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察
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長

警

これより 本日の会議 を開きます 。

報

告

（朗読省略 ）

諸 般の 報告は 、お 手元に 配付してあ ります議 長報告のとおり でありま

長

すので、 朗読を省略 いたします 。
議

一、十 二月 三日、 知事 から次 の議案が提 出された。ま た、下段の とおりそ

令和三年度秋田 県一般会 計補正予算 （第八号）

れぞ れ関係委員 会に付託し た。
議案第二 二二号

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

一、 委員 会に送 付し た陳 情等は、 別紙陳情文書 表（第二号 ）のとおり であ
る。

一 、十二 月三 日、 監査 委員から 例月出納検査 の結果に関 する報告が あり、
本日、 各議員に配 付した。

【令和 三年第二 回定例会（ 十二月議会） 請願文書表

登載省略

（第一号） 及び陳情文 書表（第二 号）は巻末 に登載】
例月出納 検査報告書
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(1)

●議 長（柴田正敏 議員）

日 程第一、一 般質問を 行います。

本日 は、 十五番 佐々 木雄太 議員、二番 松田豊臣議員 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 、十五番佐々

【「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。自由民主党会派の

【十五番 （佐々木雄 太議員）登 壇】（拍手）
●十五番（佐々木雄太議員）

して いる ことな どか ら、来 年以降も米 価の上昇 は見込めないの ではない

か との 厳しい 報道 もあ り、保険 制度の下支 えはあるも のの、農業 経営を

取り巻 く環境の更 なる悪化が憂 慮されます 。

「 生産 農業 所得 統計 」によると 、本県の農 業産出額に 占めるコメ の割

合 は、 東北に おい て第 一位とな っており、コ メは本県農 業にとって 重要

な基 幹作 物であ りま す。そ れだけに、 今般の米 価下落は農 家の大きな収

入 減に つなが ると 同時 に、営 農意欲の減退 や、新規就 業者創出へ の影響

が懸念 されるとこ ろでありま す。

七年 前の二 〇一 四年 産米の生 産者概算金は 、前の年と 比べ三千円 の大

幅 下落 となる 八千 五百 円であり 、過去最低 を記録しま した。当時、 ＴＰ

中 でも あり 、農家 経営 を取り 巻く見通し は大変厳しい ものであり ました

佐 々木 雄太で ござ いま す。本日 、一般質問 の機会を与 えてください まし
質 問に 入る 前に、 今現 在、第九 十二回都市 対抗野球が東 京ドームで 行

が、 単位 農協 によ る概 算金の上積 みや、自治 体の補助・ 融資制度の 支援

Ｐ、 環太 平洋パ ート ナー シップ協定の 合意に向 けた交渉が 進められる 最

われ てお りま す。 秋田 県にかほ市 代表として ＴＤＫ野球 チームが出 場し

が広 がり 、価格 下落 に対処 したことで 、農家の経営 維持につな がりまし

た先輩 、同僚議員の 皆様方に感 謝を申し上 げます。

てお りま したが 、昨 晩二回 戦が行われ 、惜しくも試 合には敗れ てしまい

た。

策 を求める意 見書」が 提出されて おります。

先般 、大 仙市市 議会 から国 、県に対し 、「米価下落 に伴う緊急 の対応

ま した 。ベス ト八 入り を逃して しまいまし たが、選手 たちが必至 に東京
ドー ムと いう大 舞台 で頑 張ってる 姿に、多くの 勇気をいた だきました 。
改 めて ＴＤ Ｋナ インの 選手一 同に、お疲 れさまでし たと心から エールを

Ｊ Ａ全 農あき たは 、県 内各ＪＡ に支払う、二 〇二一年産 あきたこま ち

まずはじめ に、米価 下落と今後 の農業政策に ついてであ ります。

米対 策に つい て、ど のよ うに取り 組んでいく のか、知事の 見解を伺い ま

て 支援 策を考 えて いる のでし ょうか。また 、米価安定 のための過 剰在庫

公庫 のセ ーフテ ィネ ット資 金の活用を 紹介して いるようで すが、県とし

県 は、 今般の 米価 下落に 伴う農家の 収入減に対し ては、日本 政策金融

一等 米六 十キ ログラ ムの ＪＡ概算 金を、前年 同期に比べ二 千円安い、 一

す。

送 り、 通告に 従い まし て一般質 問を行わせて いただきた いと思いま す。

万六百 円と 発表 して います 。昨年も前の 年と比較し て七百円下 落してお

すが 、こ の背 景に は、新 型コロナ ウイルスの 影響などに より、主に 外食

荷 ・販 売段 階の在 庫数 量」は 、前年同月 で二十四万ト ン増加して おりま

農林水産省が取りまとめた、令和三年九月末現在の「コメの全国出

用水の取 水にも活用 されている二 級河川象潟 川の全面改 修も視野に 入れ、

事業に 併せ、一級 市道象潟前 川線の全線 整備や、地区 内の中央を 縦断し、

ら 、国 天然 記念物 「九 十九島 」周辺のほ 場整備計画を 策定しまし た。本

り、 耕作 放棄地 の増 加が 進み、景観保 全にも支 障をきたし ていること か

本 年七 月、に かほ 市では 、農業従事 者の高齢 化や担い手不足 などによ

向けの販 売不振でコ メの在庫が余 っているこ とが挙げら れます。さ らに、

ほ場 の区画化や ネギなどへ の高収益作 物への転換、 スマート農 業の導入 、

り、 二年連続で 米価安が進 んだことにな ります。

人 口減 で需要 自体 が減 少してい るほか、一 世帯当たり の購入数量 も減少
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てお り、 令和五 年度 事業 採択に向 けて各種調整 に取り組ん でおります 。

「 景観 保全型 ほ場 整備 」は、県 内初となる 先駆的な取 組として注 目され

島周辺の無電柱化などを盛り込み、営農継続と景観保全を両立させる

のあ る農 家への 支援 も必 要だと思 っていますが 、県として どのような お

利 地域 で頑張 って おら れ、小規 模ながらも 農業を継続 したいとい う希望

私は 、農地 集約 によ る大規模 化の促進と ともに、中 山間地域の条 件不

次に 、防災・減 災対策につい てでありま す。

考 えなのか、 知事の見 解を伺いま す。

キ クな どの産 地が 飛躍 的に拡大 しております 。一方で、 食味の良さ を徹

マグ ニチュ ード 九・ ○、二〇 一一年三月 十一日十四 時四十六分 頃に発

本 県では、こ れまでも水 稲偏重から の脱却を 掲げて、えだま め、ネギ 、
底的 に追 求した 期待 大の高 級ブランド 米として 、本年十一 月六日には、

生 した 東日本 大震 災。 あの日 、あのとき、 皆さんはど こでどのよ うに過

難さ れてい る方 もい らっし ゃいます。あ れから十年 という月日 がたちま

本 県が 九年の 歳月 をか けて開 発した「サキ ホコレ」が 先行販売さ れまし
今年 度は、 複合 型生 産構造へ の転換の加速 化や、秋田 米の戦略的 な生

し た。 今なお 、日 本人 として、 東北人とし て、決して 忘れることの でき

ごし てい たと きだっ たで しょうか 。いまだ多 くの行方不 明者がおり、 避

産 ・販 売の促 進な ど、 施策を七 分野に区分 し、今後の 方向性を打ち 出し

ない 出来 事であ りま す。 私自身、防災 士の資格 取得を志し た大きなき っ

た。

た、 「新 時代を 勝ち 抜く 攻めの農林水 産戦略」 が最終年度 を迎えます 。

地震 、津 波、 噴火 、台風 、大雨、豪雪 など、日本 は自然災害 が多い国

か けにもなり ました。

評価 し、 どの よう な課 題があると 認識してい るのか。ま た、その評 価と

です 。令 和二年 度版 「情報 通信白書」 によると、平 成二十年か ら三十年

そ こで 、こ れまで 取り 組んでき た農業施策 及び本県農業 の現状をど う
課題 を踏 まえて 、次 期プラ ンではどの ような取組を 行っていく のか、知

ま での 期間に おい て、 全世界で 発生したマ グニチュー ド六以上の 地震の

約一 三・ 一％は 日本 で発 生してお り、災害によ る被害額を 見ても全世 界

事の 見解を伺い ます。
また、農業政策については、平成二十五年十二月に国が「農林水産

死 者数 の中で 大き な割 合を占 めるようにな ってきてお り、これは 宅地開

の 一七 ・五 ％を 占めて います 。また、近 年は、豪雨 災害が毎年 のように

本 県で も農地 の集 積・ 集約化を 促進し、大規 模化による 経営基盤の 強

発が 都市 郊外 の丘陵 地や 急傾斜地 を利用する ことが多くな り、宅地造 成

業 ・地 域の 活力 創造プ ラン」 を示し、農 地集約化の 主要な役割 を果たす

化や 複合 型生 産構造 への 転換とし て、園芸メ ガ団地化など の取組に力 を

により新たな 「がけ」 が形成され ていること も原因と考 えられていま す。

日 本各 地で発 生し 、短 時間豪雨 が山崩れやが け崩れ、土 石流災害を 引き

入れて おり 、二 〇二 〇年農 林業センサス によると、 本県におけ る一経営

国 土交 通省が 令和 三年一 月から二月 に全国十 八歳以上の個人 一万人を

農 地中 間管理 機構 が設 立される など、農業の 法人化、大 規模経営農 業へ

体 当た りの耕 作面 積は 、前回の 二〇一五年 調査に比較し て約二五％ 増加

対象 とし て実施 した 、「 防災に関する 国民意識 」のインタ ーネットア ン

起こ すな どし、 激甚 化・頻 繁化から、 地震、津 波を除く自 然災害による

して おり 、農地 の集 積化 が着実に進ん でいます 。農地を集 約し競争力 を

ケ ート によ ると、 「最 近二年 から三年に 行っている自 然災害への 対策」

の構造改 革を促して きました。

高 めな けれ ば、多 様な 担い手 、特に若い 人にとっての 農業は、魅 力のな

では 、十 年前 に比 べて、 「何もし ていない」 人の割合は 十二・五ポ イン

家 具な どの転 倒防 止、 ハザード マップや避 難場所、経 路の確認、 防災情

ト減 少す る一方 で、 食料や 水等の備蓄 や非常持ち出 しバッグ等 の準備、

いもの になってし まいます。
一方 で、本 県の 農業 経営体数 は、二万八 千九百四十七 経営体で、 約九
六％ が個人経営 であります 。

- 272 -

報の 収集 など、 何か しらの 防災対策を 講じてい る人の割合が増 加してお
り 、日 常生活 にお いて 、防災・ 減災に取り 組むことの 意識は高ま ってき

割減少し 、このまま では地域防災 力の低下を 招いてしま います。

消 防団 の活動 は、 災害 時の消火活動 というイ メージが持 たれがちで す

け る消 防防 災の リー ダーとし て、非常時 のみならず 、住民の安 心と安全

が、 消防 組織法 に基 づき 市町村に 設置される消 防機関であ り、地域に お

災 害の 状況 によ って は、行政機 関の被災な どにより初 動活動等が 制限

を 守る 役割を 担っ てお り、消防 団員の減少は 本県のみな らず、全国 各地

ている ものと考え られます。
さ れる 可能性 や、 より 地域に密 着した即時対 応が求めら れる場合に は、

域におい て切実な課 題となって いるところ であります。

本 県で は、本 年二 月、 秋田県消 防協会による 、四十歳以 下の「若手 消

防災 教育 を受け てい る地域 のリーダー となる存 在が不可欠 であり、こう
し た災 害リス クに 対応 するた めには、平時 から地域の 防災力の充 実強化
阪神・淡路大震災を教訓に、平成十五年には地域防災の担い手リー

の向上について」、「消防団活動に感じる課題、活動しやすい環境を

分か れたデ ィス カッ ション を行い、それ ぞれが「消 防団のイメ ージ改善

防団 員」 の交 流会が 開催 されてお ります。約 二十名が四 つのグループ に

ダ ーを 育成す るこ とを 目的とし た、日本防 災士機構が 設立されまし た。

作っ てい くため には 」、 「こんな消防 団活動は 嫌だ」など といったテ ー

を図る ことが重要 となります 。

防災 士は 、自助 、共 助、 協働を原則と して、防 災に関する 知識と技能 を

私自 身、 防災 士の 資格も 持ち、地域の 消防団の一 員でもあり ます。防

マ を設定し、 若手から の視点で様々な 意見が出 されました 。

れる リー ダー で、 令和 三年十月末 現在、全国 で二十一万 五千五百十 八名

災士 や消 防団を 中核 とした 地域防災力 の強化と充実 を図るため には、こ

習 得し 、社 会の様 々な 場で防 災力を高め る活動に取り 組むことが 期待さ
が防 災士 の認証 を得 ており 、秋田県は 一千三百三十 四名で、四 十七都道

う した 若い人 の意 見を 施策に取 り入れる必 要がありま す。また、 本県の

場合 、消 防団員 数の 総数 は減少傾 向にあるもの の、女性消 防団員数は 五

府県 中四十四番 目でありま す。
本県 には 、防災 士養 成研修 や資格取得 試験を受ける 機関がない ことか

女 性や 学生に よる 消防団 活動も含め 、県は消防団 組織の現状 をどう認

年 前と比べて 六十六名 増えており ます。

が 定め る要件 を満 たす ことで、 都道府県が「 防災士養成 機関」の認 証を

識さ れ、 今後の 消防 団組織 をどう盛り 上げてい く方針か、 知事の見解を

ら 、防 災士 の資 格は県 外で取 得しなけれ ばなりませ ん。日本防 災士機構
受け るこ とがで きま す。ま た、にかほ 市では、 防災士育成 のために、資

伺 います。

本年十 月十 二日 、気 象庁より 、「緊急速報 メール配信 の見直しに つい

次に、 防災アプリ の積極的な 活用について であります 。

格 取得者に対 して講座受講 料等への補 助制度を 創設してお ります。
本県 でも 資格 が取得 できる ように防災 士養成機関 として認証を 受ける
ことに 加え 、県 とし てこう した補助制度 創設の考え はないか、 危機管理

報メ ール などの プッ シュ 型の伝達手段 で通知さ れる体制が 整ってきた こ

て 」発 表があ りま した 。見直し の内容は、 「自治体の避 難情報が緊 急速

議場にいる 皆さんも ぜひ防災士 資格取得に チャレンジ してみません か。

と など 」に より、 これ まで気 象庁が行っ てきた「気象 等及び噴火 に関す

監の 見解を伺い ます。
次 に、消防団 員の活用に ついてであり ます。

ます。こ の配信終了 については、 後に自治体 の要望によ り一旦見送 られ、

る特 別警 報の 緊急 速報メ ールによ る配信」を 終了すると いうもので あり

精神 に基 づき活 動を 行って いる消防団 員も年々減少 傾向にあり 、本県の

現 在は 配信を 続け るか どうか、 各自治体に 調査を行っ ている段階 である

消防 団は 地域 防災 の要であ ります。「 自らの地域 は自ら守る 」という
消 防団 員数は 、人 口の 減少・少 子高齢化な どにより、 五年前に比 べ約一
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本 県で も、ど こで 、何 が起きている のか、防 災・緊急情 報を早く、 正

らの 通知 を受け 、接 種対 象者やそ の保護者に対 して、個別 に通知する こ

部 長答 弁では 、「 定期 接種に係 る情報提供 に関しては 、昨年十月 に国か

さき の六月 県議 会に おける、 島田薫議員 の一般質問 に対する健康 福祉

確に 知り 、住民 の適 切な 避難行動 等につながる よう、防災 情報システ ム

と につ いて 、市 町村 等に周知 したところ であり、今 年度、全市 町村が対

と聞いて います。

と 連携 した 防災 アプ リの活用 など、いち 早く県民へ 必要な防災 情報を伝

象者 等への通知 を予定してい る」との答 弁でありま した。

また 、県医 師会 では 、接種率 を向上させ ることを目 的として、 昨年七

え る手 段を強 化し てい くべきと 考えますが、 危機管理監 の見解を伺 いま
す。

月 に「 ＨＰＶ ワク チン 推進プ ロジェクト委 員会」を発 足させてお り、郡

私の 出身地 域で ある 、にかほ 市では、令和 元年度に高 校一年生、 昨年

次 に、ＨＰＶ ワクチン接種 についてで あります。
Ｖワ クチン は、 平成 二十五 年四月に、予 防接種法に 基づいて市 区町村が

度 は中 学一年 生か ら高 校一年生 に対して、 ＨＰＶワク チンが定期接 種で

市医師 会に対して 要望書を提 出しています 。

主 体と なって 実施 する 「定期接 種」に追加 され、小学 六年生から高 校一

ある こと の通知 を送 付し たところ、明 らかにワ クチン接種 率の上昇が 見

子宮 頸が んな どの原 因とな るヒトパピ ローマウイ ルスを予防 するＨＰ

年生の 女子が原則無 料で受けら れるもので ありました 。

ら れておりま す。

新型 コロ ナウ イル ス感染 症の拡大によ る接種控え が広がる中 、ＨＰＶ

し かし、接種 後に広く全 身に痛みが出 るなどの症 状が起きた ことから 、
同年 六月 には 、厚 生労 働省におい て、定期接 種の位置付 けは維持す るも

年者 であ ること から 、中 高等学校 において、「 子宮頸がん に理解を深 め

ワク チン の接種 率向 上には 、子宮頸が んとＨＰＶワ クチンに関 する正し

「積 極的 な勧奨 」と は、市 区町村が対 象者や保護者 に対して、 標準的

る 時間 」を 設定 するこ とや、 実際に子供 たちが接種 行動に移る には、親

のの 、予 防接種 対象 者への 積極的な勧 奨を一時的に 差し控える べきとさ

な 接種 期間 前に 接種を 促す周 知の取組で 、それまで 行われてい た接種対

の 理解 が必要 にな るこ とから、 例えば、親子 で学べる分 かりやすい リー

い 理解 を周知 して いく ことが必 要でありま す。定期接 種の対象者 は未成

象 者等 への個 別通 知も 中止が続 いてきました が、本年十 一月十二日 に開

フレ ット の配布 やＳ ＮＳを 活用した動 画配信な どによる周 知を、積極的

れて きました。

催さ れた 厚生労 働省 の検討 部会におい て、「積 極的な勧奨 」を再開する

か つ県内統一 的に行うべき であると考 えます。

ま た、 さきに 述べ たよう に、ＨＰＶ ワクチン の定期接種は、 定期接種

た県の取組状 況につい て、知事に 伺います。

現在 の県 内市 町村の 周知の 状況と、そ れを踏まえ た接種率向上 に向け

方 向が示され ました。
多く のヒ トパ ピロー マウイ ルス感染症 は自然治癒 するようです が、日
本では 、お よそ 七十 三人に 一人が子宮頸 がんと診断 され、毎年 約二千八
百 人の 女性が 亡く なっ ており、 症例のほと んどがヒトパ ピローマウ イル

間が 長く 、特 に五 十歳未 満の若い 世代で罹患 の増加が見 られるのが 特徴

ま た、 この ウイル スは 、感染し てから子宮 頸がんを発症 するまでの 期

クチ ン三 回にか かる 五万円 ほどの費用 を負担して、 自費接種す ることに

料で 打て る時 期を 逃した 女性がワ クチン接種 を希望する 場合、ＨＰ Ｖワ

的 に差 し控 えるべ きと されて きました。 そのため、定 期接種でき ず、無

の位 置付 けは維 持す るも のの、予防接 種対象者 への積極的 な勧奨を一 時

であ るこ とから 、子 宮頸が んの撲滅に は、ＨＰＶワ クチンの接 種率を向

なり ます。

スに起因 していると 言われてい ます。

上さ せることが 必要である と考えます 。
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の 後、時代を経 て、平成二 十二年から 「ふ化放 流事業」の集約 化を行い 、

ケの 習性 に着目 した 「育て る漁業」を 実践して きたわけであり ます。そ

接 種す る機会 を逃 して しまった 人に対する 救済措置を 実施する時 期を議

県内 十三 か所あ った ふか 場は現在 五か所となり 、年間二千 万尾の稚魚 を

国は、今後 、積極的 勧奨が差し控え られたこ とで情報が 十分に届か ず、
論する ようですが 、既に、一部 の自治体で は国の救済 措置を待た ずして、

放 流し、約四 万五千尾 の親魚を捕 獲していま す。

本 県で 最も採 卵数 が多い ふ化場は、 にかほ市の「 川袋ふ化場 」で、川

独 自に 無料 接種 でき る支援を 開始したと ころもあり ます。本県 において
も 、接 種を希 望す る方 が無料で 接種できるよ う公費負担 の支援制度 を設

袋川 の捕 獲数と とも に、本 県の約五割 を占めて おります。 同市には奈曽

え、 鳥海 山の 伏流水 を源 とする清 流を守り続 けてきた、 環境保全の努 力

ける べき と考え ます が、キ ャッチアッ プ支援に 対する知事 の見解を伺い
次に、 サケ資源の 確保とブラ ンド化につい てでありま す。

の賜物であろうと思います。また、ふ化場では、市内小学生を対象に

川 を利 用した 「関 ふ化 場」も あります。こ れは、山、 川、海を一 体と捉

秋サ ンマの 不漁 、サ ケの漁獲 量減少、日本 における今 年秋の不漁 見通

「 サケ 稚魚放 流体 験」 を行うな ど、稚魚放 流を通じて 、ふるさと教 育の

ま す。

し が発 表され てい ます が、近年 は、毎年の ように、「 魚の漁獲量が 減っ

学びの 場を提供して います。

本 県は 、「 つくり 育て る漁業」 による資源 の維持・増大 を図る取組 を

てい る」 、「不 漁だ 」、 「魚がいない 」といっ た話題を耳 にすること が
増 えてきまし た。

現 在の 漁船漁 業の 六割 は沖合漁 業が占めて おりますが 、海水温度 などの

十九 年を ピーク に減 少し、 今では約三 分の一までに 落ち込んで います。

的に 低下 してい ます 。本 年一月に は、不漁によ り卵の確保 が困難とな っ

し かし ながら 、さ きに 述べたように 、サケの 回帰率は本 県を含め全 国

技術開発 や、放流事 業団体が生産 した稚魚の 購入、放流 を行ってい ます。

進め てお り、 サケ につ いても、放 流量の確保 を目的とし た発眼卵放 流の

環境 変化 の影響 を受 けや すく、漁 獲量は時々で 変わります 。また、沿 岸

た ため に、 岩手 県宮古 市に対 して、友好 交流都市の 大仙市がサ ケの卵三

水産 庁の 水産 白書 による と、日本の漁 業・養殖業 の生産量は 、昭和五

漁 業の 割合 は二 割から 三割へ と増えてい るものの、 沿岸の開発 による水

地 域文 化や地 域の 振興 、活性 化の貢献に重 要な役割を 果たしてい ます。

十 五万 個を無 償提 供の 支援も行 っています。 しかるに、 サケのふ化 放流

消 費さ れる生 鮮魚 介類 の種類も 変化しており 、流通や冷 蔵技術の発 達

県で は、 現在 のサケ の漁業 生産量を維 持するため には、稚魚の 放流尾

産 生物 の減少 や、 サケ やマスの 回帰率の低下 などによっ て、生産量 は減

など によ って 、イカ やエ ビが上位 だった平成 元年と比較し 、現在はブ リ

数の確 保が 必要 であ ると認 識しているも のの、ふ化 場の機能維 持や資金

事業は、 事業性が第 一であるこ とはもちろん ですが、そ れだけでは なく、

やマグ ロ、 サケ など がよく 食べられてい ることから 、日本が最 も輸入し

等の 不足を課題 としている ようでありま す。

少してい ます。

てい る水産物は 、サケ・マ ス類でありま す。

以上を踏ま え、生産 組合と、よ り連携を深 めながら、 技術指導のほ か、

観 光、 教育 、加工 など 、サケ を素材とし た本県の新た なブランド 魚づく

サケ は、川 と海 を行 き来す る魚の代表種 であります が、現在は 海で漁
獲 され るサ ケのほ ぼ一 〇〇％ が人の手で 育てた稚魚を 放流したも ので、

りを積 極的に進め ていただき たいと考え ますが、知事 の見解を伺 います。

令 和三 年第一 回定 例会（ 二月議会） で、私が 一般質問を しました「 児

次に、児童 家庭支援 センター開設に ついてで あります。

秋サ ケ漁 は、 各地 の川で 放流した 稚魚が数年 かけて繁殖 のために放 流し
た川に戻 る習性を利 用したもので す。
本 県の サケふ 化放 流事業 史は明治ま で遡り、 百二十五年 以上前から サ
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童家 庭支 援セン ター 開設」 について、 当該開設 に向けた現在の 進捗状況

組 むため、「子 ども庁」創 設に向けた 議論を進 めております。

を踏 まえ 、国で は、 家庭で 虐待を受け ている子 供の支援に重点 的に取り

本県 にお いても 、児 童家庭 支援センタ ー等の開設整 備は早急に 進めて

を 改めて質問い たします。
子育 て家 庭を取 り巻 く近年 の社会環境 は、核家族化 の進行や共 働き家

い ただ きた いと 考え ますが、 現計画の整 備を前倒し することな どについ

●知事 （佐 竹敬久 君）

県 当局の答弁 を求めま す。

おは ようございま す。佐々木 議員の一般 質問にお

【知事（ 佐竹敬久君 ）登壇】

●議 長（柴田正 敏議員）

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。

て健 康福祉部長 の見解を伺い ます。

庭 の増 加な どか ら、 子育ての 孤立感や負 担感が大き く増してお ります。
「 児童 相談所 での 児童虐 待相談対応 件数とその推 移」を見る と、平成
二年 度か ら一貫 して 増加傾 向にあり、 平成十二 年の「児童 虐待の防止等
に 関す る法律 」が 施行 される 前年以降は、 更に上昇カ ーブに勢い がつい
てい るこ とが 分かり ます 。加えて 、コロナ禍 におけるス トレスや生活 不
安な どから 、相 談対 応件数 は、昨年度に 初めて二十 万件を超え 、本県で

答え を申し上げ ます。

まず、 米価の下落と 今後の農業 政策でござ います。

も 六百 五十一 件と 過去 最高とな り、対前年 度比の伸び 率は一一％と 全国
平均 の約 二倍と いう 状況 にあります。 その内訳 は心理的虐 待が半数以 上

円ま で概 算金 が下 落し 、対応でき る公庫資金 がなかった ことから、 県単

ま ず米 価の 下落で ござ いますが 、七年前の 平成二十六年 は、八千五 百

さら に、 「児 童・ 生徒の 自殺者数」も 年々増加傾 向にありま す。昨年

独で 無利 子資金 を措 置しま したが、今 回は、新型コ ロナ対策と して、無

で 、次いで、 身体的虐 待、ネグレクト が占めて います。
に自 殺し た児童 ・生 徒は、 小中高生の いずれでも増 加しており 、全国で

利 子・ 無担保 の有 利な 公庫資金 があり、迅 速な対応が 可能であっ たこと

から 、そ の活用 を促 して いるとこ ろであり、引 き続き、農 家の資金繰 り

四百 七十九人と 統計史上で 最悪となり ました。
現下 の子 供を取 り巻 く環境 の厳しさは 、はっきりと 数字として 表れて

等 の相談活動 を行って まいります 。

ま た、 アフタ ーコ ロナを 見据え、業 務用需要に対 応した低コ スト稲作

お ります。
さ きの 一般質 問で も取り 上げたよう に、本県は、 「秋田県社 会的養育

さら に、 過剰 在庫対 策とし て、本年産 米が新たな 在庫として積 み上が

を推 進す るため 、六 月と九 月に補正予 算を措置 し、スマー ト農機等の導

同セ ンタ ーが 果たす べき 機能など を踏まえた 上で、関係機 関等と情報 共

ること のな いよ う、 新米シ ーズンに加え 、需要が落 ち込む冬期 間の販売

推進計画」において、「児童家庭支援センター等の開設の検討を進め

有を進 め、 整備 の要 否など を検討する」 としていま す。また、 さきの健

キ ャン ペーン の実 施や 、外食チ ェーンとの 商談、贈答需 要に対応し た商

入 を支援して おります。

康 福祉 部長の 答弁 にお いても、 「児童家庭 支援センター を整備して いく

品開 発な ど、Ｊ Ａグ ルー プ等が行う販 促活動を 支援してい るところで あ

る 」とし、さ らに「令和三 年度以降、 順次開設 する計画を 盛り込む一方 、

必要 があ り、関 係機 関と より具体的な 検討を進 めていく」 との力強い 答

り ます。

て 、私 から直 接要 望し たところ であり、引 き続き、米 価の安定に 向けた

隔離 効果 を確実 に発 揮する よう、先般 の政府主催の 全国知事会 議におい

加え て、 国に 対し 、特別枠 として設定 した十五万 トンについ て、市場

弁 をいただき ました。
その 後、 まず は一 か所目の 開設に向け た検討がど の程度進ん でいるの
か、現状 においての 具体的な進捗 について健 康福祉部長 に伺います 。
さ らに 、児童 を取 り巻く 環境がコロ ナ禍で深 刻さを増し た厳しい現 実
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施策の充 実について 、国に働きか けてまいり ます。
ま た、 これま での 取組 の評価と新プ ランにお ける今後の 取組でござ い

らず 、県 独自に 、園 芸施設 の整備や繁 殖素牛の 導入、条件不利 農地を借

り 受け る経営 体へ の支 援を行う など、意欲 的な取組を サポートし ている

人 化や 産地化 など に重 点的に取 り組んできた ところであ り、担い手 への

県 では 、複 合型 生産 構造への転 換を図るた め、農林基 金を創設し 、法

価値 の創 造など 、小 規模で あっても意 欲のある 農業者の取 組を支援して

極 的に 推進し 、生 産性 を高める とともに、地 域資源の活 用による新 しい

今 後は 、農 家負 担が なく、小規 模な団地で も実施可能 なほ場整備 を積

ところ であります 。

農地 の集 積や新 規就 農者の 確保が進ん でいるほ か、エダマ メやネギ、シ

ま いります。

ます。

イ タケ が全国 トッ プク ラスの 産地に成長し 、全県で複 合化が軌道 に乗る
この ような 中、 販売 農家の減 少や高齢化に 歯止めがか からず、労 働力

災 消火 にとど まら ず、 災害時に おける避難 誘導のほか 、平時の火災 予防

消防 団は、 地域 の消 防防災体 制の中核的役 割を果たす 存在であり 、火

次に、 防災・減災 対策につい て、消防団員 の活用でご ざいます。

不 足が 深刻化 する 一方 、世界的 な食料不安 が顕在化し てきており、 食料

や救命 手当の普及指 導など、多 くの役割を 担っており ます。

など、 成果が着実 に現れてき ております。

安全 保障 の見地 から も、 広大な農地を 有する農 業県として 、食料供給 力

に前 に進 めてい くこ とが重 要であり、 地域で品目や 目標を定め 、その実

今後 は、 生産 性を 高めて 収益力の向上 を図りなが ら、複合化 路線を更

年 層団 員が少 なく なっ てきてい ることから 、将来の地 域防災力の 維持が

るも のの 、少子 高齢 化によ り減少が続 き、年齢構成 においても 中堅・若

団が 結成 され るな ど、 女性団員や 学生団員の 確保に一定 の成果が見 られ

本 県に おい ては、 看護 学生によ り避難所運 営や応急手当 等を行う消 防

現 に向 けて、 メガ 団地 の整備や スマート農 業の導入等 を行う意欲 的な取

困難に なるおそれ があるものと 認識してお ります。

の 強化が求め られてい ます。

組を サポ ートす ると とも に、その ベースになる 基盤整備に もしっかり と
ま た、 基幹と なる 米につ いては、「 サキホコレ」 を全国トッ プブラン

での 幅広 い意見 を反 映した 消防団運営 を市町村 に求めると ともに、国の

や 、過 重な負 担が かか らない訓 練の実施など 、若手団員 による交流 会等

中 堅・ 若年 層の 加入促 進に関し ては、報酬 等の引上げ による処遇 改善

ドに 推し 上げる とと もに、 これを頂点 として、 「あきたこ まち」や多彩

モ デル 事業を 活用 し、 子供連 れでも安心し て活動でき る環境づく り等に

取 り組んでま いりたい と考えてお ります。

な オリ ジナル 品種 等を 組み合 わせ、様々な 需要に対応 できるお米 のオー

市町 村と 連携 して取 り組 みながら 、消防団の 更なる魅力向 上に努めて ま
いります。

ルラウ ンダーを目 指してまい ります。
小規模農家に 対する支援 でございま す。

今年 度、県 内全 ての 市町村 で個別通知が 行われるこ とになって おり、

次に 、ＨＰＶワ クチンでご ざいます。

県土 の保 全など 多面 的な 機能を有して おります が、平地と 比べ、耕作 条

県 医師 会と 連携し 、適 切な通 知が行われ るよう、市町 村へ働きか けたと

本県 の耕地面積 の約四割を 占める中山間 地域は、食 料生産はも とより、
件 が不 利な 農地が 多く 、担い 手不足がよ り深刻化して いるなどの 課題を

また 、国は 、先 月二 十六日付 で市町村に 対し、ＨＰＶ ワクチン接 種の

ころで あります。

この ため、 国の 「中 山間地域 等直接支払 交付金」など を活用し、 農業

個 別勧 奨を実 施す るよ う通知し ており、県 としまして も、同日、 通知の

抱えて おります。
生 産の 継続や 農地 の保 全を支援 するととも に、経営規 模の大小に かかわ
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こう した ことか ら、 県では 、令和元年 度から地域防 災力の向上 に積極

減災 にか かる知 識・ 技能を 伝え、地域 の防災力 を高める重要な 担い手と

なお 、積 極的な 接種 勧奨が 控えられた 期間に、定期 接種の機会 を逃し

的 な人 材に 対し 、防 災士資格 を取得等す るための助 成を行うな ど、市町

内容 につ いて、 市町 村及び 関係機関に 周知する とともに、協力 を求めた

て しま った 方に つい ては、国 の「予防接 種・ワクチ ン分科会」 で救済措

村 と連 携しな がら 、地 域に密着 した自主防災 組織の組織 化を支援し てい

し て活躍するこ とが期待さ れています 。

置 を実 施する 方針 が示 されたこ とから、今後 、対象者や 実施時期な どの

るところ であります 。

と ころでありま す。

詳細が固 まり次第、 遅滞なく市 町村と情報 共有を図って まいります 。
サケ は、 漁獲 量が多 く本県 の重要な魚 種であると ともに、県 内各地で

要望 をいた だい てい ること から、その認 証取得に向 け取り組ん でまいり

えて おり 、多 くの市 町村 から、県 による防災 士養成機関 の設置につい て

ま た、 地域防 災力 の向 上には、 防災士の更な る育成が必 要であると 考

稚魚 放流が 行わ れ、 内陸部 では紅葉漬け などの郷土 食に利用さ れている

ます 。

次 に、サケ資 源の確保とブ ランド化で ございます 。

ほ か、 塩蔵し たサ ケは 「ぼだっ こ」として 親しまれる など、地域文 化に
こ のよ うな 中、近 年、 全国的に 不漁が続い ており、本県 においても 、

トフ ォン のユ ーザ ーに 対し、緊急 速報メール による配信 が行われて いる

気 象庁 によ る気象 等に 関する特 別警報につ いては、携帯 電話やスマ ー

次に、 防災アプリの 積極的な活 用について であります 。

先月 中旬 まで の採 卵用 サケの捕獲 数が平年の 半分程度に とどまって いる

ほか 、消 防庁の Ｊア ラート システムに より、県や市 町村に情報 が伝達さ

深く根 差した魚であ ります。

こと から 、国の 技術 指導を 得ながら、 ふ化率や生存 率の向上に より、放

れ てお り、市 町村 はこ うした情 報を防災行 政無線や登 録制メール 等で住

につ いてお答え いたします 。

●健康 福祉 部長（ 佐々 木薫君 ）

私から は、児童家庭 支援センタ ーの開設

【健康福 祉部長（佐 々木薫君） 登壇】

私 からは以上 であります 。

かつ正確 な情報提供 に努めてま いります。

活 用な ど先進 的な 伝達 手段の調 査・研究を 行いながら、 引き続き、 迅速

る上で 重要 であ るこ とから 、防災情報シ ステムと連 携した防災 アプリの

多様 な伝 達手 段によ る災害 情報の提供 は、住民が 適切な避難行 動を取

Ｓ で自動発信 しているとこ ろでありま す。

示」 に相 当する 情報 につい ては、防災 情報シス テムとの連 携によりＳＮ

ポータルサイトで提供するとともに、全員避難を呼びかける「避難指

ま た、 県で は、 気象警 報など「 高齢者等避 難」に相当 する情報を 防災

民に発 信しており ます。

流す る稚魚の確 保に努めて いるところ でありま す。
また 、今 年度、 三か 所のふ 化場に対し 、水槽の増設 など飼育環 境の改
善 に向 けた 施設 整備を 支援し ており、引 き続き、ふ 化放流団体 と連携し
なが ら、資源の 維持に努めて まいります 。
併せ て、加 工品 の開 発や、秋 サケのシー ズンに小売 店でキャン ペーン
を 行う など、 本県 の多 様な食 文化と相まっ て、秋田の サケのブラ ンド化
につな がる取組を 行ってまい ります。
私からは以上 でございま す。
私からは、 防災・減災 対

【総務 部危機管 理監（兼） 広報監（土田 元君）登壇 】
●総務 部危 機管 理監 （兼 ）広報監（土田 元君）
策 について、 二点お答 え申し上げます 。
はじ めに 、防 災士 養成機関 としての認 証と資格取 得に対する 補助制度
の創設に ついてであ ります。
防 災士 は、行 政機 関や自 主防災組織 と連携し て、地域の 方々に防災 ・
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今年 度は、 児童 相談 所のほか 、関係市町 村や児童養 護施設を構成 メン
バ ーと する検 討会 を設 置し、六 回にわたっ て話合いを 重ねてきた ところ

以上です。
● 十五番 （佐 々木 雄太 議員）

定 期接 種の 時期 を逃 してしまっ た方々への キャッチア ップ支援は 国の

も う一点だけ 、キャッチ アップ支援 につい

こ の検 討会 では 、セ ンターの設 置場所や職 員体制のほ か、児童相 談所

ほ うで 今、検 討部 会で 鋭意進め ておりますが 、具体的に いつからと いう

てであ ります。

と の役 割分担 や、 市町 村に対す る支援業務、 関係機関と の連携の在 り方

ことはま だ分かって おりません 。知事、ぜ ひとも秋田県 として先ん じて、

であり ます。

など、具 体的な内容 について協 議し、一か 所目となる県 央部につい ては、

キ ャッチアッ プ支援してい ただくこと はできま せんでしょ うか。

措置 するというこ とは、国の ほうでは決 まってお

ワク チン の配分 、こ れと の関係がある と思いま すので、十 分にそのあ た

りま すので、あ とは、国の ほうで予算や 実施要領が いつ定まる か。あと 、

●知事 （佐 竹敬久 君）

【知事（ 佐竹敬久君 ）】

来 年度中に、 にかほ市内に 開設するこ とを目指 しておりま す。
なお 、県 北・ 県南地 域につ いては、で きるだけ早 期の開設に 向け、関
係自 治体や 業務 を委 託する 児童養護施設 など、関係 機関との調 整を継続
して まいります 。
私から は以上であり ます。

との 協議 も必 要で すが 、場合によ っては県で 先行措置し て、後で国 から

り は注 意し ながら 、い ずれあ まり国のほ うが遅くなる ようであれ ば、国

ＨＰ Ｖワ クチ ン接 種につ いてでありま す。個別通 知に関して 再質問さ

その 分を 補てん する という こともでき るかどうか確 認の上、慎 重に注意

私から再 質問させ ていただき ます。

せて いた だきま す。 国のほ うからの通 達を受け、県 のほうでも 各市町村

深く やっていき ます。

●十 五番（佐々 木雄太議 員）

に 働き かけを して くだ さったお かげで、県 内二十五市 町村全てで 通知は

●議長（ 柴田正敏議 員）

二

番

番

島

髙

松

田

橋

田

達

薫

豪

午前 十一時五分 再開

午前十 時四十八分 休憩

暫 時休憩いた します。再 開は十一時 五分といたし ます。

十五番 佐々木議員 の質問は終 わりました 。

して くれ ている よう であ ります。 しかし、各市 町村によっ て通知の方 法
に ばら つき があ りまし て、小 学校六年生 から高校一 年生まで通 知してい
る市町村が五市町村、中学校一年生から高校一年生まで通知してくだ
さっ た市 町村が 十あ ります 。学年を絞 って通知 を出した市 町村が十と、
そ れぞ れ通知 にば らつ きがあ ります。早い 段階で接種 をしたほう が、よ

彦

四

番

谷

四十三名
野

修

六

住

明

員
小

井

望

番

加 賀屋

政

実

議
鳥

生

八

番

玉

真

席
番

瓜

人

十

児

木

出
一

番

宇佐 見

司

十 二 番

鈴

り効 果が 高ま るとい うこ とですの で、通知し てくださった ことは第一 歩
三

番

井

彦

十 四 番

●知 事（ 佐竹敬 久君 ）

内容につい て詳細に分 かっている わけではご ざい

臣

であり ます が、 より 早い段 階で県内統一 的に通知を 出していた だけると

五

番

薄

清

郎

豊

いう 取組を、第 二歩目とし てやっていた だければあ りがたいと 思います 。

七

番

方

緑

一

知事、そ の点に関し ていかがで しょうか。

九

吉

山

康
十 一 番

小

【 知事（佐竹 敬久君）】
ませ んが 、今の 状況 を確認 しながら、 更に徹底する ように、再 度確認の

十 三 番

千鶴 子

上、 必要な措置 を取ります 。
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二十 九番

二 十七 番

二十 五番

二 十三番

二 十一 番

十 九 番

十 七 番

十 五 番

原

東海林

石

北

今

鈴

佐

加

藤

川

林

川

木

藤

藤

佐 々木

賢一郎

健一郎

幸

雄

健

雄

正

策

太

正一郎

麻

洋

ひと み

丈

子

里

太

三十八番

三十六番

三 十四番

三十二番

三 十 番

二十八番

二十六番

二 十四番

二 十二番

二 十 番

十 八 番

十 六 番

土

小

加

工

渡

石

竹

髙

佐

三

小

杉

谷

松

藤

藤

部

田

下

橋

藤

浦

原

本

正

勝

隆

鉱

嘉

英

博

武

信

茂

正

敏

悦

明
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範

治

寛

英

浩

喜

人

晃

俊比古

性と して 認め 合い 、誰 もが生きや すい社会の 実現のため にどのよう な課

そ こで 、性 別、年 齢、 障害、国 籍等にかか わらず差異を 一人一人の 個

の実現 には、一人一 人の行動を 変えていく ことも大事 だ」と指摘し ます。

害 者の 姿も少 ない 。東 京二〇二 〇が目指し た『誰もが 生きやすい社 会』

ピッ クで見 た多 様性 はめっ たに見られな い。国民の 七・六％と される障

本は 多様 性の 尊重が 進む のか。残 念ながら東 京の町中で 五輪・パラリ ン

て くれ ました 。ア ジア 開発銀 行駐日代表の 児玉治美氏 は、「主催 国の日

らず 、個 性と力 を発 揮して 互いを認め 合い、競 い合うすば らしさを見せ

人 種や 国籍、 年齢 や性 別、障害 の有無、性的 指向・性自 認などにか かわ

東 京二 〇二 〇五 輪・ パラリンピ ックは、「 多様性と調 和」をテー マに

それでは、 通告に従 い質問をさせて いただき ます。

三十 一番
近
藤
一

田

ショ ンのきっか けになるこ とが期待さ れている」と 述べており ます。

や価値観の新たなコラボレーションが生まれ、新しい発想やイノベー

現す るに は社 会の 変革が 必要にな る。多様性 が高まるこ とによって 、人

『 多様 性が あるほ うが 、社会 が強くなる 』という視点 だ。ＳＤＧ ｓを実

Ｄ Ｇ ｓ の 考 え の べ ー ス に は 、 多 様 性 の 尊 重 が あ る 。 一 番 大 事 な の は、

キ ーワ ードに して いま す。慶應 義塾大学大 学院の蟹江憲 史教授は、 「Ｓ

二〇三 〇年 を目 指し 取組を進 めているＳＤ Ｇｓでは、 多様性を大 事な

を他 県に 先駆 け、来 年四 月条例施 行に向け策 定作業を進め ております 。

る ため に、「 多様 性に 満ちた 社会づくり基 本条例（仮 称）」以下 、条例

差別 のな い多様 性に 満ちた 社会づくり に向けた 取組を永久 的なものとす

め に、 性別等 のほ か、 コロナ禍 における誹謗 中傷、いじ め等、あら ゆる

差 拡大 が懸 念さ れてい る中、 本県が目指 す「高質な 田舎」を実 現するた

本県 では 、産業 構造 の変化 や新型コロ ナウイルス感 染拡大等に 伴う格

のか 、知事の御 所見をお伺 いします。

いてお 伺いします 。

は じめ に、共 生社 会の 実現について の多様性 に満ちた社 会づくりに つ

三 十三番
佐
英
柴

三十 五番
浦
四 十 番

三
一

三 十七 番
洋

題が ある と認識 して いるか 。また、実 現に向け何を すべきと考 えている

木

司

鈴

有

三十 九番

田

司

鶴

口
康

四十二番

川
林

一

四十 一番
北

休憩前に 引き続き会 議を開きま す。

地 方自治法第 百二十一条 による出席 者

四十 三番

休 憩前に同じ
●議長（柴 田正敏議員）

日 程第 一、一 般質 問を継 続いたしま す。二番 松田議員の 発言を許しま
す。
公明党の 松田豊臣で ございます 。十二月議 会一

【 二番（松田 豊臣議員） 登壇】（拍 手）
●二 番（ 松田豊 臣議 員）

般質 問の 最後と なり ますが 、よろしく お願い申 し上げます。ま た、御多
用 にも かかわ らず 、多 くの方に 傍聴に来て いただきま した。心か ら感謝
申し上 げます。
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つ の目 途に、 条例 に定 める取組 等を進める ことが重要 と考えます が、知

そこ で、Ｓ ＤＧ ｓと 協調し、 ＳＤＧｓが 目指してい る二〇三〇年 を一

イバ ーシ ティと は『 違い 』を生か すことであり 、イノベー ションとは 常

こ とは 、男性 と遜 色な い働きを することだ と誤認して いたのであ る。ダ

『違 うと いうこ と』 イコー ル『引け目 』と感じ ていた。期待さ れている

本県 では 、令 和三年 度から 五か年計画 で、「一人 一人が個性 と能力を

透 させていく のか、陶山理 事の御所見 をお伺い します。

そこ で、違 いを 生か すダイバ ーシティを どのように 実現し、普 及・浸

られ ています。

識 と非 常識 が出 会っ たところ にある、と いうことが 理解できた 」と述べ

事の御 見解をお伺 いします。
国 内で 例を 見な い条 例であるこ とから、多 様性に満ち た社会づく りの
実 現に 向けて 、秋 田県 としての ダイバーシテ ィ宣言を行 うとともに 、県
内外 への 発信を し続 けるな ど強いリー ダーシッ プを発揮し 推進すべきと
考 えますが、 知事の御見解 をお伺いし ます。
次に 、ジ ェン ダー平 等につ いて、はじ めに、女性 活躍社会に ついてお
本 年六 月に公 表さ れた令 和三年度男 女共同参 画白書では 、「世界経済

共同 参画 推進の 中心 的役 割を担う人材 として、 四月一日現 在、百九名 の

次 秋田 県男女 共同 参画 推進計画 を策定・推 進していま す。地域での 男女

十分 に発揮 でき る持 続可能 な活力ある社 会の実現」 を基本目標 に、第五

フォ ーラ ムが公 表し たジ ェンダーギャ ップ指数 における我 が国の総合 順

男 女共 同参 画「あ きた Ｆ・Ｆ 推進員」が 研修を経て認 定・登録さ れてお

伺いしま す。

位は百五十六か国中百二十位であり、国際社会では当然の規範である

ります 。

そこで、男女共同参画推進を強力に進める上で「あきたＦ・Ｆ推進

ジェン ダー平等の 理念が必ず しも共有さ れていない 」と指摘しま す。
秋田 県で男 女共 同参 画事業を 展開してい るＮＰＯ法人 は、「男女 共同

員 」の 更なる 活躍 が重 要になる と考えます が、陶山理 事の御所見 をお伺

男 女共 同参 画社 会の形 成を推進 しようとす る団体等に 対し、情報 及び

参 画社 会は、 多様 性を 認め、男 は仕事、女 は家事育児 ・介護の固 定的な
ら も、 女性 活躍 推進が 求めら れています 。しかし、 従来の性別 役割のま

研 修の 機会を 提供 する とともに 、団体の交流 やその他の 活動を支援 する

いしま す。

までは、女性に家庭も仕事もという両方の負担がのしかかり、結婚を

ため 、男 女共同 参画 センタ ーが県北・ 中央・県 南の三か所 に設置されて

役割 分担 の解消 を目 指す ものであ ります。現代 は、労働力 不足の視点 か

ちゅ うち ょされ る女 性が増 加していま す。その 上、今は、 女性もキャリ

コロナ 禍で 極め て深 刻化して いるジェンダ ー格差問題 の早期解決 も含

い ます 。第五 次推 進計 画には 、センターに おける取組 の連携強化 が掲げ

ない理 由の 一つ です 。また 、結婚して子 供が生まれ たとしても 、妻一人

め 、男 女共同 参画 セン ターをジ ェンダー平 等の拠点とし て、機能の 拡充

ア を重 ねて仕 事を して いくこ とが当たり前 の社会にな っています 。結婚

だ けで 子育て をす るの は大変で す。夫の家 事育児の協力 のない妻は 、子

と事 業の 更なる 強化 を図 りながら男女 共同参画 を推進すべ きと考えま す

られて います。

供は 一人 で良い と思 う傾 向にあります 。夫の家 事育児の協 力の多い夫 婦

が 、陶山理事 の御見解 をお伺いします 。

する こと がキ ャリア の中 断になっ てしまうこ とも女性が結 婚に踏み切 れ

は 二人 目、 三人目 の出 産につ ながり、少 子化に歯止め がかかるこ とが実

「ジェンダー平等」とは、社会的・文化的に作られた性別である

次に、 ＬＧＢＴＱ についてお 伺いします 。

あき た経済 十月 号に 、「女性 活躍の扉を 開く」と題し て陶山理事 が寄

ジェ ンダーを問 い直し、一 人一人の人 権を尊重しつ つ責任を分 かち合い 、

証され ています」 と強調しま す。
稿さ れておられ ます。その 中で、前職 での経験を通 され、「そ れまでは 、
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を つく るため の取 組で あり、そ れはＬＧＢ ＴＱの性的 少数者にお いても

性別 に関 わりな く、 その個 性と能力を 十分に発 揮することがで きる社会

がっ たこ ともあ り、 民間 と関係機 関が積極的に 連携を深め 、働き方等 職

た 取組 を進め てお りま すが、法 定雇用率が 本年三月か ら〇・一％ 引き上

本県 では、 事業 者も 含め研修 会などを行 い、障害者 雇用の促進に 向け

場 環境 や作 業環 境の 整備を進 めるなど、 障害者雇用 の更なる向 上に向け

同様で す。
戸籍上は同性であるカップルに対して、地方自治体が婚姻と同等の

と して 扱って もら えた りと、 一定の効力が 期待できる ものであり 、先日

のの 、パ ートナ ーと して公 営住宅への 入居が認 められたり 、病院で家族

障害 をお 持ち の方の 雇用 は始まっ たばかりの 状況です。 また、二十五 市

業 、県 教育委 員会 は法 定雇用 率を超えて雇 用が進んで いますが、 精神の

行政 におけ る障 害者 の雇用状 況は、本県 知事部局、 警察本部、 公営企

た取 組が必要と 考えますが、 知事の御所 見をお伺い します。

の鈴 木健 太議 員の一 般質 問への答 弁で、知事 は、パート ナーシップ制 度

町村 におい ては 、法 定雇用 率を満たして いるのが二 十一市町村 であり、

パ ート ナーシ ップ であ ることを 承認する制度 は、法的な 拘束力はな いも

の導 入に向 けて 検討 すると しました。知 事の理解と 前向きな姿 勢を高く

四市 町村は満た していない 状態にありま す。

そこ で、行 政が 率先 して更 なる障害者の 雇用を促進 するべきと 考えま

評価 したいと思 います。
しか しなが ら、 性に 関する 常識・道徳は 、生活の中 に組み込ま れ、幼

す が、知事の 御所見を お伺いします。

次に、 手話通訳活 用の拡充に ついて健康 福祉部長に お伺いします 。

い 頃か らす り込ま れて おり、 無意識のう ちに差別的な 視線・扱い をして
しまうものであるため、ＬＧＢＴＱに対する課題解決にはパートナー

ケ ーシ ョンを 交わ せる 社会を目 指し、「秋 田県手話言 語、点字等 の普及

手話や点字等への理解を県全体で深め、誰もが不自由なくコミュニ

そ こで 、ＬＧ ＢＴ Ｑに 対する課題解 決に向け 、県民、自 治会、事業 者

等に よる 円滑な 意思 疎通 の促進に 関する条例」 が平成二十 九年四月に 施

シップ制 度も含め、 様々な場面か らの働きか けが必要と なります。
等へ の啓 発活動 を積 極的 に推進す べきと考えま すが、知事 の御所見を お

行 され て四 年半 が経過 しまし た。その間 、県内の小 学生や県民 ・企業向

で あり ますが 、ど のよ うに手話 通訳士や手 話通訳者を 養成し拡大 される

また 、手話 通訳 士と 手話通訳 者の人数も 充足されてい ない現状が 課題

の拡充 が必要であ ると考えま すが、御所 見をお伺いし ます。

そ こで 、公 共の場 にお ける手話 通訳者の活 用拡大による 意思伝達の 場

られるま でには至っ ておりませ ん。

十 分と 言えな い状 況で あり、県 民の誰もが 必要なときに 必要な情報 を得

しかし 、行 政主 催の イベント などや県内市 町村での手 話通訳の活 用は

つけ、 より多くの 県民へメッ セージを発信 しておられ ます。

新 型コ ロナ感 染症 が拡 大して以 来、知事の記 者会見では 手話通訳者 を

の養成を 行っており ます。

け の手 話教室 の開 催、 手話通訳 者、要約筆記 者、点訳・ 音訳奉仕員 など

伺 いします。
教育長

更 に 、 性 の 多 様 性 を 尊 重 す る 教 育 を 学 校 現 場 で 推 進 す る こ と が、
「ジ ェン ダー平 等」 社会を つくる上で 極めて重 要と考えま すが
に 御所見をお 伺いします。
次に 、障 害の ある人 もない 人も共に形 成する社会 の実現につい て、は
じめに、障害 者雇用促 進について お伺いしま す。
障 害の ある人 もな い人も 、互いに支 え合い、 地域で生き生き と明るく
豊か に暮 らして いけ る社 会を目指すノ ーマライ ゼーション の理念が障 害
者 雇用の根底 にはあり ます。
厚生 労働 省の 二〇 二〇年六 月の集計で は、民間企 業の障害者 法定雇用
率二 ・二 ％を上 回っ たのは 二十九道府 県で、トップ は二年連続 で奈良県
の二 ・八三％、 本県は二・ 二五％の二 十五位であり ます。
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のかお伺 いします。
次 に、 地域に おけ る障 害者支援機能 の拡充・ 強化につい て健康福祉 部
長にお 伺いします 。
障 害者 自ら が選 んだ 住まいで安 心して自分 らしく暮ら しを実現す るた

対策につ いてお伺い します。

自 然災害の脅威 は、温暖化 の影響で以 前にも増し て風水害が深 刻化し、

コロ ナ禍 との複 合災 害へ の対応な ど新たな課題 も生じてい ます。本県 で

は 、夏 季期 間の 豪雨 被害とと もに、冬期 間の大雪被 害への対応 も喫緊の

障害 者の重 度化 ・高 齢化や「 親亡き後」 を見据えた 居住支援の ための

日 に公 表され まし た。 雪の事 故で十八人が 亡くなり、 統計開始以 来最も

本県 の昨冬 の記 録的 大雪によ る被害の最 終的なまと めが、十一 月十七

重要 課題であり ます。

相談、緊急時の受入れ・対応など、障害者の生活を地域全体で支える

多い 二百 四十 五人が 負傷 しました 。建物の被 害は二千棟 近くに上り、 過

めに 、地域移行 支援・地域定 着支援への 取組が進め られており ます。

サー ビス の提 供体制 の構 築を目指 す地域生活 支援拠点は 、令和三年四 月

本 年九 月に改 定さ れた「 秋田県防災 ・減災・ 国土強靭化 計画」では、

去最多と なっておりま す。

よ うに 必要な 援助 や情 報提供を 各施設と連 携を取りな がら、その地 域に

起き ては ならな い最 悪の 事態に、暴風 雪及び豪 雪による死 傷者の発生 を

現在 で県内 の十 一市 町のみ 設置しており 、また、自 立した生活 を送れる
住む 障害 者の方 々の サポ ートを行って いる基幹 相談支援セ ンターも、 令

設 定し 、道 路が雪 で交 通不能 になること を回避するた めの推進方 針とし
げていま す。

て、 道路 除雪 等に よる 冬期の交通 確保と交通 信号機の視 認性の確保 を掲

和 三年四月現 在で十市 町のみの設置と なってい ます。
そこ で、 地域 生活 支援拠 点及び基幹相 談支援セン ターの設置 拡充など
地域 支援 体制を 早急 に整備 する必要が あると考えま すが、御見 解をお伺

気 象庁 異常気 象情 報セ ンターは、十 一月十日 、ペルー沖 で海面水温 が

低い 状態 が続く ラニ ーニ ャ現象が 発生している とみられ、 「西日本を 中

いし ます。
地域 包括 ケアシ ステ ムの強 化のための 介護保険法等 の一部を改 正する

そこ で、大 雪時 の除 排雪につ いて、関係 機関と連携 して大雪時 の除雪

心 に大 雪に なる 可能性 もある ということ が予想され ており、ま た、日本

本県 では、 精神 障害 者の地域 生活を支え るため、住 まいの場の 整備、

優 先道 の選定 を行 うと ともに 、各機関の行 動を時系列 でまとめた タイム

法 律が 平成 二十 九年六 月に公 布され、地 域共生社会 の実現に向 けた取組

医 療、 障害・ 福祉 を包 括した サービスの在 り方、精神 障害者やそ の家族

ライ ンを 作成 し、道 路の 迅速な除 排雪を実施 すべきと考え ますが、建 設

海側 でも雪が多 くなる可能性 がある」と 発表してお ります。

の相 談等 の支 援施策 とし て地域包 括ケアシス テムによる障 害者支援を 進

部長の御見解 をお伺い します。

の推 進が示され ました。

めております 。
たも ので はなく 、障 害の ある人や子供 なども含 め、中学校 の学区を「 日

除 排雪中の事 故、それ に雪崩による事 故を合わ せて十八人 が亡くなら れ、

記録 的大雪 とな った 昨冬、 県内では屋根 の雪下ろし 中の転落や 落雪、

次に 、大雪時の 雪下ろし対 策についてお 伺いします 。

常 生活 圏域 」とし て位 置づけ ている地域 包括支援セン ターを中心 とした

この うち 十六 人が 高齢者 であり、 雪が関係す る事故でけ がをした人 の半

今 後、 障害者 の高 齢化が 進展する中 において 、高齢者だけを 対象とし

地域 包括 ケア シス テムの 拡充が必 要と考えま すが、御所 見をお伺い しま

数近くが 屋根やはし ごからの転落 事故による ものです。

「 秋田 県防災 ・減 災・国 土強靭化計 画」では 、雪下ろし による死傷 者

す。
次 に、 防災・ 減災 につい て、はじめ に、冬期 間の安全・ 安心に向け た
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が多 数発 生する こと を回避 するため、 雪下ろし 事故防止対策と 克雪化住
宅 の普及啓発を 推進方針と しています 。
そこ で、 雪下ろ しに よる事 故防止に向 け、高齢者の 雪下ろし作 業を軽
減 する ため に、 どの ような対 策を進めて いくのか、 生活環境部 長にお伺
いし ます。

況です。

そ こで 、大雪 も含 め災 害時の被害対 応として 収入保険が 有益である こ

とか ら、 更なる 加入 促進 の取組に ついて、農林 水産部長の 御所見をお 伺
い します。

次に 、災害時不 明者の氏名公 表について お伺いしま す。

業 界団 体の協 力を 得て 、他地 域から業者を 派遣しての 雪下ろし作 業を実

日六 日夜 まで に多く の情 報が寄せ られ、不明 者が四十人 以上減少した こ

八 時間 後の五 日夜 に静 岡県が 不明者六十四 人の氏名を 公表しまし た。翌

本年 七月三 目に 静岡 県熱海市 で起きた土 石流災害で 、発生から 約五十

施し まし た。 県は、 持続 可能な仕 組みとする ためには、 協力業者の確 保

とを 踏まえ 、静 岡県 は、早 期の公表で迅 速・円滑な 救助活動に つなげる

昨冬、県南 地域で地 元の雪下ろ し業者が対 応しきれなか ったことか ら、

や依 頼者と 協力 業者 をつな ぐ仲介役の設 置などの課 題解決が必 要である

九月 十六日 に内 閣府 が都道 府県に文書で 災害時不明 者の氏名公 表を促

ため に、九月二 十一日付で 静岡県内の全 市町に通知 しました。

そこ で、雪 下ろ し業 者の他 地域への派遣 を大雪時速 やかに実施 できる

し てい たこ ともあ り、 十月に は二十道県 が氏名公表の 基準を策定 し、十

とし ています。
よ う、 早急 に仕組 みを 構築す べきと考え ますが、生活 環境部長の 御見解

一府県 で検討を進 めている状 況です。

行 方不 明者の 氏名 など の公表に 向け検討す べきと考え ますが、知 事の御

そこ で、災 害時 迅速 で円滑な 救助活動に つなげるため 、本県にお いて

をお伺 いします。
次に、農業 被害の回 避対応について お伺いし ます。
昨 冬の 農林水 産関 係の 被害額は過去 二番目に 多い八十三 億円で、五 十
村 で被 害が 確認 され、 横手市 をはじめと した県の南 部が中心に 被害が拡

災 害時 、自力 での 避難が 難しい高齢 者や障害者な どの避難対 策や被災

次 に、個別避 難計画につ いてお伺い します。

見解を お伺いしま す。

大 しま した。 農業 用ハ ウスへの 被害が最も多 く七千二百 十一棟、四 十一

者支 援は 重要な 課題 であり ます。本年 改正され た災害対策 基本法では、

年近 く前 の「四 八豪 雪」 に次ぐ多 さです。上小 阿仁村を除 く全ての市 町

億四 千七 百万円 、次 いで果 樹への被害 が八百六 十八ヘクタ ール、三十四

要 支援 者の避 難先 や経 路など を事前に定め る個別避難 計画が市町 村の努

例えば 、障 害福 祉サ ービス事 業所等の基準 を定める九 つの条例全 ての

力義務 として規定 されました 。

億 三千六百万 円となってお ります。
そこ で、 大雪 時のハ ウス被 害や果樹被 害拡大の回 避に向け、ど のよう
に取り組むの か、農林 水産部長の 御所見をお 伺いします 。
作物 の価 格の低 下な ど様 々な要因で収 入が減少 した部分を 補償してく れ

れ てお りま す。そ のた めにも 、地域と一 体となった災 害時及び平 時にお

地域 住民 の参加 が得 られ るよう連携に 務めなけ ればならな い、と追加 さ

改正 において、 「非常災害 対策」の条文 に、避難訓 練等の実施 に当たり 、

る 収入 保険 は、過 去五 年間の 平均収入の 九割を下回っ た場合に補 償され

ける 地域 福祉 の強 化や孤 立を防ぐ ために、個 別避難計画 の作成を早 急に

農 業経 営を行 って いく上 で避けるこ とのでき ない自然災害を はじめ、

る仕 組み であ りま す。本 年九月末 時点での本 県の収入保 険加入率は 、青

推進すべ きと考えま すが、知事の 御所見をお 伺いします 。

次に 、地方創生 についてお 伺いします 。

色申 告を 行って いる 六千九 百九十四農 業経営体に対 し、全国平 均より約
一 〇％ 上回っ て加 入さ れている ものの、二 六・五％に とどまって いる状
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体的 な取組を促 進するとして おります。

据 え、 ひと ・し ごと の流れの 創出と各地 域の特色を 踏まえた自 主的・主

踏ま え、 ヒュー マン 、デ ジタル、 グリーンの新 たな三つの 視点を重点 に

し 、新 型コロ ナウ イル ス感染症 を契機とし た国民の意 識・行動の 変化を

国は 六月、 「ま ち・ ひと・し ごと創生基 本方針二〇 二一」を閣議 決定

も開 始すると発 表しました。

県 の補 助事 業と して 取り組ん でいるオン ライン診療 の実証事業 を年内に

オンラ イン診療の 取組が重要と なります。 秋田県医師 会は十月二 十七日、

過 疎地 域にお ける 医師 不足が課 題の一つで あり、課題 解決に向け ては、

とで 、地 域の課 題解 決や魅 力向上につ なげると しています。本 県では、

そこ で、オ ンラ イン 診療の実 証に向けた 取組の現状 と課題につ いて、

ま た今 後どの よう に推 進して いくのか、健 康福祉部長 の御所見を お伺い

本県では、 第二期あ きた未来総 合戦略とし て、秋田県の 未来への投 資、
未 来へ の足が かり とな る取組 を粘り強く進 め、「将来 に夢を持て る秋田

します 。

グ リー ン視点 では 地域社 会・経済を 支える分 野での脱炭 素社会の取組

次に、グリ ーン視点から の取組につ いてお伺 いします。

の創 生」 の実 現を目 指し 、昨年度 から施策を 実施してい るところであ り
ます。
そ こで 、国が 示す ヒュー マン視点か らの少子 化対策につ いてお伺いし

の未 婚の 男女 のう ち、 「いずれは 結婚しよう 」と考える 人は九割弱 で推

国 立社 会保 障・人 口問 題研究所 の調査によ ると、十八歳 から三十四 歳

階で 地球 温暖化 の原 因とな る二酸化炭 素の排出量を 抑制するこ とや、化

廃棄 に至 るま での 一連 の流れを包 括的に捉え る「食料シ ステム」の 各段

「 みど りの 食料シ ステ ム戦略 」は、食料 の生産から流 通、加工、 消費、

等 が 示 さ れ 、 そ の 一 つ が 「 み ど り の 食 料 シ ス テ ム 戦 略 」 で あ り ま す。

移す る一 方、「 結婚 できな い理由」と しては、「適 当な相手に めぐり会

学 農薬 の使用 を減 らし 、有機農 業を拡大す ることなど 、環境負荷 の少な

ます。

わ ない 」が最 も多 く、 次いで「 結婚資金が 足りない」 が挙げられ ていま

そ こで 、本 県の 農林水 産業にお いて、「み どりの食料 システム戦 略」

い持続 可能な食料 システムの構 築を目指す ものであり ます。

国 は、 二〇 一六 年度か ら結婚に 伴う住居取 得費用や引 っ越し費用 など

の 目指 す姿に どの よう に取り組 み推進してい くのか、農 林水産部長 の御

す。
を 補助 する市 町村 に対 して経費 の二分の一を 補助する結 婚新生活支 援事

所見をお 伺いします 。

ま す。

県当 局の答弁を求 めます。

松田 議員の一般質 問にお答え 申し上げま す。

まず 、共生 社会 の実 現につ いて、多様性 に満ちた社 会づくりで ござい

●知事 （佐竹敬久 君）

【知事（佐竹 敬久君）登 壇】

●議長（ 柴田正敏議 員）

以 上で 質問を 終わ りま す。御清 聴ありがとう ございまし た。（拍手 ）

業を 実施 してお り、 本県で は十六市町 村が実施 しておりま す。今年度か
ら 新た に都道 府県 主導 型市町 村連携コース が設けられ 、この事業 を県が
主導 して 実施 市町村 を拡 大してい く場合には 、市町村への 国庫補助率 を
二分の 一か ら三 分の 二に引 き上げ、そし て利用世帯 への給付額 も最大三
十万 円から最大 六十万円に 倍増されるこ とになりま した。
そこ で、地 方創 生の 観点か ら少子化対策 である結婚 促進施策と して、
結 婚新 生活 支援事 業を 都道府 県主導型市 町村連携コー スとして推 進すべ

等に 対す る誹謗 中傷 や、性 別、性的指 向、障害など 、様々な理 由に基づ

有識 者会 議等 にお いて、今 般のコロナ 禍における 感染者、医 療従事者

次に、デジ タル視点 からの取組につ いてお伺 いします。

く 差別 の存在 が指 摘さ れており 、県民が安 心して暮ら すことがで きる社

きと考 えますが、 知事の御見 解をお伺い します。
国 は、 デジタ ル技 術を活 用した新た な価値創 造の仕組み を構築する こ
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や 良好 かつ平 穏な 生活 が確保さ れることが 重要である と認識して おりま

会を 実現 するた めに は、こ うした差別 を解消し 、個人が尊重さ れること

る など、障害者 雇用は着実 に進展して おります 。

用者 数は 十年連 続で 増加し ており、令 和二年度 には法定雇用率 を達成す

も に、 パソ コン 操作 や清掃・ 農作業など 、障害者一 人一人の適 性と能力

県で は、 経済団 体に 対し、 障害者の雇 用拡大に向け た要請を行 うとと

差 別の 主な 原因 は、 個人の無意 識の思い込 みや理解不 足が挙げら れる

に 応じ た職業 訓練 のほ か、職場 実習による就 業先とのマ ッチング支 援を

す。
こ とか ら、制 定に 向け 作業を進 めている条例 に、差別や ハラスメン トを

行い、就 労機会の拡 大を図って おります。

を選 択できる職 場づくりを 支援してまい ります。

ら、 県内企 業に おけ るリモ ート就業の導 入など、障 害者が多様 な働き方

業訓 練な ど、 きめ細 かな 支援を行 うほか、今 後、関係機 関と連携しな が

法 定雇 用率の 引上 げも 踏まえ、 引き続き、障 害者ニーズ に対応した 職

行っ ては ならな い旨 を規定 することに 加え、条 例に基づき 策定予定の指
針 にお いて、 該当 する 行為の 具体的な事例 や配慮すべ き点等を示 し、県
民の理 解促進を図 ることにし ております。
また 、本年 七月 に策 定した「 秋田県ＳＤＧ ｓ推進方針 」において も、
重 点的 取組事 項の 一つ として「 あらゆる差 別のない多 様性に満ちた 社会

害 者の 正職 員、会 計年 度任用 職員への採 用を図ってい るところで あり、

また 、県で は、 障害 者が働 きやすい社会 の実現を目 指し、率先 して障

人 取り残さな い」包摂 的な社会の形成 に寄与す るよう進め てまいりま す。

市町 村や 公的 機関 も含 め、今後も 、県内事業 所にこうし た取組が広 がる

づく りの 推進」 を掲 げて おり、ＳＤＧ ｓの基本 理念の一つ である「誰 一
多様 性に 満ち た社 会の実 現に向けては 、県、県民 、事業者の それぞれ

よう、障 害者の採用 に積極的に取 り組んでま いります。

次に 、防災・減 災について 、災害時の 不明者の氏 名公表でござ います。

が、 同じ 基本理 念の もとで 行動するこ とが肝要であ り、まさに この条例
を 旗印 にして 、条 例に 掲げる取 組を一体と なって行う とともに、 私自ら

大規 模災 害によ り、 多くの 行方不明者 が発生するな どの緊急時 におい

て、被災者のプライバシー保護の検討を十分に行った上で、円滑な救

が様 々な 機会を 捉え て情 報発信に 努めながら、 恒久的な施 策として推 進
し てまいりま す。

助 ・救 急活動 が効 率的 に行える と判断される 場合は、氏 名を公表す べき

近 年、 災害が 大規 模化 ・広域化 する中、氏名 公表に当た っては、全 国

次に 、ジェンダ ー平等につい て、ＬＧＢ ＴＱでござ います。
の 理解 は十分 には 進ん でいな いことから、 こうした方 々が良好で 平穏な

一律 の基 準が 必要で ある ことから 、全国知事 会では「災害 時の死者・ 行

ものと考 えておりま す。

生活 を送 れる 環境を つく るために は、当事者 の方々の生き づらさの解 消

方不明 者の 氏名 等公 表に係 るガイドライ ン」を策定 したところ でありま

この 言葉自 体は 、少 しずつ認 知されてき ている一方 で、性的少 数者へ

と県民の理解 が重要で あると考え ております 。

県と しまし ては 、こ のガイ ドラインや、 来年度に内 閣府で策定 するこ

す。

ほか 、基 本的な 知識 等に ついて、多様 な媒体を 活用し、学 校や地域、 職

と にし てい る災害 時の 個人情 報の取扱い に関する指針 を踏まえ、 市町村

こ のた め、パ ート ナーシ ップ宣誓の 証明制度 の導入について 検討する
場 を通 じて 啓発す ると ともに 、行政や相 談機関の職員 等を対象に 研修を

と調 整を 図り なが ら、災 害時の氏 名公表指針 の早期策定 に向け取り 組ん

次に 、個別避難 計画でござ います。

でまいり ます。

行うな ど、理解促 進に積極的 に取り組ん でまいります 。
次に、障害 のある人 もない人も共に 形成する 社会の実現 でございま す。
ま ず、 障害者 雇用 促進で ございます が、県内 企業におけ る障害者の 雇
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近年 、全国 的に 頻発 する大規 模災害によ り、自力で の避難が困難 な高
齢 者等 が被害 に遭 う事 例が発生 しており、 迅速な避難 支援を行う 個別避

●理事 （陶 山さな え君 ）
げ ます。

私 からは、女 性活躍社 会についてお答 え申し上

そ れ以 外に も、 女性 の視点を 生かし、生 産工程や新 商品開発な ど企業活

女性 活躍 は、労 働力 の確保 の面でも一 つの成果であ ると思いま すが、

こ うし たこ とか ら、 県では、市 町村に対し 、地域福祉 計画の策定 や改

動 の様 々な点 での イノ ベーショ ンを得られる ことが実証 されていま す。

難計画 の重要性は 更に高まって いると認識 しておりま す。
定 を呼 びかけ る際 など 、機会を 捉えて個別計 画の策定を 働きかけて おり

現在 、この 秋田 でも 、女性が 一層活躍で きる場を提 供するため 、今ま

で とは ひと味 違う 取組 を始め ています。具 体的には、 女性の意識 改革に

ますが、 避難支援に 携わる人材 の確保が困 難になってい ることなど から、
現 在、 計画策 定済 みは 四市町 、策定中が十 一市町村に とどまって おりま

ワー クを官 民一 体で 構築し 、オール秋田 で相互研さ んの場を構 築すると

ついては、活躍している女性や挑戦したいと考えている女性のネット

県と しまし ては 、「 防災・減 災・国土強靭 化計画」に 数値目標を 掲げ

と もに 、企業 経営 者の 理解促進 については 、県内企業 の好事例の見 える

す。
る とと もに、 ケア マネ ジャー等 と自主防災 組織等が連 携して計画を 策定

化を行 い、積極的に 発信してい きます。

ま た、 県民 のジェ ンダ ー意識を 変えていく ことも重要で あり、こう し

する 取組 など、 他県 の先 進事例の提供 等を通じ 、市町村の 計画策定の 加
速 化を 図り 、災害 時に おける 要支援者の 避難対策に万 全を期して まいり

た意 識の 啓発 には 、秋 田県ならで はの取組と して全国に 誇れる、地 域で

活動 する 秋田Ｆ ・Ｆ 推進員 や、県内三 か所にある男 女共同参画 センター

ます。
次に 、地方 創生 につ いて、ヒ ューマン視 点からの取組 でございま す。

この ため 、関係 者と の対話 を通じて、 こうしたリソ ースを有効 に活用

が果 たす役割は とても大き いと考えて おります 。

うな 環境 の整備 が重 要で あり、そ の一つである 結婚新生活 支援事業に つ

す るた めの 方策 を検討 し、時 代の変化に 対応しなが ら、県民の 皆様をは

少 子化 に歯止 めを かけ るためには、 結婚を望 む若者の希 望がかなう よ
い ては 、こ れま で十六 の市町 村で実施さ れ、百二十 九世帯への 支給実績

じ め企 業や地 域に おけ るニーズ に適した啓発 や支援を行 うなど、男 女共

●健康 福祉 部長（ 佐々 木薫君 ）

私からは 、三点につ 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 。

同参画と 女性活躍の 推進に取り 組んでまいり ます。

があ ります。
本事 業の拡 大を 図る ため、今 年度新設さ れた「都道 府県主導型 市町村
連 携コ ース」 につ いて は、新 婚の利用世帯 に対して、 家事育児へ の参画
を促 す講 座の 参加等 を義 務づける 厳しい要件 があることか ら、その活 用
を希望する市 町村はな かったとこ ろでありま す。

す。

はじめに、 手話通訳 活用の拡充 についてで あります。

こ うし たこと から 、国に 対し、見直 しを働き かけたところ、 今後、要
件が 緩和 される 見込 みに なったため、 改めて市 町村に対し て本コース の

県 では、これ までもテレ ビ広報番組に 手話通訳を 付けており ましたが 、

今 後は 、公共 の場 にお けるイベ ント等につ いても、で きる限り手 話通訳

ます。ま た、市町村 の要請に応じ て手話通訳 者の派遣調 整を行って おり、

新型 コロ ナウ イル ス感染 症関連の 記者会見か ら同時通訳 を実施して おり

活 用を 促す ととも に、 本事業 の面的な拡 大を図りなが ら、市町村 と一層
連携し 、結婚支援 策を推進し てまいりま す。
私からは以 上でござ います。
【理事 （陶山さ なえ君）登 壇】
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え た上で、引き 続き、市町 村と連携し て取組を 進めてまいりま す。

る仕 組み づくり を支 援して おり、地域 共生社会 の実現という視 点も踏ま

手話通訳者の養成については、平成二十八年に聴覚障害者支援セン

次に、 地方創生の デジタル視点 からの取組 についてで あります。

者が配置 されるよう 、市町村と共 に努めてま いります。
ター を開 設し、 研修 を実 施してい るほか、今年 度から手話 通訳者試験 の

県 内で「オン ライン診療 料」の施設 基準の届 出をしている医 療機関は 、

令 和元 年度末 の七 施設 から、今 年十月で三十 六施設にま で増加して いる

受 験予 定者 に対 し、 実践経験 の場を提供 するととも に、市町村 において
も 、初 心者な どを 対象 とした手 話奉仕員養成 講座を開催 するなど、 裾野

ほか 、新 型コロ ナウ イルス 感染症の拡 大に伴い 時限的に特 例措置として

医療機 関は、百五 十一施設に なっています 。

認 めら れた、 初診 から の電話 や情報通信機 器を用いた 診療に対応 可能な

の拡大に 取り組んで おります。
今 後も 市町村 と連 携し 、手話教 室等を通じた 普及啓発等 により手話 通
訳の 関心 を高 めると とも に、誰も が不自由な くコミュニ ケーションの 交
次 に、 地域に おけ る障害 者支援機能 の拡充・ 強化につい てであります

整理 や、 誰もが 利用 しや すい仕組みづ くり、適 切な診療報 酬体系など 、

検 討が 進めら れて おり ますが、 その普及に は、対面診 療との役割分 担の

オン ライン 診療 の活 用につい ては、国にお いて、特例 措置の恒久 化の

が、 県で は、今 年三 月に 策定した「第 六期秋田 県障害福祉 計画」にお い

様 々な課題が あるもの と認識しており ます。

わせる社 会の形成を推 進してまい ります。

て 、地 域生 活支援 拠点 等及び 基幹相談支 援センターに ついて、令 和五年

ど、 本県 の実情 を踏 まえつ つ、患者と 医療関係者双 方がメリッ トを実感

県医 師会 では 、地 域包括 ケアシステム の推進や医 師・診療科 の偏在な

市町 村にお いて も「 市町村障 害福祉計画 」で同様の目 標を設定し て取

で きる オンラ イン 診療 の活用モ デルの構築 を目指して おり、様々 なオン

度まで に県内全市 町村がその 機能を確保 することを 目標にしてお ります。
り 組ん でいる とこ ろで あり、地 域生活支援 拠点等につ いては、来 年度ま

ライ ン診 療の利 活用 場面 を想定し 、その有効性 や課題の検 証に取り組 む

私からは、 大雪時の雪下 ろし対策に つい

高 齢者 の雪 下ろし 作業 の軽減に は、高齢者 に代わって作 業を行う担 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 は以上であ ります。

及 を促進して まいります。

国に 制度 改正等 を要 望する など、本県 にふさわ しいオンラ イン診療の普

県 とし まして は、 実証で 明らかにな った課題につ いて、必要 に応じて

こ とにしてお ります。

でに十 七市町村が 整備する見込 みになって おります。
今 後、 これ らの 機能の 未整備市 町村に対し ては、近隣 市町村と連 携し
た 広域 的な整 備を 助言 するなど 計画の目標が 達成される よう、働き かけ
てまいり ます。
な お、 関連す る施 設整 備につい ては、優先的 な助成対象 にするとと も
に、そ の財源確保 についても 引き続き国へ 要望してま いります。
また、 地域 包括 ケア システム については、 当初、高齢 者を対象に した
取 組で ありま した が、 必要な支 援を包括的 に確保すると いう基本的 な理
念に おい ては、 障害 者や 子供等におい ても共通 するもので あり、全て の
人 が世 代や 背景を 問わ ず、安 心して暮ら すことができ る地域づく りのた

その ため、 県北 ・県 央・県南 の各地区に 支援員を配置 し、除排雪 団体

手の確 保が重要で あると考え ております 。

県で は、実 施主 体で ある市町 村に対し、 地域振興局を 中心に、各 地域

の 立ち 上げ支 援を 行う とともに 、設立され た団体が安 定的に活動 を持続

めのシ ステム構築 が求められ ております 。
の 実情 に即し た地 域包 括ケアシ ステムの構 築に向け、 多職種連携 に関す

- 288 -

できるよ う、きめ細 かなサポート を継続して まいります 。
雪 下ろ し業者 の他 地域 への派遣につ いては、 豪雪のため 地元業者だ け
では 対応 できな い場 合に 、高齢者 や障害者等の 要支援者を 対象として 、
市 町村 が仲 介役 にな り、県が 取りまとめ た協力業者 名簿を活用 していた
だく 仕組みにし ております。
協力 業者に つい ては 、業界団 体の協力を 得て、先月 末現在二十 八者を

野菜 農家 や、青 色申 告の取 組が多い地 域の農家 をリストアップ し、保険

料 の試 算例を 示し なが ら、戸別 訪問による 加入推進に 取り組んで いると
ころで あります。

ま た、 新聞 や広 報誌 への掲載を はじめ、各 種研修会や 座談会など 様々

な 機会 を捉え て制 度の 周知に努 めているとこ ろであり、 生産現場に は、

一定程度 浸透してき ているもの と考えてお ります。

今 後は、県単 独事業の採択 に当たり、 制度加入の 有無を考慮 するほか、

加入 条件 とな ってい る青 色申告の 取組拡大に 向け、ＪＡ や市町村と連 携

確 保し ており 、今 後も 掘り起 こしに努める とともに、 仲介役とな る市町
村に 対し ては 、先月 の「 秋田県・ 市町村協働 政策会議」 において概要 を

して簿記 研修を実施す るなど、更 なる加入促 進に努めて まいります。

中、 農業 県と して は、 時代の潮流 に対応し、 有機農業な ど、環境負 荷を

Ｓ ＤＧ ｓが 広く世 界に 浸透し、 地球環境に 対する関心が 高まってい る

す。

最 後に 、地方 創生 のうち 、グリーン 視点から の取組につ いてでありま

説明 したと ころ であ り、市 町村と随時協 議を行い、 制度の周知 を図って
まい ります。
私から は以上であり ます。
私からは 、三点お答 えいたします 。

【 農林水産部 長（佐藤幸 盛君）登壇】
●農林水 産部長（佐 藤幸盛君）

昨 年度 の雪害 は、 短期 間での降雪に より、樹 園地の除雪 が間に合わ な

き、 取組 農家の 育成 等を 行ってい るほか、国の 「環境保全 型農業直接 支

こ のた め、県 では 、今 年三月に策定 した「有 機農業推進 計画」に基 づ

軽減する 取組を推進 していくこと が重要と考 えておりま す。

かっ たこ とや、 気温 の低 い日が続 き、パイプハ ウスの着雪 が溶けずに 増

払 交付 金」 を活 用し、 温室効 果ガスの削 減効果が高 い堆肥や緑 肥の施用

まず、農業 被害の回 避対応について でありま す。

加 していった ことが、 被害を大き くした要因と 考えており ます。
る樹 体や パイプ ハウ スの補 強、消雪剤 の散布な ど、具体的 な被害の回避

活 用し 、有機 農業 の技 術実証 や普及に、地 域ぐるみで 取り組むモ デル地

今後 は、国 の「 みど りの食料 システム戦 略」に基づ く新たな交 付金を

など に対し支援 しており、取 組面積は全 国上位にな っておりま す。

策 をま とめた 「雪 害対 策マニ ュアル」を作 成したとこ ろであり、 先般、

区を 育成 する など、 持続 可能で環 境に優しい 農業を積極的 に推進して ま

こ のた め、県 では 、除雪 による園地 等への進入路 の確保や、 支柱によ

異常 気象 対策 指導班 会議 を開催し 、市町村や ＪＡ等と連携 して農家へ の

いります。

● 建設 部長 （佐藤 秀治 君）

私 からは、大 雪時の除排雪 についてお 答えい

【建設部長 （佐藤秀治 君）登壇】

以上 でございま す。

周知を図って いるとこ ろでありま す。
と りわ け果樹 につ いては 、耐雪型樹 形の普及 や、着脱が容易 な新たな
支柱 の開 発など 、長 期的 な対策にも取 り組み、 雪に強い産 地づくりを 推
進 してまいり ます。

県で は、大 雪時 に優 先して道 路交通を確 保すべき路線 を、あらか じめ

たしま す。

収入 保険は 、災 害に よる減収 や価格の下 落など、様々 なリスクに 対応

国 と協 議の上 定め てお り、大雪 に伴う緊急 体制時には 、その計画 に基づ

次に、 収入保険の 加入促進で あります。
で きる ことか ら、 農業 共済組合 等と連携し 、共済制度 でカバーさ れない
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き除雪作 業を行うこ とにしており ます。
ま た、 これま でも 、大 雪が予想され る際には 、管理体制 を強化し、 気
象情報 の収集や管 理道路の状況 把握等を行 ってきたと ころです。
さ らに 、現 在、 関係 機関が連携 し、大雪時 に対応した 具体的な行 動に
つい て、タイム ラインとして 取りまとめ ているとこ ろであり、 引き続き、
適切 な除 排雪作 業等 により 、冬期にお ける道路 交通の確保 に努めてまい
り ます。
私から は以上でご ざいます。
松田議 員から御質 問のありまし た、

【教育委員 会教育長（安 田浩幸君） 登壇】
●教 育委 員会 教育長 （安 田浩幸君 ）
ＬＧＢ ＴＱについて お答えいた します。
性 の多 様性 につい ては 、社会の 認識も広が っていること から、学校 に
おける 理解と対応 の重要性が 高まってい ると捉えて おります。
県教 育委員 会で は、 性に関す る指導者研 修会に、臨床 心理士によ る性
的 マイ ノリテ ィー への 配慮につ いての講義 を取り入れ るなど、Ｌ ＧＢＴ
Ｑに関 する教職員 の理解を進め ております 。
今 後も 、性 の多 様性を 尊重する 教育を推進 できるよう 、児童・生 徒に
寄り 添った、き め細かな対応 に努めてま いります。
二 番松田議員 の質問は 終わりまし た。

私からは以 上であり ます。
●議 長（柴田正 敏議員）

次に、 日程第二、 知事の説明 を行います。 知事の発言 を許します 。
追加提案 いたしまし た補正予算案 について説 明申

【知事（佐竹 敬久君）登 壇】
●知 事（ 佐竹 敬久君 ）
し上げま す。
こ のたびの補 正予算案は 、新型コロナ ウイルス感 染症への対 応のほか 、
燃料価 格の高騰に 対応する事 業について 計上しており ます。
新型 コロナ ウイ ルス 感染症へ の対応につ いては、感染 拡大を防止 しな
が ら日 常生活 や経 済社 会活動を 回復してい くためのワ クチン・検 査パッ

ケー ジ制 度の定 着に 向け、 無料でＰＣ Ｒ等検査 を受けられる環 境を整備

す ると ともに 、パ ッケ ージの活 用を前提に 、宿泊助成 の対象を隣 接県に

まで 拡大 するこ とに より 、冬季に おける誘客の 更なる促進 を図ってま い
り ます。

ま た、 燃料価 格の 高騰に 伴う経済的 負担の軽減を 図るため、 低所得世

帯に対し 灯油購入費 助成を行う 市町村に対 する支援を行 ってまいり ます。

一 般会計補正 額は、十七億 五千四百十 六万円であ り、補正後 の総額は、

六千百 九十一億六 千四百六十 八万円となり ます。

次に、 日程第三、 予算特別委 員会への議案 付託

よろしく御 審議の上、御 可決賜りま すようお 願い申し上 げます。
●議 長（ 柴田 正敏議 員）

の件を 議題といたし ます。

お 諮り しま す。議 案第 二百二十 二号は、予 算特別委員会 に付託する こ
とに御 異議ありま せんか。

御異議 ないものと 認めます。 議案第二百 二十二

【「異議な し」と呼ぶ 者あり】
●議 長（ 柴田 正敏 議員 ）

号は、 予算特別委 員会に付託さ れました。

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。
午後零時三 分散会
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