的に 今、
まだ そこ までは 行っ ていな いというこ とで、い ずれ現場の 状況を見て、

ありがとう ございます 。ぜひお願 いしたい

成 功率 がある 程度 高ま った時 点で、正式な 申入れをす ることがで きると
思いま す。
●二十 五番 （北林 丈正 議員）
と思 います。
あと もう一 点は 、県 立体育 館のことです 。観光文化 スポーツ部 長のほ
う から 、Ａ ＬＣ板 は対 象外で 、目視によ る調査だけで あるという ことで
した 。た だ、 実際 に老朽 化によっ て表面が剥 落してきて いるとすれ ば、
これ は大 変重要 な問 題で、 やはりこの ＡＬＣ板がも し地震のと きに割れ
て 下に 落ちて くる とい うことに なれば、膜 天井ではと ても支えき れるも
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