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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 、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 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、二十一 番鈴

【 「異議なし 」と呼ぶ者 あり】
●議 長（ 柴田正 敏議 員）

木議員の 発言を許し ます。

おは ようござい ます。自民党 会派の鈴木 健

【 二十一番（鈴 木健太議員 ）登壇】（ 拍手）
●二 十一 番（鈴 木健 太議 員）

太です 。本 日、 一般 質問の機 会を与えて いただきま した先輩、 同僚議員

の 皆様 、そし て寒 い中 、傍聴に おいでくだ さいました皆 様に心より 感謝

を申し上 げ、早速で すが質問に 入らせてい ただきます。

は じめに、新 秋田元気創造 プランにつ いてお聞き します。

まず、 新プランで の目標設定 について伺 います。

平成 三十年 九月 議会 での提案 を聞き入れて くださり、 県は令和元 年度

か ら政 策等の 評価 手法 を大きく 変更しまし た。かつて は、例えば増 加さ

せる数 値目標に対し 、増やすど ころか逆に 減少させた 結果に終わっ ても、

四 段階 の上 から 二番目 である Ｂ評価が出 てしまうよ うな、いわば 身内に

甘 い評価 基準 でし たが 、それを厳 しく改めま した。その 結果、直近 の令

和三 年度 政策等 評価 では、 四十三の施 策のうち 二十一個が五段 階の下位
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を 変更 する前 の平 成三 十年度評 価では、四 十七の施策 のうち四段 階のＣ

三つ であ るＣ、 Ｄ、 Ｅにな るという厳 しい結果 となりました。 評価手法
にお聞 きします。

て た支 援策が もっ とあ ってもよ いのではな いでしょう か。産業労 働部長

方向 性と して、 業種 ではな く売り先が 県外・国 外であることに 焦点を当

県 北部 をは じめ 県の 企業誘致は 一定の効果 を上げてお り、これは 県内

が四 つで Ｄがゼ ロで あっ たことと 比べると大き な違いであ り、これは む
し ろ課 題山 積の 本県 の現状を より正確に 表している ものとして 、この評

違っ て、 地元企 業へ の配慮 から誘致企 業に賃金 水準の抑制 を求めること

の賃金上昇に寄与するものと私も期待しています。また知事は、昔と

ここ で、新 プラ ンの 策定に当 たり申し上 げたいのは 、達成でき そうな

は しな いと明 言さ れて います 。県内の労働 市場でも自 由公正な競 争が行

価自 体は評価す べきものと思 います。
弱 気の 目標設 定を しな いでい ただきたいと いうことで す。政策評 価の目

そこ で提案 です が、 今後の 誘致制度にお いて、補助 の要件とし て単な

われ 賃金 水準 が上昇 して いくこと に異論はあ りませんが 、深刻な人出 不

本県 の課 題を解 決す るた め本当に必要 な数値は どれくらい なのか、と い

る新規雇用の数ではなく、県外から採用する雇用者の数に更なるイン

的は 、不 達成 の責任 を追 及するこ とではあり ません。成 果が出なかっ た

う 観点 で検 討すべ きで あって 、間違って も「これくら いならでき そうだ

センティブを設けるような制度を導入できないものでしょうか。もち

足の 近年、 優良 な地 元企業 が人材を奪わ れ次々に労 務倒産する ような事

から 」と いう 思考 過程 で各種の目 標値を設定 することは 慎んでいた だき

ろん 秋田 に人材 を求 めてき ている業種 もありますが 、それが必 須ではな

こと をまず は素 直に 受け止 め、政策・施 策を見直し てあくまで 目標達成

たい と思 います 。ま たその 際、「目標 数値は必ず右 上がりか、 最低でも

い 業種 につい ては 、人 口の社会 増を促進す るような企 業誘致を展 開すべ

態は 、さすがに 避けなけれ ばなりません 。

横 ばい でなけ れば なら ない」と いった無意 味な固定観 念は排し、 出生数

きでは ないかと思 いますが、知 事はいかが お考えでし ょうか。

を追 求していく ことがその 主眼です。で すから新プ ランでの目 標設定は 、

など 激減 が予測 され る数 値であれ ばそれを微減 にとどめる という現実 的

知事 は日 頃か ら県際 収支 によく言 及され、県 外移入の多い 産業を重視 す

賃 金水 準向上 の取 組と して、労 働生産性の向 上が挙げら れています 。

次に、「賃 金水準の 向上」につ いて幾つか伺 います。

田県民 給料 何パ ーセ ントア ップ作戦」と いったよう なキャッチ コピーを

倍増 計画 」や 「日本 列島 改造論」 まではいか ないとしても 、例えば「 秋

き 込ん でのム ーブ メン トを起 こしてほしい と思います 。かつての 「所得

これ が今 回の目 玉、 本丸の 政策なのだ とすれば 、私は知事 に全県民を巻

賃 金水準の向 上について 、もう一点 伺います。

るとお っし ゃい ます が、そ の割には外か ら稼ぐ企業 へ特化した 支援が少

掲げ、多くの県民が「今、佐竹さん、おらがたの給料上げるどって頑

な目標も、堂々と掲げるべきだと思いますが、知事はいかがお考えで

な いよ うに感 じま す。 先日ある 会合で知事 は、「外から 稼いでいる のは

張ってる んだと」と うわさする ような現象 を巻き起こ してほしいの です。

知 事が 新プラ ンの トップ に賃金上昇 を据えたこと に、私は賛 成です。

一次 産業 と二次 産業 だ。 三次産業はそ うでもな い」という 趣旨のこと を

私 も多 くの 経営者 と接 している と何となく 分かりますが 、一部、小 規

しょ うか。

お っし ゃっ ていま した が、様 々な業種が ある中、この 三つの区分 だけで

です 。実 は上げ る余 力はな くもないけ れど、先行き が何となく 不透明だ

模事 業者 の賃 金は 経営者 の心一つ で決まって いることが 意外に多い もの

サー ビス業 でも どん どん県外 へ進出し、 本店を秋田に 残したまま 県内

か らと か、こ の業 界だ とこれく らいが相場 だろうとか 。上げたく ても上

語るの は少し大ざ っぱにすぎ るのではな いでしょうか 。
に 雇用 や納税 で貢 献し てくれる 企業はたく さんありま す。今後の 新しい
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げら れな い経営 者が 多い一 方で、単に そうした 心理的な要因で 賃金が抑

段 階で 知るこ とは 、結 婚や出産 を何となく 先送りする 考えを改め る大き

もう 一つの 効果 が晩 婚化・晩 産化の抑止 です。自分 の体の特性を 早い

こ のた び県 内の ある 企業の協力 を得て、健 康診断の際 にＡＭＨ検 査の

制 され ている ケー スも かなりあ ると思いま す。その背 中を押すに は、や
か 。全 県挙 げて の賃 上げキャ ンペーンが 従業員の間 にも広く周 知される

希 望を 募った とこ ろ、 一定数の 方が検査を受 けてくださ いました。 受検

なきっ かけになり 得ます。

よ うに なれば 、経 営者 も重い腰 を上げざるを 得なくなり ます。これ には

者に 対す るアン ケー トの結 果、八七・ 五％の方 が妊娠開始 時期の目安と

はり 社会 の雰囲 気の よう なものは 一定の効果が あるのでは ないでしょ う

企業 側の 反発も 予想 される ところでは あります が、新プラ ンの目玉に据

す るの にこの 検査 が有 効だと 感じており、 六二・五％ の方が今後 のライ

産の 時期を 早め たい と思っ たと回答され ています。 ただ一方で 、健康診

えるということはそういうことなのだと思います。ここは知事に思い
新プランに ついて最後に 、出産支援 について お聞きしま す。

断 以外 ではこ の検 査を 受けなか ったと思う との回答が 八七・五％に 及ぶ

フプ ラン を考 える参 考に なったと 回答、さら には五〇％ の方が妊娠・ 出

ここ数十年、本県の出生数はほぼ一貫して減少しており、第一期プ

など 、ハ ードル の高 い専 門病院での検 査よりも 、身近な健 康診断での 検

切っ て「 ぶち 上げて 」い ただきた いと思いま すが、いか がでしょうか 。

ラン から 今日ま で出 生数 の目標を達成 できたこ とは一度も ありません 。

査 がより有効 な手段で あることが伺わ れました 。

め、約六 千円ほどと なる検査費用 に対し県と しての補助 を行うこと 等で、

そこ で提 案で すが 、県内 の企業にこう した検査機 会を増やす ことを求

構 造的 な課 題があ るこ とは否 定しません が、県の政策 としては成 果が出
ていな い以上、こ れまでとは 異なる挑戦 が不可欠だ と思います。
そこ で私が 提案 した いのが、 若年女性へ のＡＭＨ検査 、すなわち 卵巣

少子 化問 題は待 った なしの 状況です。 手詰まり感が あるのであ れば、

若年 女性の行動 変容を促し てみてはい かがでし ょうか。

の数 を推 定する もの であ り、妊娠 しやすさを直 接断定する ことはでき ま

新しい切り口に挑戦すべきだと思うのですが、知事はいかがお考えで

予 備能 検査の 推進 です 。これは 端的に言う と、体内に 残されてい る卵子
せ んが 、自 分の 卵子の 数が年 齢の割にど うなのか、 が分かるも のです。

しょ うか。

次に、医療 的ケア児 者への支援 についてお聞 きします。

血 液検 査でで きる ため に、通常 の健康診断の 機会に簡単 に実施でき るこ
とが 利点 です。 この 検査を 企業などの 協力を得 ながら、二 十代の社会人

人 工呼 吸器を 装着 して いる、又 は気管切開や 胃ろうがあ る、など日 常

生活 を送 る上 で恒常 的な 医療的ケ アが必要な 子供や成人を 医療的ケア 児

な ど出 産適齢 期の 早期 に実施 してもらうこ とで、少子 化対策に二 つの効
果が見 込めると私 は考えます 。

いま す。 野村総 合研 究所 の令和二年度 「不妊治 療の実態に 関する調査 研

功 率が 低く、 その 大き な要因が 治療の開始 年齢が遅いこ とだと言わ れて

し かし 、在 宅看護 の実 態は過 酷であり、 定期的な痰の 吸引などの 医療的

可能な限 り自宅で共 に暮らさせ てあげたい と願う親は 少なくありま せん。

てい ますが、大 切な我が子 を病院や施設 に預けたま まにするの ではなく 、

者と言 いま す。 県に よると 本県でも医療 的ケア児が 百二十二人 確認され

究 」に よる と、医 療機 関の受 診を開始し た平均年齢は 三十二・四 五歳で

ケアを二十四時間三百六十五日、場合によっては母親がたった一人で

まずは 不妊 治療 の早 期化です 。日本の不妊 治療は欧米 と比べ極め て成

すが 、こ れは 既に 妊娠率 が下がり 始めた年齢 です。より 早期から自 らの

行ってい るという厳 しい現実があ ります。

今 年九 月、医 療的 ケア児 支援法が施 行され、 国や地方公 共団体は医 療

卵子 の数 を知る 機会 があり 、不妊リス クを認識しや すくなるこ とで治療
の開 始を早め、 妊娠率を向 上させるこ とが期待でき ます。
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的ケ ア児 及びそ の家 族に対 する支援に 係る施策 を実施する責務 を負うこ

す 。見 学した 施設 では 看護職員 に相場より もかなり低 い賃金水準 で働い

支援 こそ が、実 効性 のある 受入環境整 備に有効 なのではないか と考えま

ても らっ ている など 、様 々な経営 努力を行って います。し かし、利用 者

と となりました 。
まず はじ めに、 県内 の医療 的ケア児者 の現状とその 支援につい て、県

ター のほ かに、 十の 民間施 設が受入れ 可能であ ると県は認 識しています

医 療的 ケア児 の受 入施設 については 、県内には秋 田県立医療 療育セン

デ イサ ービス 」の 区分 から外 れ、報酬単価 のかなり低 い「生活介 護」区

の収 入と なった り、 また利 用者が成長 して十八 歳を過ぎる と「放課後等

サ ービ ス費は 消え てな くなり、 欠席時対応加 算のわずか 九百四十円 ほど

が急に長期欠席することも少なくなく、その場合一日約一万八千円の

が 、看 護職員 不足 など から実 際に受け入れ ている施設 はそのうち ごく一

分に なっ てし まうな ど、 努力では どうにもな らない経営 上のリスクに 直

は どのように 認識され ているのか 、健康福祉 部長にお聞き します。

部に とど まる ようで す。 その結果 、例えば一 部地区の医 療的ケア児者 の

面してい ます。

お 仕事 が、 職員の 使命 感に過 度に依存し た経営環境の ため継続が 危ぶま

てい るわ けでも もち ろん ありません。 しかし、 極めて公益 的なこうし た

福 祉に 携わる 方々 は余り お金の話は されませ んし、お金 のためにやっ

行き 場がな いと いっ た状況 となっており 、医療的ケ アを行って いる家族
が 体調 を崩し たり 、指 定感染症 に感染した りした場合 どうなってし まう
のか、 と強い不安を 抱えている 方は少なく ありません 。
県 は医 療的 ケア児 等の 支援者や コーディネ ーターの養成 研修で人材 を

職員 に代 わって 医療 行為 を行える ようになるも のではなく 、看護職員 の

方 の学 びを深 める 機会 にはなる と思います が、研修を 受けること で看護

たし て県 内の受 入れ 能力が 上がるでし ょうか。現在 支援に携わ っている

に は、 ぜひ 前向 きに検 討して いただきた いと思いま すがいかが でしょう

を行 って います 。「 誰一 人取り残 さない社会の 実現」を掲 げる佐竹知 事

で も多 数の都 道府 県や 市区町が 、医療的ケ ア児等受入 施設への補 助事業

富山 県、宮 崎県 、岡 山県、大 分県、大阪 府など、私が 調べた範囲 だけ

れる、 などという ことはあっ てはならな いのではな いでしょうか 。

配 置要 件が 満た せずに 受入れ していない 施設が受入 れに転ずる かは甚だ

か。

育成 し、 対応 力を 向上 させていく 方針のよう ですが、こ の事業だけ で果

疑問 です。

の同 行が 必要 であり 、一 口に痰の 吸引と言っ ても、人工呼 吸器がつい て

も 同行 させて もら いま した。 移動中の車内 でも痰の吸 引のため看 護職員

あり、 例え ば重 度の 障害の 方は、大きな 物音に敏感 に反応して しまった

汎性 発達 障害 を指し ます 。自閉症 スペクトラ ム障害は症状 が多種多様 で

自 閉症 スペク トラ ム障 害とは、 自閉症、アス ペルガー症 候群を含む 広

次に、自閉 症スペク トラム障害 者への支援に ついてお聞 きします。

いる場 合、 気管 切開 のみの 場合や鼻から 気管まで吸 引チューブ を入れて

り 、他 人が視 界に 入る ことで強 い警戒心を 抱いてしまう など、一人 一人

先日 、ある 医療 的ケ ア児者の 通所施設を 見学し、利 用者宅への 送迎に

吸 引す る場合 など 、ケ ースによ って様々な 知識や技術が 必要です。 した

し かし 県内 には、 青森 県や岩手 県と異なり 、その特性に 十分配慮し た

全く異な る障害特性 に合わせた 個別的な対 応が求めら れます。

職員が現場ではどうしても必要であり、施設の経営を圧迫する要因と

施設 がほ とん どな く、自 閉症スペ クトラム障 害者である にもかかわ らず

がっ て、 真に安 全な 受入 態勢を整える ためには 、配置要件 を上回る看 護
なっ てい ます 。看 護職員 加配加算 もあります が、実際の ところそれ では

精神 障害 者や知 的障 害者向 けの入所施 設を利用し、 本来避ける べき他者

と の接 触など の刺 激か ら症状を 悪化させて しまう方が 少なくない のが現

足りてい ないのが現 状です。
私 はこ うした 、既 に医療 的ケア児者 の受入れ に携わって いる施設へ の

- 239 -

ます が、 本来は 適切 な支 援によっ て症状を緩和 させられる ケースも多 い

し 、精 神病院 に入 院せ ざるを得 ず服薬生活 に至ってし まう場合す らあり

状で す。 重症化 によ って暴 力や自傷行 為などの 強度行動障害を 引き起こ
準とな っています 。

近 は上 昇基調 であ り、 今年九月 には一・五 七と全国で もかなり上 位の水

じ、 本県 の有効 求人 倍率の 下げ幅は全 国平均に 比べて小さく、 むしろ最

応を 広げ ていこ うと いう取 組が始まっ ています 。県も「秋 田県発達障害

今 、県 内でも 自閉 症スペ クトラム障 害をしっかり と理解し、 適切な対

化 で接 待を伴 う飲 食店 はかな りの数がなく なってしま うと言及さ れます

た方 が相 当数い るこ とは間 違いありま せん。知 事はよく、 産業構造の変

肌 感覚 ではか なり の件 数に上っ ていると思わ れ、この業 界では職を 失っ

し かし 、一 方で 飲食 店等の廃業 については 、正確な統 計はないも のの

児者ハンドブック」を平成二九年三月に「秋田県発達障害支援ハンド

が、 まさ にこ うした お店 が廃業し た後、ここ で働いてい た主に女性は ど

と いうことで す。

ブッ ク」 と改 称し、 相談 窓口をリ スト化する などしてい ますが、実際 は

実 際は 専業の 方の みなら ず、お昼の 仕事と兼 業している 方、アルバイ

うされて いるのか関係 者に話を聞 いてみまし た。

れ なか なか対 応し ても らえない 、との声も 一部には聞 かれます。本 県の

トの 学生 さん、 主婦 など 様々な立場の 方がいら っしゃいま す。専業で な

県内 の相談 窓口 に連 絡して も検査・診断 を受けるま で数か月待 ちと言わ
自閉 症ス ペクト ラム 障害 に関する相談 窓口の相 談件数やそ の対応状況 な

いる方や、学費と生活費をアルバイトで稼ぎ、ぎりぎりの学生生活を

け れば 無職 になら ない のだか ら大丈夫だ ろう、という のはまさに 他人事

先日 、平成 三十 年に 県内で初 めて開設さ れた自閉症ス ペクトラム 障害

送 って いる苦 学生 など 、コロナ 禍のためか なり深刻な 状況に追い 込まれ

ど 、実 情は 今どの よう になっ ているか、 また、その状 況を今後ど のよう

特 化型 の生活 介護 事業 所を訪ね ました。創 設者の方は 、自閉症ス ペクト

ている ケースもあ ります。そし てこれを機 に正社員を 目指そうと しても、

で、 聞け ば子 供の 学費 を何とか工 面するため 昼も夜も掛 け持ちで働 いて

ラム 障害 者が精 神障 害者 向け施設 等に混ざって 入所させら れている状 況

年 齢等 を考 える と何か 資格で もなければ 相当難しい ことや、副 業による

にして いく考えか 、健康福祉 部長にお聞 きします。

に 強い 問題 意識 を抱い たもの の、当時本 県にはそう したことを 学ぶ機会

わ ずか な収入 があ るが 雇用保険 の被保険者と なるため県 の離職者訓 練を

県は 、業 態転 換補助 金など 事業者向け の支援策に 加え、秋田県 労働移

すら なく、青森 県や仙台市へ 何度も通っ て研修を受 けたとのこ とでした。

「誰 一人 取り 残さな い社会 」の実現の ためには、 まさにこのよ うな、

動奨励 金な どで 被用 者の新 しい仕事への 挑戦を応援 しています が、これ

受け られ ないな ど、 いざ当 事者になっ てみない と分からな い苦労や制度

これま で日 の当 たっ ていな かった皆さん に温かいま なざしを注 いでいく

は いま 一つ周 知さ れず 、利用状 況がまだ思 わしくないよ うです。ま た、

まだ まだ 秋田県 内に も、適 切な理解と 対応を受 けられずお 困りの自閉症

こ とが 必要で はな いで しょうか 。ぜひ自閉 症スペクトラ ム障害につ いて

さき に述 べた離 職者 訓練 も、雇用形態 によって は利用でき ない方も一 定

の 行き届かな い現実が分か りました。

正し く学 ぶ機会 を増 やし 、実効性のあ る相談体 制の強化な どに取り組 ん

数 おり、コロ ナ禍で実 効性のある救済 策とはな り得ていま せん。

ス ペクトラム 障害者や御家 族が多くい るはずで す。

で いただきた いと考え ますが、知事の お考えを お聞かせく ださい。

い業 界の 実情に 今少 し理解 を深め、そ の方々にしっ かり届くよ うな支援

産業 構造 の変 化を 見越すの であれば、 それによっ て職を失う 方々が多

本県 は新型 コロ ナウ イルス感 染症の感染 者も少なく、 大都市圏に 比べ

策 を講 じてい ただ きた いと思い ます。その 際、県内の 業種ごとの 有効求

次に、 コロナ禍に おける転職 支援につい て伺います。
て 経済 へのダ メー ジも 比較的小 さいと言わ れます。確 かにコロナ 禍を通
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人倍 率を 意識し 、特 に人手 不足の業種 へ人材が 移動しやすいよ うな資格

ます。

て積 極的 に検討 して いた だきたい と思います。 一般にＰＦ Ｉは、提案 段

次 に、 県内企 業の みで も挑戦できる ような小 規模のＰＦ Ｉ案件につ い

べきと 考えますが 、知事はいか がお考えで しょうか。

階 で建 設関 係に とど まらず管 理運営まで 含めた高度 なノウハウ を求めら

取 得等 の支援 も合 わせ て行うな ど、戦略的 な人材再配 置を目指し ていく
次 に、民間資 金の活用に ついてお聞 きします 。

れ 、契 約関係 も複 雑で 多額の弁 護士費用等が かかります 。小規模案 件で

しか し、 例え ば各市 町村の コミセンや 図書館など 、不特定多 数の方が

官 民連 携手法 の一 つであ る民間資金 活用、いわゆ るＰＦＩは 、民間の

これ まで のＰ ＦＩ事 業を 見ると、 正直申し上 げて民間の 自由な発想を 存

利用 するよ うな 施設 には様 々な可能性が 秘められて おり、地元 企業の創

は、 こう した固 定負 担を考 えると従来 型発注の ほうが県内 企業としては

分に 生かせ るよ うな 案件は ないように思 えます。県 は「あきた 公民連携

意 工夫 で多く の住 民が 楽しめる ようなもの を造れるの ではないかと 思い

創意 工夫 を活用 して 施設等 の魅力を向 上するこ とと、財政 資金の効率的

地 域プ ラット フォ ーム （仮称） 」の年度内 設置を目指 しているとの こと

ます 。セ ミナー や法 的費 用の助成など を通じ、 より身近な ところで地 元

望 ましいとい う側面もある かもしれま せん。

ですが 、その設置に 当たり幾つ か要望を兼 ねて質問さ せていただき ます。

企 業が ＰＦ Ｉに挑 戦で きるよ うな仕組み を作っていた だきたいと 思いま

使 用等 を図る こと 、こ の二つ を大きな特色 としていま す。しかし 本県の

ま ず、 民間 のノウ ハウ やアイデ アを生かせ る裁量の余地 の大きな事 業

業見 通し を描け るの かも しれませ んが、こうし た施設ばか りをＰＦＩ の

地 が小 さくな ると 言え ます。そ の方がリス クは小さく なり、安定 した事

の人 たち の出入 りし か見込 めない施設 は、多様なア イデアを生 かせる余

十 年に は六 百三 十二と 、三分 の一ほどに まで急減し ました。漁 業者の高

経営 体の 数はピ ーク であ った昭和 五十三年の一 千七百七十 二から平成 三

本 県の 水産業 は、 御存 じのとおり危 機的と言 ってよい状 況です。漁 業

次に、水産 業の振興 について伺いま す。

すが、 知事はいか がお考えで しょうか。

対 象と して いる のは、 ＰＦＩ を単純に財 政負担を小 さく、そし て先延ば

齢 化も 著しく 、農 業や 林業に比 べて若手漁業 者の参入も 思うように 進ん

に挑 戦し てい ただ きた いというこ とです。学 校関係や警 察施設など 特定

しで きる手段と しか捉えてい ないという ことではな いでしょう か。
か して 魅力的 な施 設を 造り、 多くの人々を 楽しませて 利益を上げ ていく

興」 を三 期プ ランの 戦略 の一つに 定め、様々 な事業を展開 してきまし た

県は、「つくり育てる漁業と広域浜プランの推進による水産業の振

でいませ ん。

とい うこ とを 実現す るた めには、 やはり不特 定多数の方が 利用する施 設

が、な かな か数 値目 標を達 成できないの が現状です 。こうした 状況を見

ＰＦ Ｉの本 旨の もう 一つ、つ まり構想段 階から民間 の自由な発 想を生

をその 対象 とし 、民 間事業 者と共に果敢 にチャレン ジする姿勢 が不可欠

例 えば 、一 人当た りの 漁業生産 額を今年度 は三百十七万 円にするこ と

て 思う のは、 もは や現 状の延長 線上の対応 では、この構 造的な衰退 を免

ま たそ の際 、やは り大 規模な案 件であると リスク負担能 力やノウハ ウ

が目 標と なっ てい ますが 、仮にこ れを達成で きたとして 、何か状況 が変

だ と思 います 。今 後計 画される 県立体育館 などはその代 表例であり 、前

の面 で県 内企 業で は対応 しきれな い現実もあ りますので 、県外資本 が県

わるでし ょうか。漁 業生産額は所 得ではなく 売上げに当 たるもので あり、

れること はできない だろうとい うことです 。

内企 業と 共同事 業体 を組む ことを条件 とし、施工・ 運営段階で も県内へ

こ こか ら経費 を引 いた ものが収 入になりま す。いわば 売上げ三百 万円の

向きに検 討していた だきたいと 思いますが いかがでし ょうか。

の 経済 波及効 果を しっ かり確保 できるよう な工夫をお 願いしたい と思い
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不安定な 個人事業に 多くの若者が 向かってく るとは、私 には思えま せん。

この ような 中で 、今 年度二回 開催された 秋田県多様 性に満ちた社 会づ

つ くら いの大 きな 挑戦 をせよ、 というグーグ ル社の理念 の一つです 。そ

ア ップ では なく 、十 倍を目指 せ。ちまち ましたこと ではなく月 を狙い撃

ト」こそが今、本県の水産業に必要なのではないでしょうか。一〇％

五市 区町 村にお いて 既に導 入されてい るようで ありますが 、このパート

入 を検 討する よう 意見 が出され ました。また 全国的には 、五府県百 二十

そ れを 自治 体が 証明 する、い わゆる「パ ートナーシ ップ証明制 度」の導

を人生 のパートナ ーとし、日常 の生活にお いて協力し 合うことを 宣誓し、

く り有 識者会 議で は、 こうした 方々の生き づらさを解 消するため 、互い

のた めに は、多 種多 様なプ レーヤーが かつてな い手法で秋 田の海にチャ

ナーシップ証明制度の本県への導入に関して、知事はいかがお考えで

か つて この一 般質 問で 申し上げたこ とがあり ますが、「 ムーンショ ッ

レ ンジ できる よう な環 境が必 要です。既存 の漁業者を 含め、漁業 外の人

しょう か。
（拍 手）

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。

材で もど なた でも、 アイ デアとビ ジネスプラ ンを持った 挑戦者に対し 、
スタ ートア ップ 支援 と規制 緩和等によっ て秋田の海 を活性化さ せてほし
いと 思いますが 、知事はい かがお考えで しょうか。

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

おはようご ざいます。 鈴木健太議 員の一般質 問に

【 知事（佐竹 敬久君）登 壇】

水産業 の振興に関連 してもう一 つ、県内流 通の強化に ついて伺いま す。 ●議長（ 柴田正敏議員 ）
本 県の海は漁 獲量が小さ いものの、多 様な魚種が 獲れるのが 特色です 。
この 豊か な海 の幸 を、 まずは私た ち県民がも っと楽しめ ることに注 力し

ＰＲ した り、流 通ル ートを 再構築する などして 、まずは県 内消費を喚起

単 純な 価格競 争で はな く、地の 物を地元で食 べることの 付加価値を 更に

店 やス ーパ ーで 地元の 魚介類 をいただけ る機会が多 いとはいえ ません。

一定 の成 果を上 げま した が、北限 のふぐをはじ め、まだま だ県内の飲 食

コ ロナ 禍での 経済 対策 として学校給 食や高齢 者施設への 県産魚提供 が

よ うな 指標や 、分 野に よって は現実を直視 した指標を 設定するこ とは、

して いく ことが 重要 であり ます。その 上で、県 民が未来に 希望を持てる

し っか りと踏 まえ 、様 々なデー タを合理的に 分析し、適 切な指標を 設定

い中では、地方の人口減少は避けがたいものであり、こうした現状を

東京 一極 集中と いう 我が国 の社会経済 構造の変革が 直ちに見込 まれな

ま ず、 新秋田 元気 創造 プランについ て、その 目標設定で ございます 。

お答えを 申し上げま す。

し て水 産業を 盛り 上げ るべき と思いますが 、農林水産 部長はいか がお考

今後 の県 民の 様々な 活動 や企業等 の事業展開 に際しての、 より良い判 断

てはいか がでしょう か。

えでし ょうか。

対象 とな るも ので ありま すが、性 的指向が同 性である人 や、性自認 が体

性 的指 向や 性自認 を理 由とし た差別は、 本県において は本条例で 初めて

称） 」の 制定を 目指 して います。本条 例が対象 としている 差別のうち 、

県はこのたび、「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例（仮

現状 維持 や減少 幅を 抑制し ていく目標 値も設定する など、より 高い目標

緯や構 造的要因等 により、す う勢では増 加が見込めな い分野につ いては、

る 分野 など につい ては 、増加 していく目 標値を設定す るほか、歴 史的経

によ る影 響を考 慮し つつ 、産業政策に おいて重 点化により 成長が見込 め

こ うし たこと から 、新プ ランにおい ては、新 型コロナウイル ス感染症

のよりどころ にもなる ものと考え ております 。

の性 と異 なる人 など への理 解が必ずし も十分ではな い本県の状 況を考え

の 達成 を目指 す努 力型 の成果指 標を基本に 検討してい るところで ありま

最後に、パー トナーシッ プ証明制度 について お伺いしま す。

ると 、より一層 理解を促進 させる必要 があるのでは ないでしょ うか。
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す。
ま た、 人口の 社会 増減 数や出生数、 一人当た りの県民所 得等につい て
は、 歴史 的背景 や社 会情 勢、時代 の価値観、景 気動向など 、様々な要 因

今年 度から 、企 業誘 致に当た っては、本 社並みの給 与とするよう 強く

要 請するととも に、誘致済 み企業にも 同様のお 願いをしており ます。

また 、県 内企業 に対 しては 、今後も生 産性の向上等 を支援して いくこ

一 方で 、中小 企業 が大部 分を占める 本県において 、県がやみ くもに賃

と にしており ます。

軟 に施 策を運 用し てい く「モニ タリング指標 」として設 定し、施策 の効

金ア ップ のキャ ンペ ーンを 行うことは 、県民に とって抵抗 感もあると思

に よる 影響 を受 けや すいこと から、目標 値を確定せ ずその推移 により柔
果に 関す る多角 的な 検証と 取組の改善 などにつ なげてまい りたいと考え

このた め、賃金水 準の向上が 、県内消費や 企業業績の 拡大、ひい ては、

わ れます。

本議 会に おい ては、 指標の 設定を含む 新プランの 素案をお示 しし、御

県内総生 産の向上に資 する面も多 いことから 、県民の理 解が深まるよ う、

て おります。
議論 いただ くこ とに してお り、今後は、 パブリック コメント等 も踏まえ

様 々な 支援策 を体 系化 した新秋 田元気創造 プランの決 定時において 、そ

少子 化に 歯止 めが かから ない要因とし ては、ライ フスタイル の多様化

次 に、出産支 援でござい ます。

の方向 性を分かりや すく情報発 信してまい ります。

なが ら、年度末 の成案を目 指してまいり ます。
次に、 賃金水準の向 上について 、企業誘致 制度でござ います。
今 年度 は一 部上場 企業 を含む十 社を誘致企 業に認定して おり、それ ら
の企 業に おい ては 、県 からの働き かけに応じ 、県内にお いても本社 並み

な 原因 が考え られ ます が、不妊 治療に対す る支援につ いては、国 に先駆

等に よる 晩婚化 や、 平均初 婚年齢の上 昇に伴う晩産 化の進行な ど、様々

ま た、 管理部 門や 研究 開発部門など 、多様な 人材の活躍 の場を確保 す

けて 、事 実婚の 夫婦 も対 象にする などの取組を 行ってきた ところであ り

の賃金水 準を設定し ております。
るた め、 本社機 能の 移転 を支援し ており、先日 、航空機エ ンジンの部 品

ま す。

などの効果が 期待でき るものと考 えておりま す。

場合 でも 、自 身の状 態を 知ること ができるた め、早期治療 に結びつけ る

成 する 場合の 目安 とし て活用 されているほ か、不妊治 療を目的と しない

子の 数を 推測で きる ことか ら、妊娠可 能な時期 を想定し、 治療計画を作

特 定不 妊治療 にお いて、 卵巣予備能 検査、いわゆ るＡＭＨ検 査は、卵

メ ーカ ーが 、本 社を都 内から 本県に移転 することを 発表したと ころであ
りま す。
現在 、誘致 企業 に対 しては、 より多くの 雇用の創出 を目的とし て、新
規 雇用者数に 応じたインセ ンティブを 設けてお ります。
今後 はこ れに 加え、 Ａター ン者をはじ め、県外か ら転入する人 数に応
じたイ ンセ ンテ ィブ の設定 など、人口の 社会増を促 進するため の支援策

施後 の行 動変容 の効 果等 に関連するデ ータの集 積、医療機 関や市町村 と

Ａ ＭＨ 検査に 関す る支援 の在り方に ついては 、検査の有用性 や検査実

次に、賃上 げのキャ ンペーンで ございます 。

の 連携 など 、多方 面か らの考 察を踏まえ 、助成の手法 を含め、鋭 意研究

の具 体化につい て検討を進 めてまいりま す。
賃 金水 準の 向上に つい ては、こ れまで総合 政策審議会や 公労使会議 、

次に、医療 的ケア児 者への支援でご ざいます 。

してま いります。

ロジ ェク トの一 つに 位置づ けるととも に、県内企業 への支援施 策の拡充

ま ず、 医療的 ケア 児者受 入施設への 支援につ いては、施 設等の利用 に

中小 企業 振興 委員 会など で意見を 伺いながら 、新プラン の選択・集 中プ
を進 めていると ころであり ます。
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つい ては 、医療 的ケ ア児者 の活動の場 を広げる とともに、家族 のレスパ

等 で離 職され た方 々を 対象に、 建設関連の 職業訓練を 拡充し、賃 金アッ

足し てい る分野 の職 業訓練 を実施して いるほか 、今年度から、 コロナ禍

今 後と も、 業種 別の 雇用情勢等 の把握に努 めるととも に、資格取 得に

イ トに もつな がる もの であり、 身近な地域 に受入施設 等を増やす 必要が
今 年四 月の 報酬 改定 で、医療的 ケア児受入 れの基本報 酬が新設さ れる

向 けた 訓練メ ニュ ーの 拡充のほ か、秋田労働 局や商工団 体等と連携 し、

プにつ ながる再就 職を促進して おります。

な ど、 以前よ りは サー ビス提供 しやすい環境 が整ってき たものと考 えて

飲食 業を はじめ とし た離職 者に対する 情報発信 と、きめ細 かな相談対応

あると 考えており ます。

おり ます が、各 地域 の受入 施設等の増 加に向け て、施設経 営の実態等も

に より マッチ ング を進 め、人 材ニーズの高 い分野への 職業転換を 支援し
てまい ります。

踏 まえた報酬 となるよう、 国に対して 拡充等を 強く要望し てまいります 。
次に 、自 閉症 スペク トラム 障害者への 支援につい て、まずそ の理解促

の 掲載 や、 小中学 校へ の出前 講座、障害 の特性等に関 する教材を 用いた

解促 進の ため、 「秋 田県 発達障害支援 ハンドブ ック」のウ ェブサイト へ

県 では 、自閉 症ス ペクト ラム障害を 含めた発 達障害に対 する県民の理

整備 まで に時 間を 要す ることや、 官民双方に ノウハウが 不足してい るこ

と なる案件等 を対象に ＰＦＩ導入につ いて検討 を行ってき ております が、

に係 る検 討方針 に基 づき 、学校や警察 施設に限 らず整備費 が十億円以 上

Ｐ ＦＩ の在り 方で ござい ますが、こ れまで県 では、公民 連携手法導入

次に、民間 資金の活用で ございます 。

授業 の実 施の ほか 、四 月二日の「 世界自閉症 啓発デー」 に合わせ、 セリ

となどの 理由から導 入が進んでい ない状況に なっており ます。

進と対応 強化でござい ます。

オン タワ ーのラ イト アップ やアルヴェ でのパネル展 示などのイ ベントを

こ うし たこと から 、先 般、検討方針 を改正し 、全ての対 象施設につ い

て、 更新 時期に 応じ たリ ストを作 成し、事前に 十分な時間 をかけて検 討

開催 しておりま す。
また、県立医療療育センターに設置されている発達障害者支援セン

す るこ とに した ほか、 事業内 容や事業ス キーム等に 関する官民 対話の場

今後 は、県 立体 育館 をはじめ 対象となる 案件につい て、構想の 早い段

タ ーで は、 当事 者や家 族、支 援者のほか 、一般の方 も対象とし た各種研
こう した取 組を 通じ 、発達障 害に対する 認知度が高 まってきて いると

階 から 民間事 業者 との 対話を 重ね、コスト 面のほか、 サービス向 上や地

を設 置すること にしておりま す。

こ ろで あり、 今後 も専 門的に 対応できる人 材の育成や 理解促進を 更に進

域活 性化 など 多様な 視点 で民間ノ ウハウを最 大限活用でき るよう検討 を

修を 実施し、幅 広く学習の機 会を提供し ております 。

めてい くとともに 、支援セン ターと関係機 関による連 絡協議会を 開催し、

進めてまいり ます。

また 、県内への 経済波及効 果については 、事業者選 定の審査に おいて、

地域の相談支 援体制の 強化に努め てまいりま す。
次に 、コロナ禍 における転 職支援でござ います。

地 域経済の活 性化につ なげてまいりま す。

県内企業 の参加や活 用を評価項 目にするな ど具体的な 手法の検討を 進め、

中 、労 働移 動を円 滑に 行うた めには、離 職者に対し新 たな知識や 技術の

次に、 県内企業の 支援でござ います。

新型 コロナ ウイ ルス 感染症 の影響により 、産業構造 が大きく変 化する
習得 を支 援し 、人 材不足 や成長が 見込まれる 分野への再 就職に結び つけ

県内におけ るＰＦＩ の導入促進を支 援する新 たな仕組み として、現 在、

地 域プ ラット フォ ーム の年度内 の設立を目 指し取組を 進めている ところ

ていくこ とが重要で あります。
こ れま で県で は、 介護福 祉士やＩＴ エンジニ アの育成な ど、人材が 不
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でありま す。

欲的 な漁 業を行 う新 規参入 者にも、門 戸を広げ てまいりたいと 考えてお
り ます。

本県 の漁 業者数 は減 少が続 いておりま すが、今年度 の新規就業 者向け

現 状で は、県 内企 業の ＰＦＩに関す る経験が 限られる中 、アンケー ト
調査 によ ります と、 多く の企業が 参画の意欲を 示す一方で 、ノウハウ が

の 漁業 研修 では 、例 年を大き く上回る二 十人が受講 しているほ か、現状

業種 グル ープや 、オ ンライ ン販売を行 う若手漁 業者が出て くるなど、若

な い、 制度 の仕 組み や内容を 理解できて いない、他 社とのネッ トワーク
こう したこ とか ら、 プラット フォームに おいて、地 元金融機関 と連携

手 を中 心に新 たな 動き も見ら れており、こ うした漁業 者の意欲を しっか

の 本県 水産業 水揚 額全 体に匹敵 する規模のサ ーモンの養 殖に取り組 む異

し なが ら、参 画実 績の ある他 県の企業によ る実例の紹 介や提案書 の作成

りとサ ポートし、 水産業の活 性化につなげ てまいりま す。

がな いといった 回答が多数を 占めており ます。

など 、Ｐ ＦＩ の実務 に関 する勉強 会を開催し 、県内企業 のノウハウの 蓄
ま た、 応募に かか る負担 については 、申込み 手続きや提 出書類の簡素

理由 でパ ートナ ーの 入院 時の面会や最 期の立会 いができな いなど、生 き

本 制度 につい ては 、有識 者会議での 意見のほ か、家族で はないという

最後に、パ ートナーシッ プ証明制度 でござい ます。

化な どに おいて 可能 な限 り軽減を図る とともに 、企業との 対話や他の 自

て いく 上で 様々な 困難 が生じ ていること から、関係団 体等より制 度導入

積を支援 してまいりま す。

治 体の 事例 なども 参考 にしな がら、まず は県内企業が ＰＦＩ事業 に参画

を望む 切実な声が 届いており ます。

こう した声 に応 え、 性的少数 者の方々が 個人として尊 重され、良 好で

する上 での課題の 把握に努め てまいりま す。
次に、水産 業の振興 でございます。

平 穏な 生活が 送れ る環 境をつく るためには 、性的指向 や性自認に 関する

基本 的な 知識等 につ いて 、様々な 媒体を活用し て県民に啓 発すること が

多様 な人材によ る水産業の 活性化につ いて、漁業 法において、 漁業は、
水産 資源 を保全 ・管 理し ながら、 秩序ある生産 活動を行う ものとされ て

ま た、 婚姻に 準じ た関係 を行政が認 めることによ り、当事者 の方々の

重 要と考えて おります 。

等 で操 業する 漁業 者に 対し、大 臣や知事が個 別に許可す る許可漁業 があ

生き づら さを少 しで も解消 していくこ とも必要 であると考 えており、市

お り、 漁協 が免 許を受 け、組 合員が沿岸 で操業する 漁業権漁業 と、沖合
り、 漁業 権漁業 は中 小規模 の、許可漁 業は大規 模の経営体 が多くを占め

町 村な ど関係 機関 と連 携を図 りながら、パ ートナーシ ップ証明制 度の導

●健康 福祉 部長 （佐 々木 薫君）

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】

私からは以上 でございま す。

入を検 討してまい ります。

て おります。
また 、漁 業権 漁業は 、漁協 の組合員に なれば新規 参入できます が、許
可漁業 にお いて は、 既存の 漁業者との調 整を要する ことから、 参入しに
くい 状況になっ ております 。
こう した中 、昨 年、 漁業法 が改正され、 許可漁業に おいては、 資源を

す。

はじめ に、医療的 ケア児者の 現状とその 支援について であります 。

持 続的 かつ 有効に 活用 する漁 業者であれ ば、既存の漁 業者との調 整を経
ずに 、科 学的 な資 源評価 に基づい て設定した 枠の範囲内 で、許可を する

県内 には医 療的 ケア 児が百二 十二人、医 療的ケア者を 含む重度心 身障

害 者が 三百五 十五 人お り、年々 増加してい るところで ありますが 、それ

ことがで きるように なりました。
こ れを 踏まえ 、本 県では 、令和五年 十二月の 許可の一斉 更新の際、 意
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に対 して 放課後 等デ イサー ビスや児童 発達支援 などの事業所は 、必ずし

地域への 分散化など 、待機者の解 消に向け協 議を進めて おります。

よう にす るため 、相 談支 援事業所 や医療従事者 等の資質向 上のための 研

ま た、 身近な 地域 にお いても発達障 害の相談 や療育支援 が受けられ る

県で は、 受入施 設等 の増加 に向けた人 材育成を図る ため、看護 職員で

修 の実 施や 、相 談支 援窓口の 周知により 、地域にお ける相談支 援体制の

も 十分ではない と認識して おります。
な くて も痰 吸引 がで きるよう 介護職員等 を対象とし た研修のほ か、医療

強化 を図ってま いります。
私からは以 上であり ます。

的 ケア 児等の 支援 者や コーディ ネーターを養 成する研修 を実施して おり
ます。

●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）

私 からは、県 産水産物の 県内消費喚起 に

【 農林水産部 長（佐藤幸盛 君）登壇】

行さ れた こと を受け 、医 療的ケア 児等への専 門的な相談 対応や、関係 機

ついてお 答えいたしま す。

ま た、 「医療 的ケ ア児 及びその 家族に対する 支援に関す る法律」が 施
関の 連絡調 整等 の機 能を備 えた「医療的 ケア児支援 センター」 の設置に

心が 高ま ってお り、 漁協 が中心になっ て行って いる直売会 や、県と食 品

令 和元 年の豊 かな 海づく り大会を契 機として 、県民の地 魚に対する関

さら に、医 療的 ケア 児への サポート体制 を強化する ため、治療 経過や

メ ーカ ー、 小売店 が連 携した 「地魚を食 べようキャン ペーン」な どの取

向け て取り組ん でいるとこ ろであります 。
災 害時 の避 難先等 の情 報を家 族、医療機 関、学校、受 入施設等が 共有で

組が定 着してきて おります。

漁業 者が 値段を 付け て販 売し、全 県から購入者 が集まるな ど好評を博 し

実 施に 向けて 協議 を進 めている ほか、オガ ーレでは、 獲れたての 地魚に

また 、最近 では 、県 北の若手 漁業者と大 手量販店の間 で、直接販 売の

きる ネッ トワ ーク の構 築も必要で あり、県医 師会等と協 議をしてい ると
ころであ ります。
今 後と も、医 療的 ケア 児者と家族が 安心して 過ごせるよ う、施設の 人
材育成 等について 支援を行って まいります 。

水 産物 は何よ りも 鮮度が 命であり、 地魚は十分な 付加価値に なること

て おり、漁業 において も徐々に地 産地消の動き が広がって きておりま す。

県 では 、県立 医療 療育 センター に発達障害者 支援センタ ーを設置し 、全

から 、県 としま して は、漁 業者の意欲 と所得の 向上に向け 、新たな販売

次 に、 自閉 症ス ペクト ラム障害 への対応状 況について であります が、
県を 対象 に自閉 症ス ペクト ラム障害等 がある方 やその家族 、支援者から

チ ャネルの開 拓などをサポ ートし、水 産業を盛 り上げてま いります。

【産業労働部 長（佐藤徹 君）登壇】

以上で ございます 。

の 生活 での困 りご とや 発達の 状態に関する 相談に対し 、障害の特 性に応
じた助 言指導や各 種サービス の情報を提供 しておりま す。
近年は 就職 や職 場で のつまず き等、就労に 関する相談 も多くなっ てき

私 からは、労 働生産性の向 上について お答

平 成二 十七 年秋田 県産 業連関表 の第三次産 業全体では、 県際収支が マ

えいたし ます。

てお り、令和二 年度の相談 件数は延べ二 千五百件と 増加傾向に あります 。 ●産 業労 働部 長（佐 藤徹 君）
現在 、発達 障害 者支 援セン ターでは、お おむね一か 月以内に各 種相談
に 応じ てお ります が、 医学的 な診断が必 要な場合は、 さらに時間 をいた

利用した飲食店や県産品等を販売する小売店舗のチェーン展開、ア

イナ スに なっ てい るもの の、個別 の企業に目 を向けます と、県産食 材を

こう した状 況を 踏ま え、県で は、医療・ 福祉・教育・ 労働の各機 関及

ミ ュー ズメン ト施 設の 多店舗展 開など、県 内に本社を 置きながら 、国内

だくこ とがありま す。
び 保護 者会で 構成 され る発達障 害支援対策 協議会にお いて、診断 機能の
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外で積極 的に事業を 進める企業も あります。

見な がら 、当然 、一 定の状 況を見なが ら、様々 な政策を途中で 転換、あ

る いは方向転換 、あるいは 強化もする 必要があ ると思います。 ですから 、

固定化するよりは、状況を見ながら、産み育てるバックグラウンドの

県 では 、これ まで も県 内中小企業の 強みや先 進技術を生 かした新事 業
の創 出の ほか、 ＥＣ サイ トを活用 した販路開拓 や海外展開 を図る取組 へ

様 々な指標が 、最終的 に決まると いう考えで す。

連 関する様々な 政策の中間 指標があっ て、

その 上で 最終的 に出 生数に 至るのだろ うと、そ ういう御説 明だと思いま

●二 十一 番（鈴 木健 太議 員）

の 支援 を行 って おり 、新商品 開発による 県外顧客の 獲得や、県 産品を原
料 とし た化粧 品の 海外 販売のほ か、知名度の 高い弁当販 売の海外進 出な
どにつな がっており ます。

す が 、 そ れ で あ れ ば 、 そ の 中 間 的 な 様 々 な 政 策 の 指 標 と い う も の は、

ちゃ んと それ が最終 的に 出生数に 資するよう な目標設定 をされている の

今 後は、人口 減少に伴う県 内マーケッ トの縮小が 見込まれる ことから、
販路 を県 外や 国外に 拡大 するとい う点を重視 しながら、 引き続き、意 欲

日 間、 私ら にあの 分厚 い冊子 を与えて、 もういきなり 委員会審査 に入る

こで 、再 質問す るべ きこ とかどうかち ょっと分 かりません が、わずか 数

す が、 それが 今朝 配ら れたもの で、私ども 全く見られ ない状態です 。こ

かと いうこ とを お聞 きした いのと、そも そも素案が 今議会に提 案されま

一点だけ 、新秋田 元気創造プ ランの目標 設

的な取組 を行う県内企 業を積極的 に支援して まいります 。
私か らは以上で す。
●二 十一番 （鈴 木健 太議 員）
定 について伺 います。

とい うこ うい うス ケジ ュール感も 、ちょっと 議会が本気 でこれを深 く分

析を した り、研 究を したり するのには 非常に不十分 ではないか と思うの

答弁の 中で、知事 は今、出生 数について は数値目標 としないとい うか、
それ は様 々な要 因が 絡んで くるものな ので、モニタ リング指標 とすると

です が、それに ついてはい かがでしょ うか。

今議会 で決めるも のではござ いません。 いずれ二

【知事（ 佐竹敬久君 ）】

お っし ゃった よう に思 いました が、これは 、これまで の三期プラ ンでは
出生 数は 数値目 標と して いました が、今回の新 プランで変 わったのは な

● 知事 （佐 竹敬久 君）

月 の議 会の最 終ま で十 分に御議 論いただいて

ぜ なの か。 また 、他県 では引 き続き出生 数を目標と していると ころも多
い です 。今、 人口 減少 が一番進 んでいる県と して、やは り私は正面 から

した もの と捉え ては おりま せん。そう いう様々 な御議論の 中で、方向性

我々は 今、あれを 固定

そう いっ た数値 は掲 げてい った上で目 標に向か っていくべ きだと思うの

を 変えるもの でありますし 、また多く の議員の 皆さんの要 望等を受けて 、

いませ ん。 たま たま そうい う考えで我々 は提案しま す。そうい うことで

当然 、柔 軟に 対応し ます ので、今 ここであれ が決定という ことではご ざ

で すが、そこ の御見解を伺 いたいと思 います。
【知事（ 佐竹敬久君 ）】
様々 な議論がある と思います 。ただ、出 生数とい

十 分に 議論し てい ただ いて、そ の結果、ま た別のような 状況になる 可能

●知事 （佐 竹敬久 君）

う のは 、最終 的に 言え ば、そこ だけを切り 取れば、ある 本県の女性 が何

二十一番鈴木 議員の質 問は終わり ました。

性は十分 にあり得る と思います 。

午前十一時 休憩

暫時休 憩いたしま す。再開は 十一時二十 分とします。

●議 長（柴田正 敏議員）

人産 んで くれと 。た だ、 実はこれはあ くまでも 結果論であ って、たま た
ま 産む よう な、産 める ような バックグラ ウンドが様々 、雇用の場 とか所
得と か、 そう いう ことが 底辺にあ りますので 、これとこ こがリンク しな
いことには、そう簡単に、出生数だけぽんとやっても、連関がありま
せ ん。 連関の ほう はし っかり踏 まえながら 、こちらの ほうは一年 ごとに
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午前十一時 二十分再開
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申 し上 げます 。今 後は 、周辺農 家へのまん 延防止対策 に取り組む ととも

自衛 隊の 皆様、 国、 市、農 協職員の皆 様、地元建設 業の皆様に 深く感謝

短期 間で 防疫 措置 を完 了したこと に対し、県 庁職員の皆 様はもとよ り、

判 明直 後の 早朝か ら速 やかに防 疫作業に取 り組んでいた だき、また 、

した皆様 に感謝を申し 上げます。

だき まし た先 輩、同 僚議 員の皆様 、そして本 日傍聴にお 越しいただき ま

支 援い ただい てお りま す地元 横手の皆様、 そして本日 機会を与え ていた

休 憩前に引き 続き会議 を開きます。

七
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山
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佐

橋

博

に、 発生 農場の 経営 再開 に向けて 支援していた だきますよ う、心から お

●議 長（柴田正敏 議員）
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それ では、質問 に入らせてい ただきます 。
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最初に、産 業と人口 の偏在解消 についてお伺 いいたしま す。
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こと で、 世界 の国々 と戦 う力をつ け、国力を 高めてきまし た。高度成 長

日程 第一 、一般 質問 を継続 いたします 。十八番小原 議員の発言 を許し
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期には 東京 一極 集中 が更に 進み、地方の 人口は東京 圏に流出し てきまし

一
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東 海林
健 一郎

三十六番

土

敏

立憲民主党 会派の小 原正晃です 。日頃より御

地 方に 再分配 して いく ことがで きれば、本 県民の皆様 の暮らしを 向上さ

てお りま すが、 それ と併せ て、地方と 都市の格差を 埋めるため に財源を

なし 」と 訴え るよ うに、 個人の所 得格差によ る税の再分 配が様々叫 ばれ

最 近は 多く の政党 で、 「成長と 分配の好循 環」、「分配 なくして成 長

は更に疲 弊してきて います。

エンザ について一言 申し上げま す。

質問に入る前に、先日横手市で発生しました、高病原性鳥インフル

●十八 番（ 小原 正晃 議員）

ま す。

二 十九 番
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【十八 番（小原 正晃議員）登壇 】（拍手 ）

三 十一番
近
藤

一

田

康

三十 三番
佐
英

柴

三 十五 番
浦

四 十 番

三

一
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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
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せる とと もに、 我が 国経済 をもう一度 成長させ る大きな起爆剤 になるの

てくると 懸念されま す。

は どの よう な方 向で 進めるべ きと考える のか。産業 と人口の再 配置をど

そこ で知 事にお 伺い いたし ます。産業 と人口の偏在 解消につい て、国

恩 恵を 受ける こと がで きるよう になるのか。 また、事業 者に設置場 所の

現 在の 進捗 状況 やこ れからの 見通しはど うなのか。 本県ではい つ５Ｇの

書」 の中 でも、 国に 取組 を進める よう要望して いただいて おりますが 、

本 県で は、今 年六 月に 提出した「国 の施策・ 予算に関す る提案・要 望

う 国に 求めて いき 、ど のような 具体的な支援 を、どうい ったスケジ ュー

要望 をし ていく こと や、設 置場所の提 供や導入 支援をして いくおつもり

で はないでしょ うか。

ルで 求め ていく のか 。併せ て、地方と 都市の地 域間の格差 の是正への取

は あるかなど 、今後の見通 しをお知ら せくださ い。

途の研究 などに取り組 んでいく考 えはあるの か、お考え をお聞きしま す。

併せ て、 県と してロ ーカル ５Ｇを整備 し、積極的 に新技術の 活用や用

組 につ いて、 本県 が国 に優先 的に求め、進 めていくこ とは何か、 御所見
をお聞 かせくださ い。
次に、５Ｇ への対応につ いてお伺い いたしま す。
方に人 口を呼び込む ことや地方 を活性化さ せる大きな 手段として、 ５Ｇ、

し にな るこ とが懸 念さ れます 。国の責任 において地方 と都市の格 差が生

こう いっ た先端 技術 もま た、収益性の 高い都市 部で先行し 、地方は後 回

また 、二〇三〇 年頃の６Ｇ の展開に向け 、準備が進 められてお ります。

６ Ｇな どの 次世代 通信 技術を 最大限活用 し、新しい産 業の創設や リモー

じない よう、早い 段階から整 備促進に取 り組む必要 があると思い ますが、

令 和元 年十二 月の 一般質 問でも取り 上げさせ ていただき ましたが、地

トワ ーク など の取 組を 進め、暮ら しの向上や 人手不足の 克服に取り 組ん

本県が国 や事業者に 期待すること があればお 知らせくだ さい。

次 に、 アフタ ーコ ロナ の県内経済の 回復に関 連して四点 お伺いいた し

でい くこ とが必 要で す。こ れからは次 世代通信技術 を公共イン フラと位
置づ け、積極的 に普及と活 用をしてい かなけれ ばいけません。

る とし ていま すが 、本 県では今 後最新技術の 活用につい て、どのよ うな

タ ル田 園都 市国 家構想 」とし て地域の取 組を大規模 な交付金で 後押しす

海外 で認 可され るな ど、収 束に向け少 しずつ明 るい兆しも 見えてきまし

チ ン接 種率の 向上 や感 染患者の 初期段階の治 療に使える 飲み薬の一 部が

新 型コ ロナ ウイ ルスの 感染が下 火になって きており、 国内外での ワク

ます。

計画 を立 て、ど のよ うなこ とを積極的 に進めよ うと考えて いるのかお知

た 。こ れまで 大変 御尽 力をい ただいており ます医療関 係者の皆様 に心か

政府 では 地方の デジ タル化 を進め、都 市との格差縮 小を目指す 「デジ

ら せください 。

も期 待さ れてお りま すが 、中核病院や 幹線道路 などもカバ ーされてお ら

的 な動 きがほ とん ど出 ておりま せん。５Ｇ は遠隔医療や 自動運転な どで

非常に エリ アが 狭く 、ロー カル５Ｇの活 用について も県内にお ける積極

傾 向に ある 国内の 往来 であれ ば、アフタ ーコロナに向 けた経済の 回復な

慎重 に判 断して いか なけ ればならない と考えま すが、一方 、感染が減 少

傾向 で変異株の リスクが高 い海外との往 来に関して は水際対策 を緩めず 、

感染を 抑え てき た今 までの努 力を無駄にす ることなく 、まだ感染 拡大

ら敬意 と感謝を申 し上げます 。

ず 、各 事業 者がホ ーム ページ 上で出して いる半年後ま での普及計 画の中

どを 念頭 に、 取組 を積極 的に進め 、他県に負 けない活動 をしていか なけ

また 、本 県の ５Ｇ通 信可能 エリアを見 ますと、一 部中心市街地 のみで

では 、県 庁や 役所 、研究 機関、小 中高、大学 、工業団地 なども入っ てお

ればなら ないと考え ます。

そ こで 、最初 にア フター コロナの交 通体系の 整備につい てお伺いい た

りま せん し、普 及の 優先順 位を採算優 先の民間企業 に任せるだ けでは、
い つま でも行 政側 で整 備を導入 していきた い場所に届 かないケー スも出
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します。
コ ロナ 禍にお いて 、国 内における交 通体系が 大きく変化 し、県外と の
往来 に重 要な交 通機 関で ある航空 便が大幅に減 少しました 。コロナ禍 前
は 秋田 空港 にお いて 、各路線 合わせた便 数が一日二 十一往復だ ったもの

観光文化 スポーツ部 長の御所見を お伺いいた します。

二 点目 に、ア フタ ーコ ロナに向けた 観光振興 策について お伺いいた し

Ｔｏ

商

ト

ます。

政 府は 二〇 二〇 年度 、コロナ禍 での経済政 策として、 Ｇｏ

Ｔｏ

Ｔｏ

イベント、 Ｇｏ

ラ ベル 、Ｇｏ

Ｅａｔ、 Ｇｏ

が 、徐 々に便 数が 増え てきてい るものの、十 一月のダイ ヤにおいて も十

店街 など のＧｏ

Ｔｏ

五往 復程 度とな って おりま す。また、 大館能代 空港では、 コロナ前には
Ｔｏ

Ｔｏ

トラベ ルの再開につ いて、ワク チン接種証 明な

トラベ ルは 実施 時期に 新型コロナウ イルス感染 症が拡大し たこと

キ ャンペーン を打ち出 しました。 しかし、Ｇｏ

二 往復 で、令 和二 年十 月二十 五日からは羽 田空港発着 枠政策コン テスト

から、 一時中断と なっていま す。

Ｔｏ

で配 分を 受け 、一往 復増 の三往復 運航となる 予定でした が、コロナの 影

政府 は、Ｇ ｏ

ど と組 み合わ せな がら 来年二月 頃の再開を 検討してい ること、イー ト、

響に より基 本的 に一 往復に 減少し、今月 から県の支 援事業を活 用し、よ
う やく 二往復 に回 復し ましたが 、運航予定 だった三往 復には届いて いな

イベ ント 、商店 街な どは 来年四から五 月の大型 連休頃まで 継続するこ と
るもの と思います 。

Ｔｏ

キャンペー ンの

な どが 報道 されて おり ますが 、今後政府 からより具体 的な方針が 示され

い状況 です。
現 在、 各航 空会社 では 職員の大 幅削減など も行っており 、まだまだ 今
後の 予定 や計 画の 見通 しが立ちづ らい中だと は思います が、利用客 が回

そこ で知事 にお 伺い いたしま す。政府が Ｇｏ

具 体的 な内容 を示 した 後、状況 にもよると 思いますが 、県外との 往来を

復傾 向に なって きた 場合、 本県として どのように取 り組み、利 用客を増
や して いくの か。 コロ ナ禍前と 同じ便まで 増やすよう 要請や協力 をして

極力 避け るよう 訴え てき た知事と して、今後、 海外観光客 の誘致を積 極

的 に進 めて いく のか、 ある程 度制限を設 けた上で県 独自の考え 方により

いくの かなども示 して、今後の 計画をお知 らせくださ い。
ま た、 運行 本数 は減っ ていない ものの、利 用者が大幅 減になって いる

また 、今後 の国 の事 業に対し 、本県で行 う上乗せ支 援や、県民 割、プ

進め るのか、御 所見をお伺い いたします 。

の誘導を図っていくのか。利用者がコロナ禍前よりも半分以下に落ち

レ ミア ム宿泊 券・ 飲食 券など を追加で行い 、需要を喚 起してほし いと考

Ｊ Ｒの 鉄道利 用に つい ても、ア フターコロナ に向け、ど のように観 光客
込 んで いる高 速道 路に ついて も、どのよう に地域観光 振興に生か してい

えま すが 、知 事の御 所見 をお聞か せください 。考えがある とすればど の

ような 基準 と期 間、 予算規 模で考えるの か。併せて 、前回行っ た際、宿

くのか 。併せて知 事の御所見 をお伺いいた します。
また、 秋田 内陸 縦貫 鉄道や由 利高原鉄道に ついての考 え方もお聞 きし
両鉄 道は県 民生 活を 考えて も観光資源と しても、地 域になくて はなら

ロ ナに 、秋 田ふる さと 村や男 鹿水族館Ｇ ＡＯなど、県 が保有する 観光施

かに つい てもお 考え をお 聞かせくださ い。併せ てもう一つ 、アフター コ

泊 先や 目的地 が集 中す ることな どの課題点 を、どう考え 解決してい くの

な い資 源と 思いま すが 、この コロナ禍の 中、ますます 赤字が増え ていっ

設な どで 、ど のよ うな取 組を行い 観光誘客を 促進してい くのかにつ いて

ます 。

た場 合は どう 対処 してい くのか。 また、今後 、橋梁やト ンネル、列 車集

も御所見 をお伺いい たします。

三点 目は、地域 のお祭りの 観光資源化 についてです 。

中制 御装 置等が 耐用 年数を 経過するな ど、大規模な 施設整備の 必要が見
込ま れる中で、 アフターコ ロナはどの ような計画を 持ち進めて いくのか 。

- 250 -

の御所見 をお伺いい たします。

四 点目は、わら び座への支 援について です。

本県では県内各地で地域のお祭りなどが盛んに行われており、こう
い った 行事は 県民 にと ってなく てはならな いもの、県 民の郷土愛 の醸成

わら び座 は、本 県が 誇る観 光誘客の大 きなキラーコ ンテンツで ありま

す 。七 十年 の歴 史を 持ち、劇 団四季、宝 塚歌劇団に 次ぐ規模の 日本有数

や生 きが いなど にも つな がり、県 民生活に大変 重要な役割 を果たして い
ま す。

の 劇団 わらび 座の 運営 と併せ、 温泉やホテル 、地ビール 生産、体験 学習

大変 残念 なこ とに先 月、コ ロナ禍の影 響で売上げ が二分の一 以下と落

し かし 、近年 、住 民の高 齢化、資金 が集まらない などの影響 で開催が

ると のお 話を お聞き しま す。基本 的にこうい った地域の お祭りは、各 市

ち込 み、民 事再 生手 続きと なったことが 全国ニュー スでも大き く取り上

など を多 角的に 経営 し、県 外からの教 育旅行も 毎年二万人 近くを受け入

町村 の所管 にな って いると 思いますが、 規模は小さ くてもキラ リと光る

げ られ ました 。今 後は 一般社団 法人わらび 座として経 営再建を目指 して

難し くな ってき たこ とや、 コロナ禍の 中で多く のお祭りが 二年にわたり

地 域の お祭り も多 いこ とから、 県も市町村 と連携し、 市町村を越え た広

おり、 県内外の多く のファンか ら存続を願 う声が聞こ えてきており ます。

れ る一大エン ターテイメン ト企業です 。

域的 な広 報をす るな ど、 観光コンテン ツの一つ として磨き 上げ、本県 の

わ らび 座で はこれ から の再生に 向け、新た な取組を数多 く企画され て

中 止又 は延期 にな り、 もう一 度再開する体 力がないと ころが出始 めてい

観 光コ ンテ ンツ全 体の 底上げ 、交流人口 、観光客や帰 省客の拡大 などに

いるよ うですが、 この法人の 存続と発展 が、本県の 観光産業はも ちろん、

教育 や文 化の継 承に とって も重要な役 割を担ってい ると思いま すし、一

つなげ ていくべき だと考えま す。
また 、現在 、地 域の お祭りへ の行政以外 の財政支援と して、宝く じ助

例 えば 、コ ロナ 後、全 国に本県 をＰＲする ような事業 や、職員研 修の

民 間企 業とし てだ けで はなく、 秋田の財産 であり宝で あると捉え 、ぜひ

る など 、何 段階 にも審 査があ りハードル が高く、何 年応募して も該当に

ワ ーク ショッ プ事 業、 県民や学 生に向けた芸 術鑑賞支援 、新しくで きる

成 や民 間財団 の様 々な 助成があ りますが、 その多くは 市町村の推 薦で選

な らな いとい うケ ース もお聞き します。助成 する団体は 全国でどの よう

あき た芸 術劇場 での 公演や 秋田ふるさ と村・男 鹿水族館な どの県有観光

とも県 として力強 い協力や支援 を考えてい ただきたい と思います 。

なも のが あるの か、 毎年変 化する助成 団体の内 容や予算規 模が分かりに

施 設で の誘客 事業 、わ らび座 の民族芸能資 料センター での県内外 の文化

別さ れた 後、都 道府 県の 推薦、そ こから全国で の選別の上 、助成が決 ま

く いと いう声 や、 助成 団体が 求める資料作 りが難しい ということ も聞き

芸能の保存と研究など、様々な取組を進めることができれば、県と

つ いてお伺い いたしま す。

次に 、県民 生活 にか かる課 題について、 ガソリンな どの原油高 対策に

お聞 かせくださ い。

ウィン ・ウ ィン 関係 になれ るのではない かと思いま す。知事の お考えを

ます。
そこで 、県 も市 町村 と連携し ながら、観光 コンテンツ 磨き上げ支 援の
一 環と して、 外部 資金 の情報を 整理し、分 かりやすい形 での情報提 供を
する など の取組 がで きな いでしょうか 。さらに 、クラウド ファンディ ン
グ の活 用や 市町村 のふ るさと 納税の寄附 メニュー化を 提言するな どの取

代は もち ろん、 食料 品や生 活用品など の物価も上が り、生活が 非常に苦

原油 の高 騰に より 、生活の 足である車 のガソリン 代や灯油な どの暖房

本県 観光政 策の 起爆 剤として 、ぜひとも このような地 域のお祭り の観

し くな ってい る、 何と かしてほ しいという 県民の声を 多くいただ いてお

組も有 効と考えま す。
光 資源 化を積 極的 に行 ってほし いと考えま すが、観光 文化スポー ツ部長

- 251 -

りま す。 また、 営農 におい ても燃油や 石油製品 を原料とする生 産資材な
ど の値 上げが 相次 いで いること や、運送業 、飲食店、 工場や商工 業者か
らも経 費のかかり 増しで大変だ という声も 上がってお ります。
コ ロナ 禍の 経済 停滞 と併せ、ダ ブルパンチ の状況で、 このままで あれ

ていくの か、知事の 御所見をお伺 いいたしま す。

私 は国 に対し 、一 、民 間に保管され ている令 和二年産米 の過剰在庫 を

政府 備蓄 米の枠 を拡 充し 受け入れ 、市場から隔 離すること 。二、過剰 在

庫 に係る経費 について 必要な支援 を行うため 、予算確保に 取り組むこ と。

して いる「 トリ ガー 条項」 を一旦解除し 、復興財源 には配慮し つつもガ

私は 、国 に対 し、東 日本大 震災からの 復旧・復興 が果たせる まで凍結

た さな いよう 、水 田活 用の直接 支払交付金 について、 より十分な予 算を

活用 するこ とな どで 需要促 進に取り組む こと。四、 作付転換に 支障をき

トパ ック 化し た米を 備蓄 し、状況 に応じて被 災地への供 給や海外援助 に

三 、受 け入れ た政 府備 蓄米を、 既に実施され ている子ど も食堂や子 ども

ソ リン 代をリ ッタ ー当 たり二十 五・一円下 げることや 、燃料や資材 など

確保 する こと。 五、 様々 なリスクに対 応し、今 後も安定的 に営農活動 が

ば 生活 ができ ない 、冬 を迎えら れないという 県民の声に 対し、県と して

の農 業漁 業対策 につ いて もしっかり支 援してい くこと、低 所得者への 福

続 けら れる よう、 農業 者戸別 所得補償制 度を復活し、 再度、生産 調整を

宅食 への 支援の 更な る推進 に充てるほ か、コロ ナ禍におけ る生活困窮者

祉 灯油 の実 施、運 輸業 や商工 業に対し、 支援や資金融 資などを早 急に訴

政府 主導 に戻 し、 収入 保険と一体 的に実施す ること。な ど、恒久的 な制

どの よう な対応 をし ていく のか、また 、国に対 しどのよう なアクション

え、 最大 限の 支援 を求 めていただ きたいと思 いますし、 県としても 生活

度の 構築 と十分 な予 算確保 について検 討することを 求めていく べきと考

等 への 支援を して いく ことと 併せ、災害等 緊急支援の 一つとして レトル

困窮 世帯 や飲食 店、 運送業 などの中小 規模事業者へ の支援や資 金融資制

え ます が、本 県と して どのよう に考えてい るのか、国 にはどのよ うな要

を 起こしてい くのか、知事 の御所見を お伺いい たします。

度 の創 設など 、迅 速な 取組を進 めていただ きたいと考 えますがい かがで

望をど のようなス ケジュールで 求めていく のかお示し ください。

次 に、 食品 衛生 法改正 による漬 物等の加工 品の扱いと 県産加工品 の販

しょう か。知事の 御所見をお伺 いいたしま す。
次 は、農業に ついて二点 お伺いいた します。

を 喪失 し、今 後離 農が 進むこ とが懸念され ております 。また、昨 今、米

今回 の米価 の大 幅な 下げ幅は 米農家の想 定を上回る もので、営 農意欲

工施 設で 製造 しなけ れば 、漬物な どの許可対 象となる加工 品の販売が で

れ た食 品衛生 法改 正に よって 、猶予期間の 三年後まで に基準に沿 った加

議会 で何度 も取 り上 げさせて いただきま したが、今 年六月から 施行さ

路拡 大について お伺いいたし ます。

の消 費量 が減 少する 中、 昨年より 続くコロナ 禍で、外食向 け業務用米 の

きなく なる こと にな りまし た。直売や道 の駅で加工 品を販売す る県内農

最初 に、米価の 下落対策につ いてです。

需要が 減少 し、 それ により 民間在庫も増 加するなど 、今後も先 行きが不

家 の皆 様や、 購入 を楽 しみにし ている県民 の皆様からは 、「三年後 には

もう 作れ なくな る。 収入 が減る。食べ られなく なる」とい う不安の声 、

透明 な状況です 。
国は消費拡 大、作付 転換等、米 の需給対策 に取り組ん ではおります が、
点か らも 、生 産者 の意欲 を損なう ことなく安 定的な米価 のもとで所 得確

年度 から の新た な元 気創造 プランや農 林水産ビジョ ンなど県の 指針の中

私は 、秋 田の 食文 化を守る ためにも、 農家の所得 を守るため にも、来

支 援を求める 声が大変 多く寄せられて おります 。

保に 努め るよう 、あ らゆる 政策を総動 員すべきです 。まずは県 として今

に 取組 を明記 し、 各市 町村の要 望を聞きな がら必要な 支援を進め ていた

現 状と して 十分な 改善 には至 っていませ ん。我が国の 食料安全保 障の観

後 どの ような 対策 をし ていくの か、また、 国にはどの ようなこと を求め

- 252 -

農家 を対 象に食 品衛 生法 改正に伴 う対応につい てアンケー ト調査を行 っ

県 では 七月中 旬か ら、 各地域振興局 を通じて 、直売所で 漬物販売す る

し っか りと 説明 し、 謝罪して いただきた いと考えま すが、知事 は説明会

住民 の皆 様に対 し、 この 機会に設 置断念までの 経緯や内容 を防衛省か ら

そ こで 知事に お伺 いい たします。私 は、国の 方針に振り 回された地 元

している ように感じ ております。

て いただいた とのこと ですが、ど のような現 場の声が上が っているの か、

に対 し、どのよ うな考えをお 持ちなのか お聞かせく ださい。

だきたい と思います 。

ま た、 どのよ うな 支援 をお考え なのか、農林 水産部長の お考えをお 聞か

だけ でなく 県産 加工 品全体 の衛生管理の 底上げをし 、全国のバ イヤーに

備し てい く方 向に進 むの であれば 、こういっ た機会を契 機とし、農産 物

併 せて 、こう いっ た世 界基準の 衛生管理に沿 った食品施 設を全県で 整

対 象者 や日時 、場 所な ども含め 、住民の理 解と納得が 得られる形で 開催

い」 といっ た声 もあ ること から、十分な 質疑応答の 時間を設け るなど、

衛設 備が 配備 される 可能 性がある ので、そう ならないよ う確約を求め た

内 で希 望する 方が 参加 できる ようにするほ か、地元の 方からは「 他の防

また 、その 開催 に当 たっては 、新屋地区 の住民に限 らず、地元 秋田市

秋 田の 物は衛 生管 理が しっかり していてお いしいとア ピールし、全 体的

して いた だきた いと 考え ますが、県と してこう したことを 防衛省に要 請

せくださ い。

な取引 増につなげて いく仕掛け を行うべき と考えます 。

れて おり 、県全 体で の県外 への販路拡 大方法やＰＲ 、支援を求 める声が

引の 減少 、新 たな 販路 の開拓がで きないこと など、大変 な苦境に立 たさ

田 二区 から立 候補 し、 当選した 二人の国会 議員に期待 しているこ とは何

先月 十一月 八日 、総 選挙後に 行われた知 事の定例記者 会見の場で 、秋

最後に 、知事の発 言について お伺いいた します。

し ていくお考 えはない ものか、併せて お聞かせ ください。

上 がっ ており ます ので 、ぜひと も御検討い ただきたい と思います が、観

かと の記 者から の質 問の 中で、「 県政上は一般 的に与党に 対し政策的 な

お 菓子 やお 土産な どの 県産加工 品を扱う事 業者も、この コロナ禍で 取

光文化 スポーツ部 長の御所見を お伺いいた します。

セス を停 止す る」と の当 該方針を 公表し、配 備断念となり ました。河 野

五 日に 河野太 郎前 防衛 大臣が 「イージス・ アショアの 配備に関す るプロ

二年 半に わたり 国会 や県議 会での様々 な議論を 経て、二〇 二〇年六月十

うためにも、 全ての議 会では一定 数の野党の 力が必要と 考えます。ま た、

であ る議 会の チェッ ク機 能という 意味でも、 バランスの取 れた政治を 行

法 を提 案し、 その 多く が成立 しております し、また、 本来の議員 の仕事

確か に政策 決定 権が あるのは 与党ですが 、野党も毎 年数多くの 議員立

提 言や 要望 をす るので 、野党 のパイプは 要りません 」、「野党 は決定権

前防衛 相は 、知 事ら に計画 断念の方針を 示した際、 「地元の皆 様にしっ

衆 議院 の解散 ・総 選挙 はいつあ るか分から ず、常に政権 交代の可能 性も

次 に、イージ ス・アショ ア問題の決 着についてお 伺いいたし ます。

か り説 明した い」 と約 束された ようですが 、コロナ禍も 重なり、開 催が

あり 、行 政とし ては 与党 との関係をし っかり持 つことだけ でなく、様 々

がな いですから 」との発言を されました 。

見通 せな いまま 約一 年半 がたつ中、こ こに来て 、ようやく 動きが出て き

な 場面 を見 据え、 野党 ともパ イプを作っ ておく必要が あると思い ます。

二〇 一七年十二 月に導入が閣 議決定され たイージス ・アショア 問題は、

た よう で、 今朝の 地元 紙にも 、秋田市で の地元住民へ の説明会を 今月下

私は 今まで 、こ のよ うな知事 の発言を取 り上げたこと はありませ ん。

知事の この発言の 真意をお伺 いいたしま す。

山口 県に おいて も同 時期に 説明会を開 催する予定と のことです が、二つ

ま た、 自分の 信条 とし て、これ からもよほ どのことが ない限りす るつも

旬に 開く 検討 をし ている との報道 がありまし た。私の聞 くところで は、
の 地域 の住民 を巻 き込 んだこの 問題も、よ うやく決着 の時を迎え ようと
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５ Ｇの 整備に つい ては 、通信事業者 が端末普 及度などニ ーズ等を見 極

末に九八 ％まで高め ることにして おります。

多 くの 県民の 皆様 の思 いや、応 援していた だいた様々 な団体の皆 様の思

めな がら 進める もの であ り、県で は、事業者に 対しエリア の拡大を働 き

りは あり ません が、 今回の 発言は行き 過ぎでは ないかと感じま したし、
いを 傷つ けてし まう もの と感じま したので、取 り上げさせ ていただき ま

か けていると ころであ ります。

今後 は、６ Ｇの 動向 も見据 えつつ、Ｉｏ ＴやＡＩの 活用等によ る生産

ろで あります。

を受 け、ス マー ト農 業の研 究など、官民 が連携して 取り組んで いるとこ

ロー カル ５Ｇ につい ては、 本県の二事 業者が東北 初となる免 許の交付

進 するよう要 望してまいり ます。

の加 速化 が期待 され ること から、引き 続き、国 の責任にお いて整備を促

ま た、 「デジ タル 田園都 市国家構想 」の検討が進 められるな ど、整備

し た。 知事 にお かれ ましては 、訂正や補 足はなくて もいいもの か、言葉
足 らず の面は なか った のか、い ま一度しっか りと確認し 、考えを再 度述
べていた だきたいと 思います。

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）
小原議員 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）

性 の向 上や 競争力 の強 化など に取り組む ＤＸ推進計画 を年度内に 策定す

次に、アフ ターコロ ナの交通体系の 整備でご ざいます。

ま ず、産業と 人口の偏在 解消でござい ます。
こと を発 表する など 、近年 、一部の企 業において本 社機能を地 方に移転

ま ず、 交通機 関の 利用 拡大でござい ますが、 コロナ禍に よる減便が 続

ること にしており 、県民の利 便性向上に 鋭意努めて まいります。

す る動 きが見 られ るも のの、東 京一極集中 の根本的な 是正には至 ってお

き、 いま だ航空 各社 は厳 しい経営 状況にあり、 本県路線へ の影響も懸 念

先月 、東 京の 航空 機エン ジンの部品メ ーカーが本 県に本社を 移転する

らず 、国 は今こ そ、 その 実現に本 腰を据える必 要があると 考えており ま

ま た、 大館能 代空 港は、 県の支援事 業を活用し、 今月から二 往復運航

さ れておりま す。

こ うし たこと から 、これ まで全国知 事会を通じて 、その是正 について

に戻 りま したが 、羽 田空港 発着枠の配 分継続の ためには、 早期の三往復

す。
訴え てき たほか 、地 方への 人の流れの 拡大につ ながるよう 、都市圏から

運 航の実現等 が不可欠にな っておりま す。

この ため 、旅 行商品 造成等 への助成に 加え、本議 会に、県民等 の利用

地 方へ の産業 再配 置の 促進に 向けて、地方 独自の企業 立地政策に 対する
財政支 援などを要 望しており ます。

各 事業 を総動 員す るほ か、航空 各社には減 便解消等を働 きかけ、航 空路

促進を図る予 算案を提 出しており 、航空各社 や利用促進 協議会と協力 し、

に 、デ ジタル 化に 向け た取組を 推進するほ か、地方への 人材の定着 ・還

線の維持 ・拡充に努 めてまいり ます。

今般、 岸田 総理 が打 ち出した 「デジタル田 園都市国家 構想」も追 い風
流を 加速 する抜 本的 な対 策が講じられ るよう、 国への要望 活動等を通 じ
次に、 ５Ｇへの対 応でござい ます。

ネクスコ 東日本と連 携して誘客を 図ってまい ります。

キャ ンペ ーン や「 スマホ スタンプ ラリー」な どを通じて 、ＪＲ東日 本や

ま た、 ＪＲ 路線や 高速 道路につ いても、来 年の北東北三 県による観 光

本県 におけ るカ バー 率は明ら かにされて おりませんが 、昨年度末 時点

アフ ターコロナ に向けた観 光振興策で ございます。

て 粘り強く訴 えてまい ります。

の 全国 カバー 率は 一六 ・五％と なっており 、国の方針 では、令和 五年度
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先般 、国か らワ クチ ン・検査 パッケージ の活用を前 提に、県民割 の補

次に、ガソ リンなど の原油高対策で ございま す。

県 民生 活にお いて は、 厳冬期を控え 、暖房費 等に大きな 影響を受け て

いる こと から、 生活 困窮 世帯に対 し、市町村と 共に灯油購 入費の助成 を

助 対象を隣県や 地域ブロッ クに順次広 げる方針 が示されたとこ ろであり 、
県で は、 これに 合わ せ、 冬割キャ ンペーンの対 象者を隣県 にも広げる と

進 めてまいり ます。

上昇 した場 合、 補て ん金が 支払われるセ ーフティー ネットの仕 組みがあ

さら に、 施設 園芸や 漁業に おいては、 燃油価格が 一定の基準 を超えて

て まいります 。

ター に相 談窓口 を設 置した ほか、県制 度融資に より、資金 繰りを支援し

ま た、 事業者 への 支援に ついては、 商工団体やあ きた企業活 性化セン

と もに 、特 定の 宿泊 施設に予 約が集中し ないよう、 施設の規模 に応じた
補 助上 限額を 設定 しな がら、予 算規模を拡大 し、更なる 観光需要の 創出
を図りた いと考えて おります。
ま た、 秋田ふ るさ と村 をはじめ とする県有観 光施設には 、厳しい経 営
環境 を踏 まえ 、今後 も指 定管理者 が行う誘客 対策等を積 極的に後押し し
てまいり ます。
あり ます が、今 後の 国の 方針に沿って 対応する とともに、 国際情勢を 注

拓 のた めの 経済対 策」 におい て、燃油の 卸売価格抑制 対策をはじ め、農

なお 、国に おい ては 、先般 、閣議決定さ れた「コロ ナ克服・新 時代開

り、 現在、当該 制度への加 入を促進して いるところ であります 。

視 しな がら 、受入 態勢 の整備 や外国人旅 行者のニーズ を捉えた情 報発信

業・ 漁業 ・運 輸な ど事 業活動への 影響の大き い関係業界 ・業種への 支援

な お、 外国人 観光 客の受 入れについ ては、全 く先の見通 せない状況に

に取り 組んでまい ります。
わ らび 座は、 ミュ ージ カルの公演や 修学旅行 の受入れな どを通じ、 永

に、 若干 弱含み の傾 向が 見られて まいりました が、原油価 格高騰の影 響

県 とし まして は、 こう した国の支援 策の具体 的内容を注 視するとと も

を行うこ とにしてお ります。

く本 県の 文化の 発信 や観 光振興に 大きく貢献さ れてきたも のと捉えて お

が 深刻 化・ 長期 化する 場合な どには、速 やかに追加 の対策が講 じられる

わらび座へ の支援で ございます。

り ます。

よう 要請してま いります。

次に、米価 の下落対 策でござい ます。

今 後、 個人や 企業 からの 支援を募り ながら、新た な運営体制 で全ての
事業 を継 続され ると 伺って おり、私も 自らのネ ットワーク を通じて、大

令 和三 年産米 にお いて は、全国 で作付転換が 行われたも のの、コロ ナ

こ のよ うな中 、国 では、 在庫となっ ている二 年産米三十七万 トンの保

均衡させるこ とは困難 であります 。

禍に より 、過 剰在庫 の解 消には至 っておらず 、産地の努力 のみで需給 を

手 企業に協力 を依頼してい るところで あります 。
わら び座 には 、様々 な手段 を講じて経 営基盤を強 固なものとし 、来年
開館す るあ きた 芸術 劇場に おいても、ミ ュージカル の公演や伝 統芸能等
の アー カイブ の構 築な どにより 、文化芸術 の魅力を県内 外に発信し てい

ト ンを 特別 枠とし て、 通常の 消費に影響 を与えないよ うな形で、 長期の

管料等を支援し、このうち、コロナ禍による需要減に相当する十五万

県 とし まし ては、 わら び座なら ではの人的 資源やノウハ ウを活用し 、

販売 に振 り向 ける など、 販売環境 の改善に向 けた支援策 を打ち出し てお

ただくこ とを期待し ております 。
全国 各地 での 公演 を通じ て、本県 文化や観光 の情報発信 を行うなど 、新

ります。

こ れに 対し、 先般 の政府 主催の全国 知事会議 で、特別枠 が市場隔離 効

たな連携策についても検討し、積極的に交流人口・関係人口の拡大を
図っ てまいりま す。
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も 、作付転換 に必要な 予算を確保 するよう、 強く働きかけ てまいりま す。

私が 直接 要望し たと ころ であり、 来週予定して いる国への 要望におい て

期 的な 影響を 与え ない 恒常的な 需給調整シ ステムの構 築などにつ いて、

果を 確実 に発揮 する ととも に、豊作や 予期せぬ 需要の減少が、 米価に長

「 パイプ」と 称したも のでありま す。

議院内閣制という制度の中では一般的なものであり、これをいわゆる

よ うな 場合、 与党 系議 員を通し てその機会 を得ること が、政党政 治及び

際に 影響 力を持 つ各 省庁の 政務三役と 直接折衝 を行う必要があ り、この

られ 、全 て党幹 事長 室で要 望・陳情を 受けてお り、このこ とについては

な お、 かつて の民 主党政 権下におい ては、各省庁 との折衝は 一切禁じ

一連 の問題 の終 息に は、配備 候補地に挙 げられ、大 変な不安を 感じら

後 に批 判が高 まり 、控 えるよ うになりまし たが、その 際に民主党 議員に

次に 、イージス ・アショア問 題の決着で ございます 。
れ た新 屋地区 の住 民に 対する 謝罪と一連の 経緯の説明 が必要と考 えてお

対す る選 挙応 援を半 ば条 件にされ るなど、厳 しいものが あったことも 事

私からは、三 点について お答え

まず 、秋田 内陸 縦貫 鉄道及び 由利高原鉄 道についてで ありますが 、コ

いたし ます。

● 観光 文化 スポー ツ部 長（嘉藤 正和君）

【観光文 化スポーツ部 長（嘉藤正 和君）登壇 】

以上 でございま す。

実であり ます。

ります 。
こう したこ とか ら、 昨年六月 、河野前防衛 大臣から配 備プロセス の停
止 に関 する説 明を 受け た際、住 民説明会の 実施を要請 し、同年十一 月に
は、秋 田市と共に防 衛省に早期 の開催を申 し入れてお ります。
防 衛省 にお いては 、新 型コロナ ウイルス感 染症の状況を 踏まえ、実 施
時期 を検 討す る意 向を 従来から示 しており、 感染が落ち 着いてきた こと
を受 け、 昨日午 後に 、今月 下旬の説明 会の開催に向 けて準備を 進めてい
その 際、 感染症 対策 に万全 を期した上 で、地元の意 向を尊重し た形で

持 や県 民な どの 利用を 促す車 両貸し切り に対する補 助等を実施 している

及ん でい ること から 、県 では、沿 線市と協調し ながら、施 設・車両の 維

ロナ禍により両鉄道の利用者数が著しく減少し、経営に深刻な影響が

の 開催 を求 めた ところ であり 、防衛省に おいては、 対象者や開 催手法な

ほ か、 車両な どへ の空 気清浄機 の設置やアフ ターコロナ に向けた新 たな

きた いとの連絡 があったと ころであり ます。

ど につ いて十 分検 討し た上で、 配備候補地の 選定から計 画断念に至 る経

観光車両 の整備等に 対し助成し ているところ であります 。

会 社に よる最 大限 の経 営努力に 加え、県や沿 線市による これらの支 援

緯の 説明 や謝罪 はも とより 、戦闘用の 固定施設 の設置は行 わないことを
確 約す るなど 、住 民の 理解と 納得が得られ るよう真摯 に対応して いただ

ありま すが 、沿 線市 と共に 状況を注視し 、両鉄道の 持続的な運 行が着実

を行 った とし ても、 経常 赤字の規 模が例年の 水準に収まら ないおそれ が

最後に、私の 発言につい てでありま す。

に 図ら れるよ う、 必要 に応じて 、更なる支 援についても 検討してま いり

きたい と考えてお ります。
毎 年実 施して いる 国の施 策・予算に 関する提 案・要望内容の 実現につ

な お、 橋梁 やトン ネル 、車両な どの安全対 策については 、両鉄道と も

たいと考 えておりま す。

要 望に 当た っては 、与 党・野 党にかかわ らず、本県関 係の国会議 員に対

に、 コロ ナ禍 にあ っても 最優先事 項として計 画的に取り 組むことに して

いて は、 国会議 員の お力 添えが必要で あると考 えており、 関係省庁へ の
して 事前 説明 や意 見交換 を行い、 貴重な御意 見をいただ いていると ころ

おり、県としましても、国庫補助等を活用しながら、引き続き支援を
行っ てまいりま す。

でありま す。
私 の発 言の真 意と しまし ては、具体 的な提案 ・要望の実 現のため、 実
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かけ にな ってお り、 県で はこうし たニーズに対 応するため 、地域の文 化

注 目さ れたマ イク ロツ ーリズム は、県民が 足下の地域 資源を見直 すきっ

次に 、地域 のお 祭り の観光資 源化につい てでありま すが、コロナ 禍で

機 会を 創出 し、 厳し い販売環 境にある県 内食品事業 者の販路拡 大を後押

ブ商 談や ＳＮＳ によ る情 報発信な ど、多様なツ ールを活用 した売込み の

化 する ととも に、 コロ ナ禍での 流通、消費 ニーズの変 化に対応し たウェ

録や 、「 あめこ うじ 」など のオリジナ ル技術を 活用した商品開 発等を強

【 農林水産部 長（佐藤幸盛 君）登壇】

私からは以 上です。

して まいります 。

資 源を活用し た県民向 けツアーな どにも助成 してきたとこ ろでありま す。
地 域の お祭り や日 常生活 に根差した 食文化も、工 夫次第では 魅力的な
観光 コン テンツ とし て活用 できる可能 性があり 、現在策定 中の観光振興
ビ ジョ ンにお いて も、 観光客 が住民の日常 生活を体験 することで 地域と

私 からは、食 品衛生法改 正による漬物 等

一方 、継 続意 向を 示して いる約六割の 中には、「 今後は共同 施設を利

あ りました。

「高 齢の ため漬 物製 造を 継続できない 」など、 事業継続を 断念する声 が

漬物を販売する農家へのアンケート調査では、回答者の約四割から

の加工品 の扱いについ てお答えい たします。

の継続 的な関わり を促す新し いツーリズム の展開を掲 げており、 今後も、 ●農 林水 産部長 （佐 藤幸 盛君）
地域 資源の 掘り 起こ しや、 それらを活用 した関係人 口の拡大に 積極的に
取り 組んでまい ります。
地域 住民が 主体 のお 祭り等 に対する様々 な助成制度 やふるさと 納税の
活 用に つい ては、 まず は、住 民に最も身 近な市町村が 窓口になっ て、観
光協会 や地域づく り団体等と 協力しなが ら考えてい くことが肝要 であり、

用し たい 」、「 施設 整備に 伴う資金が 不足している 」などの声 があり、

県と しま しては 、ビ ジネス として成り 立つ規模での 個別農家の 施設整

県と しま しては 、市 町村と 連携を密に しながら、先 行事例を紹 介するな
次に 、県 産加工 品の 販路拡 大について でありますが 、漬物を含 め、県

備 のみ なら ず、 施設の 共同利 用を促進す るなど、法 改正を契機 として、

市 町村 や関係 団体 から も、施設 整備等への 支援を要望 されており ます。

内 外に 広く 販路 を求め る加工 食品の多く は、食品衛 生法に基づ く厳しい

持 続性 のある 事業 体制 に強化す る観点から、 市町村と連 携しながら 、今

ど、 適切に対応 してまいり ます。

衛 生管 理によ り製 造さ れており 、県ではこれ までも、こ うした商品 を中

以 上でありま す。

一点、 イージス・ アショア問題 の決着につ い

後の支援 の在り方に ついて検討 してまいりま す。

で も好 調な中 食業 界へ の売込 み、ネット販 売への取組 など、それ ぞれの

●十 八番 （小原 正晃 議員 ）

心に 、マ ッチン グ商 談会や 百貨店など における 物産展の開 催、コロナ禍
商品 の特 性や 生産規 模な どに合わ せた販路開 拓等に支援し てまいりま し

る中 、安 全・安 心な 本県 食品の販路拡 大を進め るためには 、生産規模 の

地 方の 人口減 少に 伴い、 食品の販売 先が大都 市圏に集中する 傾向にあ

県 民、 そし て秋田 市民 の皆様 の納得する 形で行ってい ただきたい と思っ

お話 があ りまし た。 今回 この問題をし っかり解 決するため には、多く の

先 ほど 知事の お話 では、 新屋地区の 住民への 説明が必要とい うような

てお聞きさせ ていただ きます。

拡 大は もと より、 他県 商品と の差別化や 付加価値の高 い商品づく り、時

てい ます 。そ こで 住民と いう定義 がどこなの か。新屋地 区、新屋勝 平地

た。

代に マッ チし た売 込み手 法の導入 がより重要 になってく るものと考 えて

区だ けで はなく て、 様々な 秋田市民の 皆様、選挙で も争点にな りました

し 、関 わって きた と思 います。 関心がある 秋田市民の 皆様方が、 人数制

おります 。
こ のた め、「 いぶ りがっ こ」に続く 加工食品 の地理的表 示制度への 登
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を 聞き に行っ て、 いろ いろと自 分の考えを 述べたり、 回答をいた だける

限は こう いう時 期で すので あるのは仕 方ないと 思いますが、そ こにお話

政 治的 な思惑 で、 どこ までも延 ばす人いま すから、私 らのほうで は、今

と、政治 的なことが ありますので 、これ意外 とそう簡単 にいかない です。

十八番小 原議員の質 問は終わりま した。

の原則 は変えませ ん。

午後零時十 四分休憩

暫時 休憩いたし ます。

●議 長（柴田正 敏議員）

ような 時間も設け ていただいて 、少し、秋 田県全体と は言わない までも、
秋 田市 民ぐ らい にや っていた だければな と思うので すが、その 辺につい
ては 、知事はそ の範囲という ことについ てはどうお 考えでしょ うか。
防衛装 備に、県境、 街、市町村 境はござい ません

【知事（佐 竹敬久君） 】
● 知事 （佐竹 敬久 君）

ので、 どこまでこ れをやるの かというのは 非常に難し い問題です 。ただ、 午後一時 三十分再開

の地 区の 一定の 団体 、新 屋地区のあの 団体とい うのですか 、市民団体 、

ま すの で、ど うい う結 論を出す のか。いろ いろな面が ありますので 、あ
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部
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田
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田

嘉

英

博

武

信

茂

正

政

治

英

浩

喜

人

晃

俊比古

真

範

実

明

達

薫

豪

四十 二名

あ そこ がま ずは先 決で 、その ほかについ ては、防衛省 のほうでど う考え

十 五 番

加

藤

健

策

二 十八番

渡

藤

一

員

るか。いずれ広げることについて、県がとやかく言うことではありま

十 七 番

佐

木

雄

正

三 十 番

工

鉱

明

議

ため 、中 途半端 な決 着を するため ではなく、し っかりと今 年、今回で 決

十 九 番

鈴

川

ひとみ

丈

洋

三十二番

藤

隆

悦

席

着 をす るた めに 、県で も様々 な要望をし ていくべき ではないか なと思っ

二 十一 番

今

林

子

加

松

勝

出

て いま す。そ れで 、ど ういった 方が来て、ど ういったお 話をされる のか

二十 三番

北

川

幸

三十 四番

小

谷

いず れこの 点に つい ては、 もう県という よりも秋田 市のほうで 今折衝し

とい うの も重要 にな ってく ると思いま す。私は 、防衛大臣 に来ていただ

二十五 番

石

健一郎

三十六番

土

こちらから 、誰が来る とか、そう いうことは 今の

【 知事（佐竹 敬久君）】
●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

臣

い てお 話をし てい ただ くのが いいかなと思 ってますが 、その辺に ついて

二 十七番

東 海林

賢 一郎

三 十八番

豊

はど う思 うの かとい うこ とが一つ と、あと、 住民の理解を しっかりと 進

二十 九番

原
藤

一

一

めるた めに は、 やは り広い 形でいろいろ な人の話を 聞いてもら いたいと

せん。

会う ときも含め て、

三 十一 番

近

藤

英

康

思 いま す。ぜ ひと も県 に、要望 してもらい たい

三十 三番

佐

浦

寛

千鶴子

お願いし ていただき たいと思い ます。もう 一度答弁を お願いします 。

三十 五番

三

私は 、できれば この問題を しっかり決 着する

状況 でこ れは失 礼だ と思い ます。それ なりに、それ なりの方が おいでに

三 十七番

●十 八番 （小 原正 晃議 員）

な ると いうこ とは 聞い ておりま す。ただ、 何をもって 決着するか という
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三十 九番
鶴

鈴
田

木
有

洋
司

一
四 十三番

四十一番
北

川
林

口

休憩 前に引き続 き会議を開 きます。

地 方自治法第 百二十一条 による出席 者

四 十二番

休 憩前に同じ
●副議長（ 杉本俊比古 議員）

康

一

乳 がん と子宮 頸が んの 早期発見につ ながる受 診率は、目 標値である 五

次に、がん 検診の受 診率向上につい てであり ます。

そ こで 知事に 伺い ますが 、県でも、 がん検診 の受診向上 に更に積極 的

るようで す。

がん 検診 に取 り組 む企業 を増やし ていくこと で効果を上 げている県 もあ

ま た 、 例 え ば 銀 行 な ら 行 員 の 受 診 率 一 〇 〇 ％ を 目 指 す と い う よ う に、

いっ た取 組によ って 、新 規受診者の掘 り起こし につながっ たそうです 。

で乳がん検診を行ったり、乳児検診と同時に子宮頸がん検診を行うと

通じて 保護 者に 乳が ん検診 の案内と申込 書の回収を 行い、イベ ント会場

業施 設で の近 隣住民 を対 象とした 乳がん検診 や、教育委員 会が中学校 を

に 受診 できる 環境 の提 供に取 り組んだ事例 の報告があ りました。 大型商

他府 県の例 です が、 「乳がん 検診受診率 向上モデル 事業」とし て気軽

しょ うか。

を 後回 しに して しまい 、がん が進行して しまう場合 も多いので はないで

定期 的な 乳がん 検診 を積 極的に受 診できず、異 変を感じて も自分のこ と

子 供の 部活動 や制 服や ジャージ 、教材費な ど教育に関 わる経費も 多く、

一日がか りとなり、 なかなか仕事 を休めない こともある ようです。 また、

に何 人も 出会 った との ことでした 。農村部で は医療機関 も遠く、検 査は

こ とを 心配 してい た、 とのこ とでした。 農村部の学校 で、こうし た子供

声を かけ たとこ ろ、 母親 が乳がんかも しれない のに医療機 関に行かな い

い た養 護教諭 が直 面し た事例で すが、いつ もになく元 気がない中学 生に

まう 傾向が あり 、受 診率も 低いのが現状 です。実際 、学校現場 で働いて

この 時期 、女 性は子 育て や仕事に 忙しく、自 分のことを 後回しにして し

乳 がんの発症 は三十代後半 から増え、 四十代、五 十代に多い のですが、

落ち込ん でいます。

秋 田県 総合保 健事 業団 が実施し たがん検診で は、前年度 の約半分に まで

て おり、令和 二年度に おいては新 型コロナウ イルス感染症 の影響も受 け、

〇％ には 遠く及 ばず 、受 診者数は 平成二十八年 度をピーク に減少し続 け

司

日 程第 一、一 般質 問を継 続いたしま す。十七 番加藤議員 の発言を許 し
ます。
社 会民主党会 派の加藤麻 里です。

【 十七番（加 藤麻里議員 ）登壇】（ 拍手）
●十七 番（加藤麻里 議員）
はじめに、 がん対策 について伺 います。
本 県の がんに よる 粗死 亡率は、 二十四年連続 全国ワース ト一位です 。
本県 の高 い高 齢化率 等も 影響して いると考え られますが、 死亡率の改 善
は最大の課題 となって います。
そ こで 、女性 特有 のがん である乳が んと子宮 がんの対策につ いて伺い
ます。
ま ず、死亡率 の高さの原 因についてで あります。
厚生労 働省の「平 成三十年全 国がん登録 罹患数・率報 告書」によ ると、
本県 の乳が んの 年齢 調整罹 患率は全国 四十位、子宮 がんは四十 一位です
が 、七 十五歳 未満 の年 齢調整死 亡率におい ては、乳が んが全国一位 、子
宮が んは 全国十 九位 とな っていま す。さらに、 令和元年に おいては、 子
宮 がん ・乳 がん 共に全 国二位 でした。罹 患率は低い のに死亡率が 全国一
位 や二位 とい う高 さと なっている ことに、非 常に違和感 と危機感を 覚え
ました。
そ こで まず知 事に 伺い ますが、県で は罹患率 の低さに比 べて死亡率 が
高い原 因をどのよ うに捉えて いるのでしょ うか。
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に取 り組 んでい ただ きたい と考えます 。今後ど のようにして受 診率向上

しか し、い わゆ る「 ＡＹＡ世 代」と呼ば れる大半が 該当する十八 歳か

次に、 学校におけ るがん教育の 実施率向上 について伺 います。

な どの 出費 もあ るな ど、経済 的な理由な どにより、 人生の終末 期を自宅

間」 世代 となっ てい ます 。若い世 代はまだ収入 が多くない 中で、子育 て

ら 三十 九歳ま での 方々 は、在宅 療養に係る 公的助成も なく、制度 の「谷

「 第三 期秋 田県 がん 対策推進計 画」の中間 評価を見る と、県が「 がん

で 家族 と共に 過ご した いと思っ ても、病院に 入院せざる を得ないの が現

に 取り組んでい くのかをお 聞かせくだ さい。

教 育事 業」で 外部 講師 としてが ん医療に携わ る専門の医 師と、がん 経験

こ うし た中、 兵庫 県で は、平成 二十七年から 月額五万四 千円を上限 に

状です。

ま すが 、平成 二十 九年 度にが ん教育を実施 した学校の 割合は、小 学校か

県と 市町 が半 分ずつ 負担 する形で 、末期がん 患者の在宅 療養の支援を 始

者を 講師 として 各学 校に派 遣し、がん 予防授業 を実施した 点は評価でき
ら高 校ま での 全体で 四六 ・九％で 、全国平均 の五六・八 ％より低い状 況

めている など、自治体 の支援は徐 々に全国に 広がってき ています。

を 伺います。

把握 し、 県とし て可 能な 支援を検討す べきと考 えますが、 知事の御所 見

本 県で も、自 治体 の動向 と共に県内 のＡＹＡ 世代のがん 患者の実態を

です 。実施 率の 高い 県を見 ると、茨城県 が九一・四 ％、佐賀県 が九〇・
九％、埼玉県が八八・六％など、非常に高い割合であり、都道府県に
よって 実施率に大き な差があり ます。
「 秋田 県健 康づく り審 議会」の 令和二年度 がん対策分科 会の議事録 に

次に、 がん患者の 就労支援に ついて伺い ます。

が ら通 院して いる 方は 年々増加 しています 。治療と仕 事の両立支 援は、

よれ ば、 生徒 だけ でな くＰＴＡに 対しても、 がん専門医 や、がん経 験者
小 中学 校及び 高校 での がん教育の実 施率につ いては目標 値を設定し 、

政府 が平 成二十 九年 三月 に示した 「働き方改革 実行計画」 において推 進

がん 患者の 約三 人に 一人は、 二十代から 六十代で罹患 し、仕事を しな

特に 女性 特有の がん につ いては、 生徒だけでな くＰＴＡと いう機会も 利

す べき重点項 目の一つ となってい ます。

が話す機 会があれば 良いとの意見 がありまし た。

用 しな がら 全員 が一度 は学べ る機会をつ くるなど、 取り組むべ きことが

めに 離職 した人 が一 九・八 ％であり、 そのうち 、治療を開 始する前に離

昨 年の 国立が ん研 究セン ターが公表 した調査によ ると、がん 治療のた

次に、若年 末期がん 患者の在宅 療養支援につ いて伺いま す。

職 した 方は五 六・ 八％ 、退職 後、再就職も しくは復業 の希望はあ るもの

ある と考えます が、教育長の お考えを伺 います。
昨 年、 私の知 人の 御家 族が若く してがんで亡 くなりまし た。まだ小 学

本県で は平 成二 十九 年のがん 罹患者数が、 二十歳から 五十九歳ま で男

の無職 という方が 二二・五％ でした。

未満の 方が 末期 がん で終末 期に入っても 、訪問介護 を受けるこ とも、訪

性 が六 百八十 九人 であ るのに対 し、女性は 一千四人と圧 倒的に女性 が多

生の お子 さん を残し ての 早い旅立 ちに心が痛 みました。そ の際、四十 歳
問 入浴 を利用 する こと も、ポー タブルトイ レの購入や、 介護用ベッ ドや

いこ とが 分かり まし た。 治療と仕事の 両立は、 女性にとっ ても大きな 課

両立 支援 に係 る自 治体の取 組としては 、東京都で 、がんや難 病などに

車椅 子な どのレ ンタ ル利 用も、全てが 自己負担 になること を知って驚 き
四十 歳以 上の 方で あれば、 介護保険制 度の対象と なり、支援 が必要と

よっ て休 職した 労働 者を、 治療と仕事 の両立に配慮 して復職さ せ、継続

題 であると言 えます。

判断 され た進行 がん の場合 、この制度 に基づいたサ ービスが利 用できま

就 業に 必要な 支援 を行 っている 中小事業者 には報奨金 を支給して いると

ま した。

す。 また、十八 歳未満の小 児がん患者 には医療費の 助成制度が あります 。
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いう例が あります。

しか し今年 は、 暖房 用の燃料 代が去年の およそ五割 増しで、これ まで

と して は、 離職 防止 や再就職 支援など、 治療と仕事 の両立に向 けた支援

セン ター で、事 業者 と労 働者に対 する無料相談 等を行って いますが、 県

に とっ て、更 なる 負担 になって います。原油 価格の高騰 も、いわば 新型

用 が大 きな 負担 であ りますが 、今回の原 油高騰は、 冬期農業を 営む農家

そも そも 本県は 、他 の産地 と比べて、 冬期農業に欠 かせない暖 房の費

に ない大きな負 担になって いるようで す。

に つい てどの よう に取 り組まれ ているのでし ょうか。ま た、今後の がん

コロナウ イルス感染 症が影響し ていると考 えられます。

県 内で は、独 立行 政法 人労働者健康 安全機構 の秋田産業 保健総合支 援

患者 の支 援の在 り方 につい てはどのよ うにお考 えか、知事 の御所見を伺

複 合型 生産構 造へ の転 換に向け 、施設園芸や 冬期農業を 推進する県 と

して 、冬 期農 業を営 む農 家が今後 も継続して 営農に取り 組むことがで き

い ます。
次に、 農業支援に ついて伺い ます。

るよ う緊急 的な 燃料 代支援 を行う考えは ないか、知 事の御所見 をお聞か
せく ださい。

まず 、大規 模農 家や 農業法人 への機械・施 設の導入支 援について であ
りま す。

ま ず、疫学調 査について であります。

次に、 風力発電につ いて伺いま す。

預 け、 離農 する方 が徐 々に増 えてきまし た。離農する 理由は、本 人の高

秋田 県議 会で は、 議会の 審査や政策提 言の参考に するため、 毎年、特

近年 、農地 の賃 借や 作業委 託等によって 、法人や大 規模農家へ 農地を
齢、 病気 、後 継ぎ の不 在、機械の 更新時期等 の理由が多 いようです 。特

定の テー マにつ いて の意見 募集を実施 しています。 今年度は五 つのテー

中で も再 生可能 エネ ルギー に関する「 洋上風力発電 について」 は二十

に今 年は 、米の 概算 金が前 年比で二千 円も下落して おり、米価 の下落は
一方 で、 大規模 農家 や農業 法人は、条 件が悪くても 地域の農地 を守る

一 件 、 ま た 、 「 Ｃ Ｏ ２排 出 削 減 を 秋 田 の 元 気 に つ な げ る 方 策 に つ い て 」

マで 募集し、四 十五件の応 募がありま した。

た め、 農地 を預 けたい という 依頼を断れ ないのが現 状です。そ のため、

は 六件 と、応 募件 数の 半数を超 えていました 。また、洋 上風力に関 して

離農 者を更に増 やすことに なるだろう 、との観 測もあります。

収 入が 減少し てい るに もかかわ らず、今ある 機械の能力 を上げたり 、台

「由 利本 荘市 ・にか ほ市の 風力発電を 考える会」 が行っている 聞き取

は、 二十 一件の うち 十七件 が反対意見 でした。 大半の方が 健康や景観に

米価 下落 は、 新型コ ロナウ イルス感染 症の拡大に よる消費・需 要構造

り調査 によ ると 、健 康被害 を訴えている 方はこれま でに二十一 名に上る

数を 増や したり 、施 設の増 改築を行わ なければ ならないな ど、設備投資

の変化 が大 きく 影響 してい ることから、 農業版コロ ナ対策とし て、農地

と いう ことで した 。そ の中から 、最近聞き 取り調査を行 った、にか ほ市

触 れており、 住民の不安が 解消されて いないこ とを感じま した。

を 引き 受ける 大規 模農 家や農業 法人への緊 急的な機械・ 施設の導入 に係

に住 む方 の健康 被害 の内 容を、かいつ まんで御 紹介したい と思います 。

が 増えること が見込まれま す。

る支援を 行うべきと 考えますが 、知事の御 所見をお聞 かせください 。
最近 は、 全県 的に 冬期農業 のイチゴ栽 培が増えて きました。 豪雪地帯

車は 三基 に減ら され ました 。そこで次 に、最低でも 百メートル 離してほ

に近 いた め最 低で も五百 メートル 離してほし いと申し入 れたところ 、風

「 はじ めは 海岸に 小型 風車が五 基建設の予 定でしたが、 余りにも自 宅

であ る地 元大仙 市や 、美郷 町でもイチ ゴ栽培に挑戦 する農家が 増え、道

し いと 申し入 れた とこ ろ、風車 が海にかか ると県の許 可が必要で 建設で

次 に、冬期農 業の支援に ついて伺いま す。

の駅 やスーパー の直売所で も販売され るようになり ました。
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し たが 、建 設後 、三 年たった 今も何も行 われていま せん。現在 は、シャ

設し ます 。低周 波音 を遮 蔽する波 型の外壁を設 置します』 と言ってい ま

に 建設 されま した 。業 者は『半 年ごとに見 に来ます。 周辺に遊歩 道を建

きな くな るとの 理由 で、結 果的には自 宅からわ ずか八十メート ルの近さ

いう ことを引き 合いに、個別 の対処が合 理的である 」としてい ます。

に つい ては 、明 らか な関連を 示す知見は 確認できな いとされて いる、と

て』 をも とに風 力発 電施 設から発 生する超低周 波音・低周 波と健康影 響

の環境省による『風力発電施設から発生する騒音に関する指針につい

る要 望書 を提出 しま した。 これに対し 県の回答 は、「平成二十 九年五月

しか し、風 力発 電の 増設とと もに増えて いる県民の 健康被害を 個人の

ド ウフ リッカ ーが 周り の建物の 窓から反射し て私の家に もかかりま す。
そのとき は頭の中に 手を突っ込 んでかき回 されるような 感じになり ます。

どが 来て いま すが 、み んな風車の そばの人で す。診察し てくださっ た先

ゆ くな りま す。同 じよ うな症 状で、私が 通院している 耳鼻科には 三名ほ

あり 、頭 の中が ジー ンと 重く揺さぶら れている 感じになり 、耳の中が か

風 が強 くて風 車の 回転 が多いと きは立って いられない 状態になるこ とが

の子 供も、 夜中 に寝 ていて 風が強い日は 鼻血が出ま す。私自身 は、特に

風車 が建 設さ れる前 はそ のような ことはあり ませんでし た。小学一年 生

す。 ある 専門家 は、 「環境 省は自ら実 施した睡眠障 害の疫学調 査結果も

動車 道事 件以 前に 逆戻 りする内容 とも言える 影響評価指 針を示した ので

「 参照 値」 を示し まし た。と ころが平成 二十九年、環 境省は、西 名阪自

れるようになり、平成十六年に環境省は、低周波音苦情対策のための

発 生し た低周 波音 によ って健康 被害が発生 し、公害問 題として広く 知ら

七〇 年代に 発生 した 西名阪 自動車道事件 がきっかけ でした。高 架橋から

日本 で低 周波 による 健康被 害が広く知 られるよう になったの は、一九

問 題として置 き去りにして よいもので しょうか 。

生か らは 、「学 術的 には証 明されてい ないが、影響 はあると思 います。

引用 せず、風車 騒音による 影響を『不 快感』や 『生活妨害』に 矯小化し 、

七 十代の祖母 は、風車が回 っていると きに鼻血 が出るよう になりました 。

こ れ以 上ひど くな るよ うであれ ば精神安定 剤を飲みま すか」と言 われま

ＷＨ Ｏの ガイド ライ ンや 過去の科 学的知見を無 視し、住民 の健康を保 護

「 被害 のみを 過疎 地の高 齢者にだけ 押し付け、都 市部の住民 や電力会

した 。私 は精神 障害 なの か、風車 から離れれば 何でもない のにと納得 で
な 圧迫 感があ るの で、 回ってい ないように願 ってしまい ます。海岸 線ば

社だ けが 利益を 得る という 社会的矛盾 がある。 農林業を経 済の中心とす

し ない指針を 策定した 」ことを問 題視していま す。

かり では なく山 のほ うにも 風車が立ち 並び住民 からの苦情 もあったよう

る この ような 過疎 地で は、住 環境と生産活 動が重複す るため、二 十四時

き ませ んで した 。近く の風車 が回ってい ると頭を押 さえつけら れるよう

で 、市 役所で はガ イド ライン を作ってくれ 、やっと住 宅の近くに は建設

間にわたり風車からの様々な被害にさらされるのである。過疎地こそ

『風車 被害 』は 拡大 すると 考えてよい。 これは明ら かに正義に 反するの

できな いようにし てくれまし た」という内 容でした。
風車が 人の 健康 に与 える影響 は、風車が回 っていると きに起き、 ぐっ

再生 可能エ ネル ギー である 風力発電の建 設に全て反 対するもの ではあ

であ る」という 言葉が胸に 刺さります。

かほ 市の 風力発 電を 考え る会」が行っ た聞き取 り調査に応 じた二十一 人

り ませ ん。 だから こそ 県にも 、そして県 議会にも、住 民の健康と 両立し

す りと 眠りに つく はず の真夜中 でもお構い なしです。「 由利本荘市 ・に
の 方は 、既 に既存 の風 車によ り健康被害 を受けていま す。住み慣 れた我

本来 、人類 全体 の未 来を考え 、必要とさ れているはず の風力発電 の建

た風力 発電の設置 について検 討する責任 があると考え ます。

「由 利本荘 市・ にか ほ市の風 力発電を考 える会」と「 あきた風力 発電

設 が、 近隣で 暮ら す人 たちの健 康を脅かす というので あれば、本 末転倒

が家や 地域から離 れない限り 、苦しみか ら逃れること はできない のです。
に 反対 する会 」は 、九 月二十八 日付で、県 に対し疫学 調査の実施 を求め
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す 。ま た、洋 上に もわ ずか四キ ロメートル 沖合に超巨 大な風車群 が建設

と言 わざ るを得 ませ ん。陸 上には更に 大型の風 車建設が計画さ れていま

どのよ うに検証を 行ったのかお 知らせくだ さい。

を 述べられてお りました。 この条例と も関わっ てくるものと思 いますが 、

る」 とあ ります 。知 事は以 前、洋上風 力は観光 資源にもなる、 との期待

ま た、 同様 に昨 年の 十二月の一 般質問で、 秋田弁護士 会から提出 され

され よう として いま す。 健康被害 がなお一層拡 大するので はないかと い
う 住民の不安 は、声に こそ出せな いものの大 きいものと思 われます。

者が スケ ッチ パース を出 すことに なっている が、県とし ても企業とは 別

た 要望 書をも とに 、風 車の設置 によって沿岸 の景観が一 変する可能 性が

また 、風 力発 電から 発生す る超低周波 音・低周波 と健康影響 について

に景 観の専 門家 を選 定して 見てもらう、 との答弁が ありました 。あれか

県 とし て、現 在風 車の影 響をまとも に受けている 由利本荘市 の海士剥

明ら かな関 連を 示す 知見は 確認できてい ないとされ ていますが 、依然と

ら 既に 一年が 経過 しま したが、 専門家には 見てもらっ ているのでし ょう

ある ため 、県も 独自 にモン タージュ写 真等で県 民に判断材 料を示すべき

し て県 民に不 安の 声が あるわけ ですから、 今後も知見 の集積は必要 であ

か。 数年 の間に 風車 が乱 立し、違和感 を抱く県 民も多くな っています 。

地区 と石 脇地区 の住 民につ いて、国際 的に認知 されている アテネ不眠尺

ると 考え 、環境 省に 対し 、知見の集積 を進める よう要望す べきと考え ま

私 は、 専門 家に見 ても らうだ けでなく、 住民軽視と捉 えられるこ とがな

で はな いかと 質問 しま した。 その際、知事 からは、景 観について は事業

す が、知事の お考えを 伺います。

いよ う、 県は 一刻 も早 くモンター ジュ写真等 を県民に示 すべきと考 えま

度 による疫学 調査を行うべ きと考えま す。

次に、 景観につい て伺います 。

すが、改 めて知事の 御答弁をお願 いします。

最後 に、子供の 貧困対策に ついて伺い ます。

昨年 の十二 月の 一般 質問で、 私は洋上風 力について三 点質問をし まし
た 。そ の一つ が景 観へ の影響に ついてです 。県は、発 電設備と景 観の調

「 本県 におい ては 新型 コロナウ イルス感染症 による生活 保護への直 接的

まず、 コロナ禍に おける児童・ 生徒への支 援について 伺います。

行 政が 「景観 」と いうも のをどのよ うに捉えてい るかで、そ の検証の

な影 響は 見られ ない が、長 期化による 新規申請 の増加は想 定される」と

和に つい て十分 に検 証す ると答弁 しましたが、 これまでど のような検 証

内容 は大 きく変 わっ てきま す。一般的 には「景 観」という 言葉が景色や

し 、「 生活に 困窮 され た方々 がセーフティ ーネットで ある生活保 護に確

去 る九 月定 例会 での加 賀屋議員 の一般質問 に対し、健 康福祉部長 は、

風 景と いう意 味合 いで 使われ ているため、 例えば、秋 田沖に洋上 風力が

実に つな がる よう関 係機 機と連携 し、取り組 んでいく」と 答弁されて い

を 行ったので しょうか 。

何百 と設 置さ れた風 景を 美しいと 思うのか、 それとも思わ ないのか、 ど

ます。

は 、こ のコ ロナ禍 にお いて確 実に増えて いるのではな いかと思い ます。

経験 から すると 、「 要保 護・準要保護 」として 就学援助を 希望する世 帯

就 学援 助申請 は生 活保護 申請とも関 連ありま すが、私の学校 事務職員

のよう に配 列し たら 美しく 見えるのか、 こういった 視点での議 論になり
が ちで す。し かし 、こ れは個人 の主観であ り、見る人や 場所によっ て大
きく違っ てきます。
「 景観 」は 、「生 物多 様性や環 境保全」、 そして「人間 の生活」と 深

そこ で教育 長に 伺い ます。各 市町村立学 校及び県立学 校、私立学 校に

ただ、 これが直ち に申請に結 びついてい るのかは不明 です。

「秋 田県の 景観 を守 る条例」 第一条には 、「本県の豊 かな自然に 恵ま

お ける 就学援 助申 請数 や援助率 について、 この数年間 で、地域的 な特徴

く結び ついた重要 な考え方で あると捉え ることが、今 や世界的通 念です。
れ た景 観を守 り、 もっ て心の和 む県土を後 世に引き継 ぐことを目 的とす
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も含めて 、どのよう な変化や特徴 があるのか をお知らせ ください。
ま た、 就学援 助は 「学 校徴収金」等 を通し学 校現場が最 も早く子供 の
家庭 状況 ・経済 状況 の変 化を捉え ることができ ると思いま す。これま で
も 県教 育委 員会 とし て、生活 困窮世帯に 対する就学 援助申請の サポート
が でき るよう 、Ｐ ＴＡ の場や学 校報で制度の 周知や、個 別相談に乗 りや
すい 体制 につい て関 係方面 と連携され ていると は思います が、より一層
強 化し てもら いた いと 考えま すので、教育 長の御所見 をお聞かせ くださ
い。
併せ て、各 市町 村等 の取組で 先行する事例 がありまし たら、他市 町村
に も参 考にし ても らえ るよう広 めていただ きたいと思 いますので、 御紹

後県 では どのよ うに 働きか けていくの か、健康 福祉部長の御所 見をお聞
か せください。

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。
（ 拍手）
●副議 長（杉本俊 比古議員）

加藤麻 里議員の一般 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 、が ん対 策につ いて、 乳がん及び 子宮がんの 対策につい て、その
死亡率の 関係でござい ます。

乳がん及び子宮がんの罹患率と死亡率の因果関係は明確ではありま

せん が、 乳がん 及び 子宮 がんの登録デ ータによ ると、本県 は全国と比 べ

早 期発 見の 割合が 低く 、がん が進行した 状態で発見さ れる方が多 いこと

介くだ さい。
次 に、インタ ーネット環 境の格差解消 について伺 います。

また 、令和 元年 度に おけるが ん検診受診 率を見ると、 乳がんは一 七・

がうか がえます。

話題 にな りまし たし 、文部 科学省のＧ ＩＧＡスクー ル構想に基 づき、各

四 ％で 全国二 十六 位、 子宮頸が んは一三・ 八％で全国 四十二位と 低い状

コロ ナ禍 にお いて は、全 国的に休校時 における「 オンライン 授業」が
学 校で タブレ ット やパ ソコンが 導入されま したが、一 方で、家庭 におけ

況にあ ります。

次 に、がん検 診の受診率の 向上でござ います。

診率向上 に向けた取 組強化が課 題と考えてお ります。

率 の低 さが、 死亡 率が 高い要因 の一つと推察 されるため 、がん検診 の受

こ のこ とか ら、 がんの 早期発見 ・早期治療 につながる がん検診の 受診

るイ ンタ ーネッ ト環 境に ついては 、格差がある ことが指摘 されており 、
今 後も問われ 続ける課 題だと思い ます。
こ うし た面の フォ ローに ついて、様 々な知恵を集 め、試行錯 誤も含め
て整 備・ サポー トし ていく ことが重要 だと考え ますが、県 内の状況も含
め 、教育長の 御所見を伺い ます。

ル事業 や、 受診 料金 の負担 を軽減するた めの助成、 個別医療機 関方式に

県で は、 これ までも 、対象 者に直接受 診を呼びか けるコール・ リコー

昨年八月に行った「秋田県子育て家庭と子どもの未来応援アンケー

よ る受 診環境 の整 備な ど、様々 な取組を行 ってまいりま したが、コ ロナ

次に、 生活困窮世 帯等への学 習支援につい て伺います 。
ト 」の 結果に よれ ば、 保護者が 子供に利用 させたい支援 として最も 多く

禍の 影響 により 、受 診者 数が大きく落 ち込み、 今後、進行 がんの増加 が

による受診勧奨の拡大に加え、「秋田県健康づくり県民運動推進協議

るウ ェブ 予約シ ステ ムの導 入とともに 、かかりつけ 医や歯科医 、薬局等

この ため 、将 来的 に市町村 の枠を超え た広域的な 集団検診を 可能にす

危 惧されてお ります。

なってい るのが、就 学のための 資金や学習 支援でした 。
十 一月 一日 に開設 され た「あき た子ども応 援ネットワー ク」のウェ ブ
サイ トに よる と、 学習支 援を利用 できる場所 は県北・中 央がそれぞ れ三
か所、県 南では湯沢 市に一か所あ るのみです 。
生 活困 窮世帯 等の 子供が 身近な地域 で学習支 援が受けら れるよう、 今
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機 運醸成に取り 組んでまい ります。

会」 の活 動テー マに 受診率 向上を掲げ るなど、 県民一丸となっ た一層の
い ります。

強化 を図 り、必 要と する方 に適切な情 報や支援 が行き届くよう 努めてま

識 した 生活 習慣 を意 味する「 ブレスト・ アウェアネ ス」の推奨 を始めた

今 般の 米価下 落は 、大規 模農家ほど 影響が大きく 、このよう な中で担

大 規模農家及 び農業法人 への機械・ 施設の導 入支援でござい ます。

次に、 農業支援に ついてであり ます。

こ とか ら、そ の普 及啓 発を図る ほか、子宮頸 がんについ ては、国の 動き

い手 が地 域の農 地を 引き受 け、規模を 拡大して いくために は、省力化や

また 、国 では、 乳が んの早 期発見に有 効とされる、 日頃から乳 房を意

を見 据え ながら 、予 防につ ながるＨＰ Ｖワクチ ン接種と検 診の重要性に

低 コスト化を 図ることが重 要でありま す。

この ため 、県 では、 「新型 コロナウイ ルス感染症 対応地方創 生臨時交

つ いて啓発し てまいります 。
次に、 若年末期が ん患者の在 宅療養への支 援でござい ます。

正 予算 で約五 億円 を措 置し、規 模の大きい 担い手に対 してスマート 農機

付金 」を活 用し 、昨 年九月 の補正予算で 約三億円、 今年六月と 九月の補

将 来的 に妊娠 を希 望す る方が、 妊娠するた めの機能を 温存する治療 費へ

等の導 入を支援して きたところ であります 。

本県では、 いわゆるＡＹ Ａ世代のが ん患者に 対する経済 的支援として 、
の助 成や 、がん 患者 の社 会参画促進の ため、が ん治療に伴 いウィッグ 等

械の 導入 等に 助成 でき ることから 、今後とも 、国の施策 も積極的に 活用

ま た、 国の 「強い 農業 ・担い手 づくり総合 支援交付金」 でも、稲作 機

こう した 取組 に加 え、が ん拠点病院等 のがん相談 支援センタ ーにおけ

しながら、規模拡大に意欲的な農家を支援し、担い手の競争力強化を

の 医療用補正 具を購入 した方への補助 等を行っ ております 。
る相 談内 容から 、Ａ ＹＡ世 代の在宅療 養のニーズは 一定数存在 すると考

図っ てまいりま す。

次に、 冬期農業の 支援でござい ます。

え てお り、公 的補 助の 対象にな らない、在 宅療養を希 望する若年 がん患
者の 経済 的負担 を軽 減し 、安心し て療養できる よう、新た に必要な福 祉

本 県に おい ては 、冬期 農業とし て、イチゴ や山ウド、 花き、菌床 シイ

タ ケな どの栽 培が 行わ れており 、年間を通じ て収入の確 保や雇用が 可能

用 具等の貸与 や購入に 要する経費 への支援を検 討してまい ります。
次に 、がん患者 の就労支援で ございます 。

にな るこ とから 、そ の取組 は、メガ団 地の整備 や法人化の 進展と相まっ

に 、燃 油使用 量の 多い 経営体に は、価格が 一定水準を超 えた場合に 支払

ネにつ なが る二 重被 覆や温 度管理などの 技術指導を 行っている ほか、特

この 流れ が燃 油高騰 により 後退しない よう、生産 者に対しては 、省エ

て 年々広がり 、販売額も増 加しており ます。

県で は、秋 田労 働局 が設置す る「秋田県 地域両立支 援推進チー ム」に
参 画し 、各関 係機 関が 実施す る支援内容や 課題等を共 有しながら 、がん
患者 や事 業所 に対し 、治 療と仕事 の両立に向 けた支援を推 進しており ま
す。
ま た、 がん患 者や 企業、 医師を対象 とした実 態調査の実施に より、本

ま た、 今般 の国の 経済 対策に、 省エネ機器 の導入支援が 盛り込まれ て

われる国 の補てん制 度への加入 を促進して おります。

働 局と 連携 し、が ん相 談支援 センターに 社会保険労務 士等を派遣 して、

いる こと から 、こ うした 施策も積 極的に活用 しながら、 生産者が冬 期農

県の がん 患者を 取り 巻く 就労支援の現 状や課題 を把握する とともに、 労
がん患者の両立支援及び就職相談を行うなど、相談体制の充実に取り

業を継続 できるよう サポートして まいります 。

次に 、風力発電 について、 疫学調査で ございます。

組んでお ります。
今 後も 、関係 機関 と連携 しながら、 がん拠点 病院等の相 談支援機能 の
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されて おります。

る 健康 への影 響に つい ては、明 らかな関連 を示す知見 は確認でき ないと

国に よると 、風 力発 電施設か ら発生する 超低周波音 及び低周波音 によ

支援 事業 が行わ れて おり ますが、 今年度は、六 市において 未実施とな っ

わ く未 来ゼミ 」や 、県 や市の福 祉部門によ る生活困窮 世帯を対象 とした

組の ほか 、教育 委員 会によ る全ての子 供たちを 対象とした「あ きたわく

性 もあ ること から 、法 的規制に かかるものに ついては、 事業者が環 境影

期の 実施 を働き かけ るとと もに、実施 中の市町 村において も学習機会の

引 き続 き、県 教育 委員会 と情報共有 を図り、未実 施の市に対 して、早

て おります。

響評 価に おいて 適切 に調査 し、予測と 評価を行 い、必要な 対策を講じる

提 供が 更に広 がる よう 、民間 事業の活用な ども含めて 情報提供に 努める

一 方で 、騒 音等 に関 しては、一 定条件下で は不快感を 引き起こす 可能

こ とに よって 、そ うし た影響 が回避又は低 減されるも のと考えて おりま

など、 きめ細かに 対応してま いります。

し ます。

●教 育委員 会教 育長 （安 田浩幸君）

加 藤議員か らの御質問 にお答えい た

【教育 委員会教 育長（安田 浩幸君）登壇 】

私からは以 上であります 。

す。
この ような こと から 、県とし ましては、今 後の洋上風 力発電の推 進に
向 け、 風車の 大型 化や 集中立地 による騒音 などにかか る知見の収集 や分
析を急 ぐよう、国に 対して要望 してまいり ます。
次 に、 景観 につい てで あります が、再エネ 海域利用法に 基づく本県 沖

はじめ に、学校に おけるがん 教育の実施 率向上につ いてでありま すが、

新し い学 習指導 要領 では、 がんを単独 の疾病として 取り扱い、 生活習慣

での 洋上 風力 発電 につ いては、現 在四海域で 手続きが進 んでおり、 その
うち 二海 域で公 募に よる事 業者の選定 が国において 行われてい るところ

の 改善 やがん 検診 など の一次予 防、二次予 防はもとよ り、治療法 や緩和

か らは、全て の学校で がん教育が 実施されるこ ととなりま す。

ケア とい った三 次予 防に ついても 触れるように 改訂されて おり、来年 度

であ ります。
こう した 中、一 部の 事業者 は環境影響 評価に着手し ており、景 観につ
い ても 、フ ォト モンタ ージュ を示して住 民や行政の 意見を聞く など、事
県と しまし ても 、景 観に関し ては一部の 県民から不 安視する声 がある

も オン ライン を活 用し た近隣 の学校との合 同開催や、 保護者・地 域への

しい 知識 や命の 大切 さを学 ぶ機会とし てがん教 室を開催し ており、今後

県 教育 委員会 では 、女性 特有のがん も含め、生徒 が、がんに 関する正

こ とか ら、事 業者 が選 定され た後に、事業 計画に基づ くフォトモ ンター

公開 など 実施 方法を 工夫 し、がん 教室を拡充 することによ り、がん教 育

業の 実施におい て適正な環境 配慮を行う ための手続 きを進めて おります。

ジュ の提 示を 求め、 周囲 の景観と の調和を検 証していくこ とにしてお り

の推進に努め てまいり ます。

県 立学 校にお ける 就学支 援に関して は、保護 者等に対し 、年度当初 に

めて、今 後の推移を 注視していく 必要がある ものと考え ております 。

大き な変 化は 見ら れない ものの、 新型コロナ ウイルス感 染症の影響 を含

直 近三 か年 におけ る就 学支援 金等の受給 率は、いずれ の校種にお いても

一点目のコ ロナ禍に おける児童 ・生徒への 支援につい てであります が、

次に 、子供の貧 困対策につ いてでありま す。

ます。
私か らは以上で ございます 。
私からは 、子供の貧困 対策のうち 、生活

【健康福祉 部長（佐々 木薫君）登 壇】
● 健康 福祉 部長（ 佐々 木薫君）

困窮世 帯等への学 習支援につ いてお答え いたします。
本県 で行わ れて いる 子供に対 する学習支 援としては、 「あきた子 ども
応 援ネ ットワ ーク 」の ウェブサ イトに掲載 されている 民間団体に よる取
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制度 の周 知を図 って いるほ か、事務室 を窓口と して随時相談で きる体制
を 整え ており 、今 後も こうした 取組の更な る充実を図 ってまいり ます。
また 、市 町村に おい ては、 就学援助制 度に関するリ ーフレット を複数
回 配布 する など 、独 自の取組 を行ってい る事例もあ ることから 、様々な
会議 等の場を通 じて、情報共 有してまい ります。
次に 、イン ター ネッ ト環境の 格差解消に ついてであ りますが、 県教育
委 員会 では、 コロ ナ禍 におけ る休業期間等 の自宅学習 を支援する に当た
り、 通信 環境 が整っ てい ない家庭 に対しては 、無線通信 装置を一定期 間
貸与する こととしてお ります。
今 後、 一人一 台端 末が日 常的に自宅 学習で使 われること を見据え、Ｇ
ＩＧ Ａス クール 構想 を推 進する国の動 向を注視 しつつ、家 庭の通信環 境

十七 番加藤議員 の質問は終 わりました 。

に 対する支援 の在り方 について研究し てまいり ます。
私から は以上であ ります。
●副議長（ 杉本俊比古 議員）
以上 で、本日の 日程は、全 部終了しま した。
本日は 、これをも って散会いた します。
午後 二時十六分 散会
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