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平成２４年度第１回秋田県総合政策審議会議事録

１ 日 時 平成２４年５月１６日（水） １３時～１４時４５分

２ 場 所 秋田県庁正庁

３ 出席者

○総合政策審議会委員（五十音順）

石垣 一子 「陽気な母さんの店友の会」会長

石沢 真貴 秋田大学教育文化学部政策科学講座准教授

小野 剛 横手市立大森病院院長

加藤 潔行 日本放送協会秋田放送局長

加藤 秀和 財団法人国際資源大学校教学長

菊地 成一 秋田県木材産業協同組合連合会理事長

佐藤 裕之 ＮＰＯ法人あきたＮＰＯコアセンター副理事長

澤田 賢一 秋田大学大学院医学系研究科長、秋田大学医学部長

清水 誠一 日本銀行秋田支店長

武内 伸文 ＳｉＮＧ代表

田畑 薫 ＮＰＯ法人秋田県北ＮＰＯ支援センター理事兼事務局長

西宮 公平 秋田海陸運送株式会社代表取締役社長

丹羽 博和 秋田プリマ食品株式会社代表取締役社長

橋本 一康 菊地建設株式会社代表取締役

藤岡 茂憲 有限会社藤岡農産代表取締役

藤澤 正義 千代田興業株式会社代表取締役社長

藤盛 紀明 ＮＰＯ法人国際建設技術情報研究所理事長

船木 彰 船木経営労務事務所所長

松岡 昌則 秋田大学地域創生センター地域協働部門長

松田 洋子 公募委員（わかば幼稚園理事）

松村 讓裕 秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長

三浦 正隆 三種町長

渡辺 一馬 一般社団法人ワカツク代表理事

渡邉 靖彦 秋田県商工会議所連合会会長

○総合政策審議会専門委員

打川 敦 横手市観光協会長

須田 哲生 由利工業株式会社代表取締役社長

高堂 裕 株式会社あくら代表取締役社長

仲村 こずえ 株式会社レジーナ貿易部課長

八木澤 栄治 株式会社フォチューナ代表取締役
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吉田 進 新電元工業株式会社顧問

鷹田 芳子 「ふれあい直売十文字」代表

田村 誠市 農事組合法人中仙さくらファーム代表理事

千葉 文士 株式会社アルク代表取締役

長谷川 清仁 ＪＡ新あきた営農センター長

笹村 守 秋田県森林組合連合会総務課係長

鈴木 嘉彦 有限会社太平プロジェクト専務取締役

富岡 智美 大仙若者会議事務局長

藤井 みはと 中央保育園園長

三浦 有貴子 クルールあきた版編集長

阿部 恒夫 ＮＰＯ法人秋田いのちの電話事務局長

伊藤 八重子 秋田県老人クラブ連合会副会長兼女性委員長

川浪 妙子 玉木歯科医院旭南介護支援センター管理者

佐藤 家隆 佐藤医院院長

二田 幸子 全国健康保険協会秋田支部 企画総務部保健グループ長

浦山 清悦 田沢地域運営体「荷葉」事務局長

佐藤 睦子 とっておきの音楽祭ｉｎあきた実行委員長

舩山 仁 ＮＰＯ法人秋田パドラーズ理事長

山本 まゆみ マックスバリュ東北株式会社 環境・社会貢献部長

○県

佐竹 敬久 知事

米田 進 教育長

石田 高久 警察本部長

柴田 誠 企画振興部長

木村 宗敬 総務部長

前田 和久 観光文化スポーツ部長

市川 講二 健康福祉部長

山田 芳浩 生活環境部長

藤井 英雄 農林水産部長

関根 浩一 産業労働部長

冨田 耕司 建設部長

東海林 文和 出納局長

佐藤 浩二 総務部危機管理監

田中 昌子 企画振興部少子化対策局長

高橋 訓之 企画振興部学術国際局長兼研究統括監

明石 直樹 企画振興部次長

黒木 孝人 企画振興部次長

佐々木 司 企画振興部総合政策課長
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４ 知事挨拶（※委員及び専門部会委員の紹介を含む ）。

□ 黒木企画振興部次長

私が進行を務めます、企画振興部の黒木と申します。よろしくお願い致します。開会に先だちまして

資料の確認をさせていただきたいと思います。まずテーブルの上でございますけれども、資料として出

席者名簿、配席図それからこの後開催されます専門部会の会場案内図が載っていると思います。また事

前に送付申し上げました資料をお持ち頂いていると思います。それらにつきまして不足等がございまし

たらお手を挙げていただければ係りの者がお届け致しますがいかがでしょうか。

それではただいまから、平成24年度第１回秋田県総合政策審議会を開会致します。始めに知事から皆

様にご挨拶申し上げます。

□ 佐竹知事

本日は皆様方大変お忙しい中、平成24年度の第１回秋田県総合政策審議会にご出席をいただきまして

ありがとうございます。引き続きのご留任の委員の方、そして新任の委員の方もいらっしゃいますけれ

ども、今後２年間県が進める施策事業全般に渡りまして、幅広い観点からご意見を伺うということでご

ざいます。ひとつよろしくお願い申し上げます。本題に入ります前に少しこれまでの状況あるいは我々

の基本的なものの考え方も含めまして、ご挨拶をさせていただきます。

まず現在の状況、ご承知のとおり日本経済も含めて大変な一つの大きな、これは地域ばかりじゃなく

て、我が国全体あるいは世界全体が大きな岐路に立っておる訳でございます。いわゆる経済の面では発

展途上国とも言えませんけれども、海外からの大変な追い上げの中でかつてのジャパニーズ№１という

日本の経済社会の地位は既にもう遠のいております。そういう中で少子高齢化、これも秋田が先端を走

っているということになりますけれども、これがもうすぐ20～30年後、少子高齢化で最大の悲劇は東京

に訪れるという学説的にそういう形が発表されております。そして世界的な経済危機、この中でヨーロ

ッパの状況を今、皆様方は毎日報道で耳にし、目にしていると思いますが、国家財政破綻の問題がいよ

いよ表面に出てきております。日本は国際収支が今一定額以上の黒字でありますので、日本政府は日本

のこの公的債務の問題については、未だ何とかバランスを保っておりますけれども、国際収支の問題が

崩れてきますと一瞬で日本の経済はすべて崩壊するという、そういう状況にあることはこれは現実であ

ります。ただ、これまで日本は貿易立国ということで大変な力を持っておりましたが、こういう状況の

中でもう既に昨年の状況等、最近の状況を見ますと場合によっては経常収支は良いのでありますけれど

も貿易収支は赤字という、そういう状況も見える訳であります。エネルギー問題、原発の問題は別とし

、 。てもいわゆる火力が増えてきますと 燃料の高騰になりますので当然貿易収支はさらに圧縮されている

ところがそういう中で実はここ数十年の行政の歩みを見ますと、日本ほどすべての分野で行政が顔を突

っ込んでいる国はないということでございます。日本の状況はある意味では世界的に見ますと、ほとん

どの分野に行政経費が入り込んでいると。これが良いのかどうかという問題も出て来ております。その

中で我々この秋田にとってこれからどういう形で維持・発展していくかという大変な、非常に厳しいと

言いますか、数学でいうと単純にχが出てこないという状況の中で、我々も試行錯誤で取り組んでおり

ます。そういうことであるということはご理解いただきたいと思います。

そのような中でありますけれども、まず秋田県の全体の維持発展を願う際にやはり片づけなければな

らない問題というものは基本的にあります。色々な問題がありますけれども現在進行形の問題もありま

すけれども、やはり基盤となる状況をどうするのかということでございます。こういう点についてはこ
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こ３年で例えば高速道路の問題。昨日も発表致しましたけれども、山形県境・日沿道の問題はほぼ片が

つきます。これが都市計画決定になります。県北の二ツ井・白神そして大館能代空港間は県道も一部活

用しますけれども、これも平成20年代の中で開通すると。さらには東北中央自動車道の山形以南の関係

もまだこれは山形県側が事業段階評価に至っておりませんけれども、これに今、全力を尽くしていると

いう状況でございます。もう一つはやはり秋田は歴史的に海外とのつながりが実は非常に多いところで

ございまして、港湾という整備が大変大切ということで私が平成21年の４月に当選して、５月に秋田港

の港湾の整備予算を上げた訳であります。幸い大震災で大変に役に立った訳であります。もう一つは秋

田市の問題でありますけれども、市街地再開発。色々な議論がありました。大変な議論がありました。

11日間の議会の延長の中で決めていただいております。これも色々な意見はありましたけれども、あの

ときにやらなければ今でもほんの数十年間ペンペン草という状況になったと思います。何故かと言いま

すと、あの後すぐ大震災が起きました。様々な国の制度はもう使えないという状況になります。色々な

ご意見がありますけれども、そういう点はご理解いただきたいと思います。問題はこれからどうやって

運営していくかでありますが、こちらの問題も片がついたと。そういうことで公共基盤の整備や目に見

、 、えるところの問題については ほぼここ２・３年で状況は計画の最初のとおりになっているわけですが

。 、 、しかし問題はこれからであります そういうことで私どもは幾つかの切り口で 例えば戦略産業の創出

食農観のまるごと売り出し、あるいは脱少子化秋田、安心医療秋田、協働社会秋田というような形でい

くつかのジャンルに分けまして、これからの政策の推進の方向を定めております。実はこの計画そのも

のは大震災の前につくられたものでありますけれども、議会でも議論がありましたけれども大震災によ

って変更するところは実はほとんど無かった訳であります。これはやはり社会的な現状認識、国際的な

状況そういうものを全部踏まえてつくったものでありますので、部分修正はありますけれども基本的に

大震災の後と前とで実は日本の状態は何も変わっていないというのが、社会現象から見るとそういうこ

。 、 。とになります 大震災で大騒ぎはしていますけれども 何も変わっていないというのが実態であります

日本のあるいは地方の本当の意味の課題というものはそう変わるものでないわけであります。そういう

中で今、一生懸命我々やっておりますけれども、なかなかこれはそう簡単にはいかないというのは確か

であります。例えば製造業の分野、輸出型産業の分野におきましては、よく言われるのはかつてのよう

な工場誘致の要望がございます。しかし工員をたくさん使ってものをつくるような、そういう下請け工

場あるいはそういう分野について、残念ながら日本でこれからは有り得ません。有り得ないのでありま

す。有り得ないことを望むあるいは有り得ないことに力を注ぐことは無駄なことであります。やはり新

しい形の産業にどうやって転換していくのか、こういうことが必要であります。さらに秋田の場合は農

業の問題がありますが、しかし大きく考えますと世界は食糧については色々な課題があります。地球の

環境変化の中で食糧生産というのはやはり世界的には大変な大きな問題になりつつあります。そのとき

に自給率の高い秋田の農業というのは、基本的にはこれはプラスであります。それをどう生かしていく

のか、これが今、一つの問題になっております。さらに例えば今年、観光文化スポーツ部というものを

つくりました。歴史的な経緯の中で私はよく言うのでありますが形のあるものの所有というものは、も

う日本のような成熟社会になりますと、形のあるものの所有から形のないものへの志向というものが強

くなっております。アメリカ人が最も旅行好きであります。何故かといいますとアメリカ人はものの豊

かさはもう享受しておるからであります。中国も日本に今追いつくか追いつかないかというそういう状

況の中で、一部ではありますけれども大変なものの豊かさというものが揃って参ったという状況で、旅

行熱が出て来ております。当然日本国内でもちょうど私の年代ですけれども、団塊の世代、今年も私ど



―5―

もの方の退職者が200名近くおりました 退職して皆さんどうしますか と言うと 必ず言います カ。「 」 、 。「

ミさんとどっかへ旅行に行く」と。既に時代の価値観は変わっているのであります。そういう中で我々

皆様方との意見交換の中で、やはりこういう時代の認識を踏まえながら政策を進めていくと。どうして

も役所の中だけで考えただけでは片方の話しかなりません。生でそれぞれの実態的な経験あるいは皆様

方日常仕事をしていらっしゃる方からお聞きしながら、そことの摺り合わせの中でこれを政策にしてい

くというのは、望むべき方向でありますのでこのような機会を設けさせていただいております。

、 、 。最後に ちょっとこれはなかなか言いにくいことでありますが お話を一つだけさせていただきます

社会のあり方についてどうも最近、こういう言い方をされます。日本の若い方に留学というのが非常に

無いんですね。海外への留学生が非常に少なくなりました。若い方をとやかく責めます。やる気がない

あるいは留学する位のパワーがないのかと。そういう中であるちょっとした意見をですね、若い方々の

色々な情報をちょっととってみましたら、こういうことがありました。幾ら勉強しても海外に行って能

力をつけても日本国内では評価して貰えない。みんな同じだと。日本の社会は働く時間で給料が決まる

ような理不尽な社会になったと。ある意味では情報化社会というのは必ず格差が伴います。格差が伴う

のが情報化社会というのはこれは学説であります。そこを無視して悪平等、いわゆる平等がすべてとい

うその社会が実は日本の活力をそいでいるという面が、ないでもない。これはなかなか知事としては言

いにくい言葉であります。だから格差社会を目指すというものではないのでありますが、しかし現実に

やはりこれは人であろうが企業であろうが、伸びる企業、伸びる要素がある企業、やはり熱意をもった

企業、やる気のあるところ、やる気のある人、これを押し上げていくということが日本のこれからの再

生にもつながりますし、私は秋田県でも同じことであろうと思います。そういうことでこれはほんの小

さいことでありますが、今年から秋田の高校生を10年後日本で英語力№１にしようと。これを実は政策

として掲げております。やはりすべて平等、すべて同じでは社会は停滞します。伸びるものをどんどん

伸ばしていくという、そしてそうでないところは別のマターの政策でこれに補完をするという、そうい

うことがもう世界においては常識であります。日本の今までの状況、安全・安心が当たり前だなんてい

うそういう状況をつくり上げた行政の責任もあります。安全・安心は当たり前じゃないのです。安全・

安心をどうやって守るかという努力は常に必要だと。そして安全・安心なだけの所で育った人間は弱い

です。曾野綾子さんが「世界中に安全・安心100％なんか有り得ない… 」そういう問題もあります。や。

はりそういうことで我々としてはそういう現実をきちんと見て、きれい事にしないで物をやっていかな

きゃならないという、そういうこともあるんじゃないかと思います。ちょっと色々言い過ぎましたけれ

ども、是非ともお決まりの会にしないような形で、できるだけ政策になるかならないかは別にして、皆

さん方からざっくばらんなご意見をお聞きしたいということで、あえてこういうことを言わせていただ

きましたけれども、今後とも一つまた分科会でも大いに議論をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございました。

□ 黒木企画振興部次長

続きまして、この４月から新しい体制となりました当審議会の、ご出席の委員の皆様をご紹介致しま

す。始めに審議会委員の皆様を名簿の順にご紹介致します。石垣一子様です。石沢真貴様です。小野剛

様です。加藤潔行様です。加藤秀和様です。菊地成一様です。佐藤裕之様です。澤田賢一様です。清水

誠一様です。武内伸文様です。田畑薫様です。西宮公平様です。丹羽博和様です。橋本一康様です。藤

岡茂憲様です。藤澤正義様です。藤盛紀明様です。船木彰様です。松岡昌則様です。松田洋子様です。
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。 。 。 。 。松村讓裕様です 三浦正隆様です 渡辺一馬様です 渡邉靖彦様です 委員は以上の24名でございます

次に専門委員の皆様をお座席の順にご紹介いたします。

打川敦様です。須田哲生様です。須田様は少し遅れて参ります。高堂裕様です。仲村こずえ様です。

八木澤栄治様です。吉田進様です。鷹田芳子様です。田村誠市様です。千葉文士様です。長谷川清仁様

です。笹村守様です。鈴木嘉彦様です。富岡智美様です。藤井みはと様です。三浦有貴子様です。阿部

。 。 。 。 。 。恒夫様です 伊藤八重子様です 川浪妙子様です 佐藤家隆様です 二田幸子様です 浦山清悦様です

佐藤睦子様です。舩山仁様、少し遅れて参ります。山本まゆみ様です。専門委員は以上の24名でござい

ます。どうぞよろしくお願い致します。

５ 会長選出

□ 黒木企画振興部次長

。 。続きまして次第３により審議会の会長を選出していただきたいと思います 資料の１をご覧ください

事前に配布した資料の中にございます。秋田県総合政策審議会条例第３条第２項の規定により、会長は

委員の互選によって定めることとされております。どなたか会長を推薦される方はいらっしゃいますで

しょうか。される方はお手を挙げていただきたいと思いますが。

◎ 加藤（秀）委員

それではどなたもいらっしゃらないようなので、私から推薦をさせていただきたいと思います。国際

資源大学校の加藤と申します。私としましてはやはり秋田県の政策と経済全体に今までの経緯を含めて

精通されております、渡邉靖彦委員を推薦したいと思います。よろしくお願いいたします。

□ 黒木企画振興部次長

ありがとうございました。他に推薦される方いらっしゃいますでしょうか。如何でしょうか。他に推

薦がないようでございますので、渡邉靖彦委員に会長をお願いしてよろしいでしょうか。

【 異議なし」と呼ぶ者あり】「

□ 黒木企画振興部次長

ご異議がないようですので、渡邉靖彦委員に会長をお願いします。それでは渡邉靖彦委員には会長席

にお移りいただきたいと思います。

【渡邉委員が会長席へ移動】

６ 会長代理指名

□ 黒木企画振興部次長

次に、次第４の会長代理の指名に移ります。同じく条例第３条第４項の規定により会長が会長代理を

予め指名することとなっております。渡邉会長いかがいたしましょうか。



―7―

● 渡邉会長

それでは、藤澤正義委員に会長代理をお願いしたいと思います。委員、よろしいでしょうか。それで

は藤澤委員も異存がないようでありますので、藤澤委員を会長代理とさせていただきます。

【 異議なし」と呼ぶ者あり】「

● 渡邉会長

ありがとうございました。

７ 会長挨拶

□ 黒木企画振興部次長

それでは渡邉会長よりご挨拶をお願いいたします。

● 渡邉会長

ただいま会長に指名をいただきました、私は秋田商工会議所の渡邉でございます。経済その他に精通

しているというご推薦の言葉がございましたけれども、とてもそういうふうにはいかないのであります

けれども、どうか皆様のご協力を得ながら知事がおっしゃったように、当たり前のことを提案するので

はなくて採用されるかどうかは別としても、いわゆる思い切ったことをどうぞ色々言ってもらいたいと

いうことでございますので、そういう趣旨で皆様にも一つこの会の一員として色々ご提言・議論をいた

だきたいと思います。ところで世の中、まさにグローバルな社会・時代の中で、今まで先進国と言われ

た国あるいは企業が、ある意味では今停滞をし後退をしつつあるというような現状。そして逆に発展途

上国あるいは後進国と言われた国々の企業あるいは国が、むしろ先進国の方に向かって非常に活躍をし

ているという、世の中非常に変わってきたんだと思います。そういう意味で現在の日本もその渦中に巻

き込まれてある意味では世界の中で混沌とした、あるいは国内の中でもそういう状況にあるのではない

かというのが大体今の状況なのではないかと思いますし、当然国内では地方の問題・中央の問題・中小

企業と大企業の問題、まだ色々改善しなければならない問題がたくさんあるわけでございますし、県内

の景気を見てもリーマンブラザーズの不況から徐々に脱してこれからというときに、３.11の大震災に

遭遇をして、また大変な不況に陥り先行きどうなるかということをそれぞれの方、それぞれの企業が心

配をしておりましたけれども、結果的にはそれぞれの方の努力と月日が経つに従って、今になってよう

やく昨年に比較しますと総体的には７割８割程度に戻したという状況が、今現在なのではないかと思い

ます。そういう中で秋田県のこれからを色々議論されることと思いますけれども、特に高齢化率それか

ら少子化、人口の減少。このことが大変大きな問題だろうと、こういうふうに思う訳でございますけれ

ども、今日、県から提案のありますこの元気創造プラン等につきまして、今日は皆様から忌憚のないご

意見を頂戴しながら色々県にも提案をし、またはご質問をいただくということでございます。どうかこ

の計画をどう捉えて、そしてまた我々委員としてはどう思うのか。率直にご意見を頂戴して役目を果た

したいと思いますが、予定の時間としてはそう多くはなく、全員の方々にゆっくりお話をいただくとい

う時間的な余裕はありませんので、どうかそういう意味では要領よく手短にそれぞれお話をいただきな

がら、できるだけたくさんの方々にお話を頂戴できればと思って、一応司会を兼ねて会長の役目を果た

したいと思いますので、ご協力の程お願い申し上げましてどうかよろしくお願い申し上げます。
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８ 議事

□ 黒木企画振興部次長

ありがとうございました。では引き続き次第６議事に入ります。ここからの進行は渡邉会長にお願い

いたします。

● 渡邉会長

それでは次第に添って進める前に一言申し添えます。審議内容は議事録として県のホームページに掲

載をされます。その際には、委員名は特に秘匿する必要はないと思いますので公開で行いたいと考えて

おりますが、それで皆様よろしいでしょうか。

【 異議なし」と呼ぶ者あり】「

● 渡邉会長

それでは特にご意見がないようですのでそういう形でやらせていただきます。それでは議事に入りま

す。最初にふるさと秋田元気創造プランの推進を図るため専門部会を設置し、委員の皆様にはそれぞれ

の専門分野などに応じて専門部会に所属をしていただき、今後審議をお願いしたいと思います。それで

は最初に事務局より専門部会の設置について説明をしていただきます。

□ 柴田企画振興部長

、 。 。事務局を担当させていただきます 秋田県の企画振興部長の柴田でございます 私から説明致します

。 。 、座って説明させていただきます 資料の２をご覧いただきたいと思います 設置運営要領でありますが

この資料は秋田県総合政策審議会の専門部会の設置運営要領であります。ふるさと秋田元気創造プラン

の推進を図るため、第２条に記載しているように審議会の下に６つの専門部会をおくこととするもので

あります。各専門部会への所掌事項は第３条に定めております。⑴の企画部会は県の政策推進に係る企

画に関することや、他の専門部会への所掌事項に関する総合調整、またその他の部会に属さない事項に

ついて所掌いたします。⑵の産業経済基盤再構築部会から⑹の協働社会構築部会まで、これはふるさと

秋田元気創造プランの各戦略の推進に関することを所掌するものであります。以上であります。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

ただいまの事務局の説明につきましては、何かご質問はございませんでしょうか。特にご質問がなけ

れば専門部会委員の指名に移りたいと思います。それでは条例第６条第２項の規定に基づき、それぞれ

の部会に属する委員及び専門委員を指名いたします。

□ 柴田企画振興部長

それでは、私の方から専門部会の委員の部会の割当についてご説明いたします。資料３をご覧いただ

きたいと思います。既にお配りしております。産業経済基盤再構築部会についてはそこに書かれており

ます11名の方にお願いしたいと思います。それから新農林水産ビジネス創出部会はご覧の９名でありま
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す。脱少子化部会はご覧の８名であります。裏面にいっていただきます。いのちと健康を守る安全・安

心部会はご覧の８名であります。協働社会構築部会はご覧の７名であります。企画部会は名前は書いて

ございませんが、総合政策審議会会長と各専門部会会長の６名で構成するということでございます。以

上です。

● 渡邉会長

それでは、ただいま事務局の案を示していただきましたけれども、それではそれぞれの部会に属する

委員、専門委員については資料３のとおり指名させていただきたいと思いますが、そういうことで宜し

くお願いを申し上げます。またここで専門部会の役割や取組内容については事務局から説明をお願いし

ます。

□ 柴田企画振興部長

それでは専門部会の役割等について、ご説明をさせていただきます。資料４専門部会についてという

資料をご覧いただきたいと思います。まず部会の役割でありますが、委員の皆様には先ほどの指名のと

おり、各部会に所属していただき、戦略やプロジェクトの成果、課題の分析に基づいて今後の推進方策

についてそれぞれのお立場で議論やご提言をいただきたいと思います。次に具体的な取組内容でありま

すが、プランに関わる取り組みの成果及び施策等に関する調査結果などの資料・情報については、私共

の方から皆様方に提供致します。これらを踏まえて委員の皆様には目標達成に向けて良好な成果につい

てばかりではなく、課題懸案事項についても部会でご議論いただきたいと思います。また必要に応じて

部会毎にメーリングリスト等の活用などにより、随時委員相互また県との意見交換を行っていただきた

いと思います。委員の皆様には地域や各団体のイベント、会合・研修会・会議等で講師になっていただ

くなと、プランについての情報収集・発信の役割もお願いしたいと考えております。その際にはまた改

めて相談させていただきます。なお、以前の総合政策審議会においてご指摘がありました、他部会への

意見等についてでありますが、今年度の総合政策審議会では各戦略の具体的な成果達成に向けて、まず

は各戦略の専門部会の議論を集中的に進めていただきたいと考えております。この際、他専門部会にお

ける議論も含め各専門部会で議論できるよう、他部会の議事録を委員の皆様に配布させていただき、各

専門部会間での情報共有を図りたいと考えております。他の専門部会へのご意見等がある場合には、事

務局である総合政策課までご連絡をいただきたいと思います。いただいた意見等については事務局の方

から各専門部会に提供したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上であります。

● 渡邉会長

それでは、資料の５のプランの概要を説明していただきます。５と６ですね。

□ 柴田企画振興部長

それでは議論に入ります前に、ふるさと秋田元気創造プランについて、それからこれまでの取組状況

について続けてご説明させていただき、その後ご議論いただきたいと思います。再任されました委員に

はもう既にご説明しておりますが、簡単に説明させていただきたいと思います。まず、ふるさと秋田元

気創造プランについてであります。資料の５をご覧いただきたいと思います。

この資料はふるさと秋田元気創造プランのあらましをまとめたものであります。このプランは本県の
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県政運営の指針に位置づけられるもので、平成22年度から平成25年度までの４年間を推進期間としてお

り、今年度は推進期間の３年目となります。資料の左側の欄にありますように、このプランでは重点的

・集中的に推進する事項として 「人口の減少傾向に歯止めをかける 「安全・安心な生活を守るセー、 」、

フティーネットの充実」の２つを挙げております。まず「人口減少傾向に歯止めをかける」では、雇用

就業の場を確保するため成長産業の育成に取り組むこと、また結婚・出産・子育てという総合的な少子

化対策に取り組む必要があります 「安全・安心な生活を守るセーフティーネットの充実」では、保健。

・医療サービスの確保や高齢化社会に対応できる地域力を生み出す仕組みの構築を急ぐ必要がありま

す。一方、具体的な課題解決策を検討し目指す姿を実現していくためには、背景となる時代潮流や秋田

の可能性について考慮する必要があります。まず一つ目は「地球規模での環境意識の高まり」という点

であります。我が国はＣＯ２を1990年比で25％削減することを国際公約として表明しておりますが、世

界的にも環境意識が高まっており省エネや地球温暖化防止など、さまざまな取組が行われております。

元々資源エネルギ－自給率の高い本県では、地球温暖化対策に貢献する資源エネルギー関連産業が展開

できる可能性が高いと考えられます。２つ目は「新興国の経済発展」という点であります。中国が2010

年にＧＤＰで日本を抜き世界第２位となりました。これにロシア・韓国などを加えた環日本海地域の発

展は、本県にとって環日本海経済交流の拠点として成長する大きなチャンスと言えます。３つ目は「食

料需給の逼迫」という点であります。世界的な人口増加や新興国における食生活の変化等により、食糧

需給が逼迫するとともに安全な食へのニーズが高まっております。本県は食料自給率で見ると北海道に

次いで全国第２位であり、また食材の面でもバラエティに富んでおります。こうした豊かな食資源は観

光にとっても魅力的となり、交流人口を増やす大きな力ともなり得ます。このような観点から農林水産

業と観光を結びつけ大きく成長させる好機が到来していると考えられます。４つ目は「自然共生の豊か

」 。 、 、な暮らしへの渇望 という点です 人々は経済的な豊かさだけではなく 環境や文化・コミュニティー

安全・安心など全体としての生活の幸福感、いわゆるグロスハピネスを求めるようになってきておりま

す。本県はこうしたニーズに応える美しい自然環境・優れた文化、地域に残る絆など有形・無形の資源

があります。こうした魅力を見つめ直して活用することで全体としての生活の幸福感を持って暮らせる

地域であることが可能であります。以上のような重点集中的に推進する事項や、時代潮流と秋田の可能

性を踏まえて25年度までに目指すのが真ん中の欄にあります、元気ＡからＤまでの４つの元気の創造で

す。これがプラン全体の中で特に力を入れて取り組む大きな目標であります。またこの４つの元気の下

の部分にある５つの戦略と４つの横断的な取組の推進によって実現を図っていくのが、プランの大まか

な構成となっております。この元気Ａは「秋田に、新たな“戦略産業を創出”する」ということであり

ます。新エネルギーや輸送機械関連、電子部品・環境リサイクルなど今後の可能性も含めて秋田の強み

を発揮できる成長産業分野に、集中して投資し新たな戦略産業の創出を目指すものであります。元気Ｂ

は「秋田の “食・農・観”を丸ごと売り出す」であります。農林水産業・商工業・観光業が連携して、

新商品開発や新しいビジネスを興すこと、食ブランドの産地づくりに加え食品加工関連の中核企業の育

成などを目指すものであります。元気Ｃは「県民が一丸となって“脱少子化秋田”を果たす」というこ

。 、 、とであります 少子化克服のための官民の協働体制づくり 県民サポーターによる出会いと結婚の応援

企業・事業所などによる仕事と育児・家庭の両立支援を促進する仕組みの創設などにより、少子化県の

返上を目指すものであります。元気Ｄは「高齢化社会に対応した “安心医療秋田 “協働社会秋田”、 ”、

をつくる」であります。このうち安心医療秋田は生活習慣病予防対策、長年に渡り全国ワーストを続け

ているガン対策、自殺予防対策などの推進。医師確保や救急医療など医療提供体制の整備・充実を目指
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すものであります。また協働社会秋田は県民の地域活動への参加促進、ＮＰＯ・企業・行政など多様な

主体との連携による地域づくりを進め、地域活力の再生強化を目指すものであります。このような取り

組みの先にありますのが、目指す姿でありまして右側の欄に示してございます。説明は省きます。次に

下の欄になりますが、１～５の５つの戦略については次ページ以降にそれぞれの戦略の概要を添付して

。 、おります またこの審議会に引き続き開催される各戦略毎の専門部会等で説明を予定しておりますので

ここでは説明を省略させていただきます。さらにこの一番下にありますＩＴ・科学技術、教育・人づく

り、社会資本整備、環境政策はそれぞれ各戦略に共通したあるいは戦略を支える重要なテーマであり、

こういった横断的な取り組みについても着実に推進して参りたいということであります。以上がふるさ

と秋田元気創造プランの概要であります。

引き続き、これまでの取組状況についてもご説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。資料の６、横書きの資料をご覧いただきたいと思います。これまでの取組状況について元気

目標のＡ～Ｄについてそれぞれ今までの主な取組と、今後の重点施策について記載してございます。簡

単に説明をさせていただきます。まず、はじめに元気Ａ「秋田に、新たな“戦略産業を創出”する」で

ありますが、元気Ａの今までの主な取組としては、まず「秋田県新エネルギー産業戦略」を策定いたし

ました。これは新エネルギー関連産業の成長を本県の新たなリーディング産業創出の機会と捉え、風力

や太陽光・地熱などの豊富な地域エネルギー資源を活かしながら、低炭素社会の構築への貢献を通じた

産業振興や雇用創出を図ろうとするものであります。また平成22年９月には 「あきたグリーンイノベ、

ーション総合特区構想」を国に提案いたしております。この結果平成23年12月には「レアメタル等リサ

」 。 、イクル資源特区 の特区指定を受けております さらにロシア極東地域との経済交流の拡大を図るため

ロシア沿海地方と包括的な友好協定を締結したほか、現地での情報収集や県内企業と活動支援を行う拠

点としてウラジオストクに、秋田県ロシアビジネスサポートセンターを設置するなどの取組を進めて参

りました。今後の主な重点施策としては、引き続き再生可能エネルギーの導入促進と、新エネルギー関

連産業の創出育成や、国の制度や特区を活用してリサイクル産業の集積を促進するほか、日本海国土軸

の形成による秋田港などの物流機能の強化などに重点的に取り組んで参ります。次にページをめくって

いただいて、元気Ｂ「秋田の “食・農・観”を丸ごと売り出す」であります。、

、 、元気Ｂの今までの主な取組としては平成23年度から本県の認知度アップを図り 秋田ブランドの確立

本県への誘客や県産品の販路拡大に結びつけるため新たなキャッチコピー「あきたびじょん」をコミュ

ニケーションデザインとする、イメージアップ戦略を展開してきております。また平成25年度の秋田デ

スティネーションキャンペーンを核に、県を挙げて観光誘客に取り組むための母体となる、秋田県観光

キャンペーン推進協議会を設立いたしました。また 「農林漁業振興臨時対策基金」を創設し、モミガ、

ラ補助暗渠や「えだまめ日本一」など、競争力の強化に向けた施策を集中的に実施し、取組を進めて参

りました。この基金は生産者らが農林漁業に安心して取り組めるよう、国の政策の動向にかかわらず一

、 。定の支援水準を確保し 農業が産業として自立できる経営体質への転換を図ろうとするものであります

さらに、あきた総合家畜市場や大規模製材工場が竣工いたしました。今後の主な重点施策としては総合

戦略産業としての観光ビジネスの育成・支援や、食・農・観秋田ブランドの丸ごと売り込みと、重点支

援地域への支援を拡充するほか、新エネルギーを活用した周年農業の実証や産地加工など「先導的農業

プロジェクト」の実施により、冬期農業の確立による農業の周年化や脆弱な農産物加工基盤の強化など

に重点的に取り組んで参ります。

次のページを見ていただいて元気Ｃ「県民が一丸となって“脱少子化秋田”を果たす」であります。
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元気Ｃの今までの主な取組としては平成22年度から市町村に市町村少子化対策包括交付金を交付し、

市町村が地域の実情に応じて若者の県内定着、結婚しやすい環境づくり、子育て・教育の充実などの少

子化対策事業を実施できるようにするとともに、少子化対策応援ファンドによる民間の取り組みへの助

成など、県民、企業と一体となって少子化対策を推進してきております。さらに、平成23年度からは県

内３カ所に「あきた結婚支援センター」を開設し、同センターによる個別のマッチングや出会いイベン

トの支援などの取組を進めております。今後の主な重点施策としては、あきた結婚支援センターによる

県人会等県外へのアプローチ強化や、結婚サポーターの拡大を図るほか、特定不妊治療や子どもの医療

費等に対する助成の拡充、子育て家庭優待事業の拡充や子育て情報の発信力強化などに重点的に取り組

んで参ります。

またページをめくっていただきまして元気Ｄの「高齢社会に対応した “安心医療秋田 “協働社会、 ”、

秋田”をつくる」でありますが、今までの主な取組としては 「安心医療秋田」では、県民一体による、

「秋田県がん検診推進協議会」や、自殺予防のための「秋田ふきのとう県民運動実行委員会」を設立し

たほか、大仙・仙北、北秋田医療圏及び秋田県三次医療圏における「地域医療再生計画」を推進すると

、 。 、「 」 、ともに 医師派遣を目的とした寄附講座の開設などを行って参りました また 協働社会秋田 では

新しい公共支援事業を通じて多様な主体による協働を推進したほか 「はつらつ高齢者輝きアクション、

プログラム」の策定や、コミュニティビジネス立ち上げ支援補助などの取組を進めて参りました。今後

の主な重点施策としては 「安心医療秋田」では、がん検診受診の予防対策の促進と、質の高いがん医、

療提供体制の整備など総合的ながん対策を推進していくほか、総合的な医師確保対策や地域の中核的病

院の医療機能の強化、ドクターヘリの活用を含めた救急・周産期医療体制の充実を図って参ります。ま

た 「協働社会秋田」では、高齢者の社会での活動を促進するため、市町村による先導的・モデル的な、

取組を支援すると共に 「ＧＢ（じっちゃんばっちゃん）ビジネス」の支援やコミュニティビジネスの、

実践団体活動に対する、支援体制の構築などにも取り組んで参ります。以上がふるさと秋田元気創造プ

ランの概要とこれまでの取組の状況であります。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

ただいまの事務局の説明を踏まえた上で、今後プランの推進を図るための取り組み方やあるいは専門

部会の進め方について、ご意見あるいはご質問を頂戴いたします。なお、本日はこの後に各専門部会が

開催されますので、各戦略分野に踏み込んだ意見交換はそちらに委ねるものとして、何か共通のあるい

はまた全体的なこと、そういうものについてご意見・ご質問を頂戴したいと思いますので、今から大体

40分位時間を取ってございますので、どうかどなたでもご自由にご質問あるいはご意見を頂戴できれば

と思いますので、どうか余り今申し上げたことに拘らなくても結構ですけれども、お話を頂戴したいと

思いますが如何でしょうか。はいどうぞ。

◎ 藤盛委員

私は東京の方に住んでいるので 来る前に県内の友人５ ６人に色々聞いたのですが みんなこの ふ、 、 、 「

るさと秋田元気創造プラン」についてほとんど知らないのですね。やっぱり県民が一丸となって達成し

ていくということが非常に大事なことだろうと思うのですよ。だけどほとんど知らないというのは、こ

れは問題だと思って。今「あきたびじょん 、これは非常に良いと思うのですね。ところが「あきたび」
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じょん」の具体的な中身というのは当然この「ふるさと秋田元気創造プラン 、これが具体的な中身に」

なってこなければいけないと私は思うのです。ですから、できれば紙１枚位でパッと見たときに秋田県

はこういくんだという、知事がおっしゃっている、みんながそうおっしゃっているというイメージを出

して欲しいのですね。このプランの最初の序文で佐竹知事が非常にいいことを言っていると思うのです

よ。これを１行２行読みますとね 「なつかしさや土の臭いを残しながら継続して築かれていく未来 。、 」

「人間として豊かに暮らせる」秋田。おれは秋田が誇りだということを知事は書いていらっしゃるので

すよ。そういう10年後の秋田のイメージがパッとなって、県民全体でいくんだという。こういうことを

県は今やっているのだという何か、全体は無理としても大方の人がそういう気持ちになっているという

状況にもう２年経った訳ですから、是非していただければと思うのです。今、柴田部長が進んでいる状

況をご説明なさいましたけどね、個別のことになってしまって、じゃあその全体として、知事がおっし

ゃった10年後の姿が、今どうなっているかというのがよく見えないのですよ。私の一つの提案は沢山の

施策がありますから、これを連関図か何かにしていただいてどういう関係になっていて、できたところ

は色でも塗ってもらって１枚の大きな紙でもいいです。今どの辺まで進んだ、どことどこの関係が弱い

んだとか、あるいはどこが抜けているんだとか、そういう全体像が見えるような形にしてもらうと、非

常に分かりやすいと思うのです。直感的に言いますと、私は山口県の萩市だとか青森県の弘前市に行く

と、町なかに行ったときにすごく良い気持になるのですよ。私はやっぱり秋田市に着いたとき、横手市

に着いたとき、私のふるさとの大館に着いたときに 「ああこんな所に住んでみたいな」という、そう、

いう何と言うか、そのランドスケープ全体のイメージがまだできていない。風車を建てたり太陽電池を

やってしまうととね、やり方によってはちょっと問題になるところがあると思うのです。是非、もう一

度県民全体が一緒になれるようなことをお考えいただきたいと思います。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

ただいまのご質問と同じようなことをお考えの方もおいでと思いますけれども。それではまず今のプ

ランについて東京にいる人はほとんど知らないというは、それはあれだけの人口のことですから分かり

ませんけれども、いわゆるイメージ、ピッとくる何かということで、県の方から何かお話をいただくこ

とはできませんでしょうか。

□ 柴田企画振興部長

前にもちょっとそのようなご指摘があったかと思います。我々としてもこの「ふるさと秋田元気創造

プラン」について、できるだけ県民に分かっていただくように、県職員自らが出前講座でお話ししたり

、 、 、だとか何らかの形で 前回県民意識調査をした際にも 分かっていた方が４分の１ぐらいということで

全員が分かっているという訳でもなかったことが分かりました。そういった機会にもこのＰＲを是非さ

せていただきたいと思っています。それから「ふるさと秋田元気創造プラン」そのものを首都圏で理解

してもらおうというよりも、秋田県を売り込むというところではイメージアップ戦略なので、どちらか

というと今進めていきます「あきたびじょん 、イメージアップ戦略を中心に首都圏で秋田を大いに売」

り込んで、これからこれまでにないやり方で秋田をアピールさせていただきたいなと思っています。
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◎ 藤盛委員

秋田県民がその気にまずなること。首都圏のことは僕は言っていないのですけれどもね。私は東京に

来た秋田県民に聞いたわけで…。

□ 柴田企画振興部長

そういう点では先ほど言いましたように、この元気創造プランはやっぱり県民から理解してもらうと

いうことが必要だと思いますので、様々な機会で。まあこれがこうやれば決定的に理解してもらえると

いうのが難しいかと思いますが、色んな機会を捉えてこのプランのＰＲ、それから先ほど、進捗状況だ

とか10年後の姿にどれだけ近づいたかということを分かるようにという話がありました。政策それから

施策事業評価等の評価をやりながらその目標に何処まで届いているのかというところも、毎年検証はし

ている訳ですけれども、なかなか見えない部分があるかと思います。そこもやはり工夫しながらこのプ

ランがどこまで進捗しているのか、達成しているのか分かるような工夫はしていかなければいけないと

思っていますので、それも工夫させていただきたいと思います。

● 渡邉会長

今の話の中で、大体今と似たようなお話、お気持ちの方が多いと思いますけれども何かございますか

ほかに。特になければこれはまず一旦置いてまた後程お話をしていただくかも知れませんけれども、他

に何かご意見等ありませんでしょうか どうぞお話ください。

◎ 三浦委員

「 」 。 。ジュンサイ日本一 の三種町でございます 実は県の方に御礼を申し上げたいなと思っております

自治体の立場から私は発言させていただきます。

例えば、食・農・観ビジネスの関係で言えばですね、当町の場合ジュンサイが３事業の中に採択して

いただきまして、毎年700万円の補助金を頂戴しております。昨年からはじまったのですけれども、そ

のおかげで最近ではテレビの媒体とか方々に出るようになりまして、昨日もですね首都圏のＪＲさんの

ホテル、日本ホテルズ系の皆さんも当町にお出でになりまして、デスティネーションキャンペーンで11

月、12月は多分、東京の方のホテルで食材として利用してもらうことができるだろうと思っています。

そういう形でこの県の施策を私どもは大変有難く思っているところでございまして、どんどんこの食・

農・観ビジネスをさらに発展させていただきたいと考えています。

それともう一つ、少子化対策でございますけれども、今回県の方で小学生まで福祉医療費の無料化と

いうことをされました。これは従来多分、どこの市町村も就学時前までの福祉医療の無料化というのは

していたと思いますけれども、医療費の関係で小学生卒業までというのは、なかなかできなかったと思

います。県の方でこのような思い切った少子化対策を取られまして、私ども町としましても少子化対策

として大歓迎していまして、さらにプラス上乗せしまして中学生まで医療費無料化ということを当町の

場合は打ち出しました。それもやっぱり県の決断があったおかげでできたことだったと認識しておりま

して、やっぱりこの少子化対策につきましては多少お金がかかっても、思い切った施策を展開していた

だきたいと思っています。それから先ほど知事さんもおっしゃいましたけれども、企業誘致というのは

我々も市町村レベル色々立地セミナーとか行きますけれども、なかなかできなくて大変苦慮していると

ころでございますけれども、それでもその地域にあったものということで考えています。どうかなかな
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か難しいとは思いますが不断なる努力をひとつ県の方でもお願い申し上げたいと思います。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

今の激励ともとれるお話を頂戴した訳ですけれども、このことについて何か県でコメントはあります

か。

□ 佐竹知事

後でまとめて…。

● 渡邉会長

、 。 。これは 後でまとめてと知事がおっしゃっていますので ほかにどなたか質問があればお伺いします

◎ 仲村専門委員

。 、 、「 」株式会社レジーナ仲村と申します 今回 各部門の横断的な取組といたしまして 教育・人づくり

ということが書いてありました。秋田県の産業を担う人材育成の観点から先ほど、知事さんがおっしゃ

られたとおり学力日本一、高校生の英語力日本一という取組は非常に他県からも注目される取り組みだ

と思います。私も県外から参りまして今、国際貿易等の仕事をしているのですけれども、やはりこれか

らグローバルアリーナで活躍できる人材育成、それからそういったアリーナで戦える人材の養成を実現

するために、是非先ほどおっしゃられたことを重点的な政策として力を入れてもらいたいと存じます。

国際教養大学も他県から非常に注目を浴びておりまして、今週の日曜日の夕方の番組でも隣の元・岩手

県知事さんも大変褒められておりました。と同時に我々企業側の人間と致しましてやはり若くて優秀な

人材が県外に流出してしまうというのが非常に残念なことなので、そういった優秀な人材を確保し、雇

用を維持できるような活躍の場を設けていかなければならないと考えております。以上でございます。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

今のお話は特に要望・要請を含めてのお話でしたけれども、特にこのことについては、何かお答えい

ただくということではないですね、今の話は。今のお話のとおりでありますので、これは後程まとめて

お話を頂戴させていただくことにいたしたいと思います。ほかに何かございませんでしょうか。どうぞ

お話ください。

◎ 舩山専門委員

舩山と申します。私は初めてこの審議委員になりまして今まで２年間行われてきたということをちょ

っと聞きました。そこで今まで審議委員とか専門部会で提案されたり考えたり実行したようなそれに対

して行ったそういう事例というのですか。まとめたものってあるものでしょうか。もしあればそれを参

考に私たちも意見がいいやすいとか、また何かの質問等、協議する資料はありましたけれどもそれを見

て同じことをまた言うのかなとかあるので、そういう資料があるのであれば教えていただきたいなと思

います。



―16―

● 渡邉会長

はい、今のお話について、県の方で何かありますか。

□ 柴田企画振興部長

基本的にはこの総合政策審議会それから各専門部会で色んな提案をいただいております。これに関し

てはできるものは次の年の予算施策事業に反映させていただいておりまして、各専門部会ごとに提案そ

れからそれに対する対応というのをまとめておりますので、多分この後でまた専門部会等で色々と資料

等の提供もあろうかと思いますが、ここではまだ全体のものは今のところ用意しておりません。

この後の専門部会で、どう対応したのか、どう対応するのか、というのをまとめた昨年度の資料をお

配りするようにしたいと思います。

● 渡邉会長

はい、それは一つ県の方でよろしくお願いします。ほかに何か皆様、先ほどから柴田部長が説明した

ことについて何か、あるいは日頃お考えになっていることでも結構ですけれども はい、どうぞお

話しください。

◎ 藤岡委員

このプランそのものには直接関係ないのですが、よく県の広報とか色んなものが出てくるとき、必ず

この少子高齢化だとか、あるいはがんの死亡率が高いとか、非常にマイナスの所を強調している、頭に

出てくるのですね。もうそろそろ、そういうところは強調しなくても黙っていても年を取ればがんなり

何なりになって死んでいくのですよ。私はそれはそれをあえて強調しなくても、人口問題にしても私は

この狭い日本に１億2,000万という人は多すぎると思う。もうこれからはもっと少ない人口でどう産業

なり経済を建て直していくかということ、そこの土台に帰って議論するべきだと思いますね。そういう

意味では余り「少子化、少子化」って、そこを強調しなくてもこの少ない秋田県の人口の中でも、ある

いはその各市町村の少ない人の中でもどうやってそのコミュニティを維持していくかというところに視

点を切り替えないと、マイナスイメージが先行して私は駄目だと思うのですよ。そういう意味ではもち

ろん農業もそうですが、昔みたいにつくればどんどんものが売れたという時代では私はないと思うので

すね。そういう意味ではもっとやっぱり良いものを、きちんと育てて販売する、そういうところに秋田

県は頭を切り替えていかないと。どうも時代の後追いをしているみたいな感じがして、ほかの県に先行

してやるんだとすればね、ほかの県がやっていないような、頭を切り替えて20年、30年先のことをきち

んと捉えてやる。そういう政策が私はこれからは必要じゃないかと思っています。こういう時代になれ

ば、今までの反省だとかそういうのじゃなくて、もうリセットする、その位の気持ちが私は大事じゃな

いかと思っています。それと先ほど、知事の冒頭の挨拶の中に来年の選挙を意識したのかどうか分かり

ませんが、非常に競争という言葉が出て来ましたが、今までどちらかと言えば余り競争させないみたい

なところがあって 「ゆとり教育」みたいな弊害のあるところもありますけれども、よい意味での競争、

がないと、やはり産業というのは、特に農業の場合は育っていかないと思うの」ですよ。そういう意味

でみんなで手をとり合って落ちていくのか、適正な競争をさせて、やっぱり伸びる所をバンと伸ばして

いくのかね。そこの所にそろそろ切り換えて行かなければと、秋田県の特に農業の場合は、そういう感

じがしております。
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● 渡邉会長

はい、ただいま、農業を含めてあるいはまた秋田県のウィークポイントだけ強調されているようで、

それではどうしようもないというお話がございましたけれども、このことについて県では。後でまとめ

てお話しするということでよろしいですか。はい、どうぞ。

◎ 清水委員

日本銀行秋田支店の清水です。ただ今の前半の方のご意見にちょっと似たようなことも、普段思って

おりましたので、一言申し上げたいと思います。確かに秋田県の非常に大きな問題が少子高齢化でござ

いまして、まさにこの元気創造プランでも人口減少に歯止めをかけるということを、一つの大きな事項

として挙げておられると思います。この取組自身はとても重要で本当にしっかり色々なことを考えなが

らやっていかなければなりませんが、人口の問題は当然その成果が出るまで大変な時間がかかります。

子どもがこれから生まれても働くまでは20年位かかるということもございます。勿論少子高齢化対策を

しなければいけないのですけれども、同時にその少子高齢化をある意味で前提としてそれに如何に対応

するかということも考えなければいけないと思っております。よく工場誘致等も含めて需要をつくるあ

るいは仕事をつくるということも重要な要素ですけれども、むしろこれから場合によっては人が減って

いくかもしれないという意味においては、いわゆる経済の言葉でいうと供給サイドという言葉なのです

けれども、例えば高齢者の方とか女性の方の労働参加を如何に高めていくか、そういったことも恐らく

は視点として入れていった方が良いと思っております。各専門部会でもそういう視点があろうかと思い

ますけれども、一言申し上げたいと思いました。ありがとうございます。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

はい、どうぞ。

□ 佐竹知事

あの、最後にと思ったのですけど。余り長くなると最初に話したことが分からなくなりますので。幾

。 、 、つかお話のあった点について手短にお話を 最初の藤盛さんの話は まさにそのとおりなのですけれど

実はですね、今回のこのプランで全く今までと違うのは、ほとんどソフトなのです。かつての県の総合

開発計画だとか何かは全部と言っていいくらいほぼハードなのです。舗装率を幾ら上げるだとか学校を

幾つつくるだとか、非常に分かりやすい。進捗状況も大体何年度に何をつくったと何十パーセント。全

部これは実は外的指標なんですね。しかし、今回のプランはハードがほとんど入っていないという、そ

ういうことでなかなか表しにくいことは確かですね。それから今までの、どちらかというと今までずっ

、 。 、と長い間の計画というのは 何々町のどこどこの道路をどうしますという どこそこに学校を建てます

というものでした。これではなくて、ほぼ全部が経済だとか社会現象に応じた目標設定なものですから

非常に分かりにくいという点があります。個別の事業ではそれぞれみんな分かっているのですが、全体

としてボヤッとしているものだから。昔は確かに知事があちらこちらに行って宣伝して、佐々木喜久治

知事のときには何をしゃべっても、佐々木喜久治知事は最初に「総合発展計画というのは… 「あとや」、

めれ、飽きた」って言われてね。そういうこともあったのですけれども。ただ、今の新しいメディアだ

とかそういう様々なコミュニケーションツールを使った形での新しい発信というものも必要なのかなと
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思っておりまして、我々、それで「あきたびじょん」も含めて、今試行錯誤をしています。いずれにし

てもそれぞれの分野の方に、少なくてもその自分の分野のものについては、ある程度の一定の情報が行

かないと、また考え方が一緒じゃないと困るものもありますので、これからも工夫していきたいと思い

ます。

それから三浦さんのお話は全くそのとおりです。医療費の無料化を思い切ってやりました。これは割

とニュースにならないけれども、意外とこうして静かにやるとニュースにならない。今の世の中という

のは今の行政は面白いことに、できないことをワーワー騒いで、長く騒いでると最後にできなくても改

革なのですね。しかし、実は何も言わないでやると静かなのだけれども、宣伝しても誰も余り騒いでく

れないのです。いずれ、少子化対策の中で特にお母さん方からは、今秋田の場合民間の分野の賃金が非

常に下がっていますので、特に医療費の負担というのは、非常に子育てが大変だということで、思い切

って小学生まで無料にしたということで、これは何とかこの後もやっていけるなということで、それに

合わせて市町村でその部分を中学生までということでやっていただいたところもありまして、大変これ

は我々としては思い切ってやったつもりであります。

あと、企業誘致ですけれども、先ほど言ったとおり昔のように例えばエレクトロニクスメーカーの単

純な下請けみたいなのはないですけれども、割と最近多いのは、食品だとか手造りのものだとか、木工

品だとかね。地元にその昔から歴史的あるいは資源的に根ざしたものに関するものが出てきているので

す。こちらの方は、逆に最近非常にそういうものが出てきていると。もう一つは、やっぱり最後になる

と土地の強みというのはありますね。オールジャパンで展開している企業がですね、本社で集約しよう

にも皆住宅地で土地がないと。秋田の子会社の隣が全部田んぼだったと使えると、やはりそういう意味

では私は新規のものは当然ゼロではないですから、一生懸命やらなければならないけれども、やっぱり

今、秋田にもう既に進出してきていらっしゃる企業でこういう所というのはほとんどバブルのときに日

本全国に工場を建てすぎたんですよ、いっぱい。今どうにもならなくなってまとめにかかっているんで

すね。そのときに是非とも秋田にまとめてもらいたい。あるいは秋田にその研究部分だけは秋田に持っ

てきてもらいたいだとか、そういうことで今やっておりまして、それが割とそういうところが多くなっ

ています。それとやはり地場物。この地場物というのは意外と今まで余り視野になかったのですが、企

業誘致というと何でもかんでも大企業だと。そうではなくて地場物は意外と根強いのですね。そういう

ものについてもこれからやっていかなければならないと思います。

後は仲村さんのお話は全くそのとおりで、特に国際教養大学の認知度というのは大変大きいです。あ

れをやはりこれからもきちんとした形でやっていかなければならないし、４月から東アジア研究センタ

ーということで東アジアを含めた貿易振興も含めてそういうシンクタンクもつくりました。これに合わ

せてやはり秋田の子ども方の英語力と言うことで、実は高校生の英語力が今一番よく言われるのは、い

わゆるグローバル企業が世界的にあちらこちらに工場がある場合にですね、図面が英語なのです、今。

日本語の図面をですね、日本語で日本でつくった図面を全部英語に直したり、ロシア語に直したり、中

国語に直したりすると、全部ニュアンスが違うんですね。ですから図面は英語で見ると。ですから現場

の工員さんも英語が読めなければ駄目だという、そういう社会です。ここら辺がやはり格差と言われて

もしょうがないですね。汗水垂らして努力して、プラスやっぱり頭もよくなければ駄目なのですよ、こ

れからの社会は。やはりそういう意味では日本語もろくにしゃべれない子どもに英語を教えたってどう

しようもないけれども、幸い秋田は国語の能力が一番ですので、これに英語力をつけてもらうと、これ

は現実のものとしてものになるなということで。そういうことで今やはり国際化という前提の中にはで



―19―

すね、どうしても日本人はコミュニケーション能力が足りないのですね。韓国に行くと大体３カ国語は

普通に話せるという。優秀な子どもというのは３カ国語話せると。これが国際標準なんですね。そこま

でいかないと日本の未来はない位の思いで、これを言っていますけれども。ちょっと大袈裟ですけれど

もねそういうことです。舩山さんの方もさっき言ったとおり、これまで議論した中身と部会でまとめて

こういう方向に対してはこういう方向という資料がありますので、後で皆さんにお配りさせます。

それから、いわゆるマイナス思考、全くそのとおりです。実はですねどうしても秋田県の人というの

。「 」 「 」 、「 、はマイナスから考えるのですね あんべぇいいな秋田県 の あきたびじょん をはじめたら いや

」、「 、 」 、 「 」違うべ 知事 秋田の人はあんべわりって言ってね と ちゃんと広辞苑を見ると あんばいがいい

から書いているのです。最初に悪い方から考えるのがどうも秋田県なのです。それから少子高齢社会で

すけれども、実は先ほどもちょっとお話ししました。これはたまたまある評論家のお話でしょうけれど

も 「秋田の高齢化は怖くない、空間がありますのでまだ支え合いもある。秋田というのはそれなりに、

施設をつくろうとなればつくれるんですよ。一番悲惨なのは東京だ 「30年後、東京に高齢者施設をつ」、

くりようもない」と。人件費が高い、しかも実は統計的に一人当たりの購買力が一番落ちているのが東

京なのです。秋田より落ちているのですよ購買力が。やはりそれはお金持ちがいますけれども、そうで

ない人もいると。そういう所での高齢化というのが一番怖いということで、それと「少子化、少子化」

と言っても秋田県に線を引けば「少子化県」ですよね。でも少子化で困るのは役所ぐらいのもので、余

り県の境だとか国の境に関係なく商売している人は何にも関係ないのです。確かに人口が減ると日本全

国でマーケットは減ります。しかし全体的に国際的にものを考えると、別にたまたま秋田県で線が引か

れているのであって、そんなに「ギャーギャー」言う必要も、余りそこだけ捉えてマイナス思考になる

のは私はおかしいと思っている。全くそのとおりであります。ある意味ではその競争というものが、こ

れからどうも日本が、これもさっき言ったとおり「みんな平等だ」と言っている。これが今日本が駄目

になった一番の根幹ですよ。やはり競争社会というのは必要で、その競争をいかに役所が公平・公正な

中で競争してもらうかという、そういうことの下地をつくるのが役所なのですけれども、どうしてもみ

んな平等だということで、それがどうも政治が悪かったですね、政治家の責任です。そういうことで私

は叩かれてもあえて、やはり格差社会をも包含した新しい社会をつくるという、そういうことにしない

とどうしようもないのかなと思っています。

、 、 、 「 、 」あとは 今まさに支店長が言ったとおり これと関係あるのですけれども やはり 少子化 少子化

って、それでは明日から増えるのかというとそう簡単ではない。そろそろ一定の、将来を見越した様々

な社会設計をしていく時代だと。またそれをどう捉えるのかによって、高齢化社会でもむしろ高齢化の

、 、 、単なるお年寄りは病気するし あれだというそれだけではなくて やっぱり能力の活用という非常に今

、 、 、 。日本では団塊の世代が どんどん どんどん引退して 実は非常に社会的にノウハウの不足なんですね

若い人というのは、ブラックボックスでコンピュータ世代ですから、ものを考えないである動作をする

とアウトプットが出てくると。ところが我々の時代、どちらかというと物事の段階をみんな見て育って

いる世代。この段階を見ない世代というのはですね、何かあると何もできないときがあります。そうい

う意味では、そういう能力を色んな面で活用すると。そういうことで社会をきちんとした構成するとい

う、そういう発想も必要かなと思っています。さっき話した「じっちゃんばっちゃんビジネス」じゃな

いですけれども、これは小さいことですけれども割とあの人たちがつくったものは、東京に行って売れ

。 「 」 、 。るのですよ 我々の誰もが こんなの売れるのかな？ と思っていたら 意外と売れたりするのですよ

それで喜んでいるのですよね。それが意外と芸術品だったりするのですよ。やっぱりものの考え方で何
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でもかんでもマイナスからではなくて、あるものをプラスにしようという考え方、これが秋田の一番の

基本の「あきたびじょん」にしなければならないなと思っています。

今までのところのご意見について、ちょっとお話しさせていただきました。

● 渡邉会長

今、知事から大体のお話がありましたけれども、今のお話以外に、今日出席されている皆様で何かお

話はございませんでしょうか。

どうぞ、菊地さん。

◎ 菊地委員

先ほど、人材の流出ということがございましたけれども。私は中国で10何年工場をやっていましてそ

して最近、ロシアで輸出をしているのですけれども、要するに中国で商売するのに日本人ではなくて中

国人の方がいいのですね。ロシアで商売する場合はロシアのハードルというのは非常に貿易も不透明だ

し、日本人ではなかなかできない部分がございます。そのときに人材の流出よりも日本で雇える外国人

。 、 。 、のバンクが必要だといつも思うのですね 是非 日本で秋田県で雇える外国人 中国人もしくは韓国人

ロシア人、そういう優秀な人のバンクをつくっていただいて、そこから我々が選択をして彼らと共に海

外に出ると。そういう仕組みをつくっていただければ非常に有難いと思っています。

● 渡邉会長

はい、そういうお話がございました。

はい、どうぞ。

□ 佐竹知事

担当部長が分からないことで、私しか分からないかもしれないことなので。

実は今私にお話があったのは、ある大企業から国際教養大学を紹介してくれと来たんですよ。てっき

り国際教養大学から日本の学生をとると思ったら、何のことはない国際教養大学に外国から留学してい

る人、それ目当てなのです。何のことはない、自分の会社がそこの国でこれから拠点化すると。日本語

を勉強して日本の大学に入ったその国の留学生が欲しいと。全くそのとおりなんですね。ですから今の

ところ国際教養大学の場合は海外からも非常に来ていますので、今大変いい話ですのでちょっと我々と

しても一番の近道は例えばそこ、あるいは秋田大学だとか県立大学だとか。結構来ていますので、そう

いうところの留学生とのコネクトをどうするのかというそこだと思いますので、ちょっと大変具体的な

提案ですので、今早急にそこら辺を研究させます。

● 渡邉会長

ほかにどなたかございませんか。

どうぞ。

◎ 松村委員

今回から参加します、旅館組合の松村と申します。よろしくお願いします。最初に昨年、大震災の後
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ですね、我々宿泊業は大変被害を受けたのですが、県がかなり柔軟な対応をしていただきまして何とか

１年食いつなぐことができました。本当にありがとうございます。その感謝の気持ちも込めて２年間一

生懸命やりたいと思っております。

私は、20年前に秋田に参ったのですが、正直言って、今秋田に起こっている問題というのは、当時ほ

とんどの秋田の方がおっしゃっていて 「このまま行ったらそうなっちゃうよ」と言ったことが、一つ、

。 、 。一つ起こっているような気がします ということは 大体分かっていて手を打って出なかったのだなと

実際、私も色んな仕事をしたりボランティア活動をする中で、正直やる前から「これは無理だな、無駄

だな」と思うようなボランティア活動であったり、色々な行政との事業だったりがあります。無理を承

知で頑張るのはよいのですが、無駄を承知で頑張るというのは非常にテンションが下がるのです。それ

が僕は今の秋田の現状かなと思います。日本もそうかも知れません。知事も冒頭おっしゃっていました

が、やはり今お互いに枠組みを変えて妙な役割分担があって、どこかお互い遠慮しあったり、どこか分

かっていても仕方なさがあるように思います。是非、この審議会もそうなのですが、基本的な枠組みを

変えて民間・行政まあ議員さんもいるのかな、色んな形の枠組みを変えて意識を変えてやっていきたい

と思っております。ある意味こういう会に来ると、まあ特に秋田に来てから県庁、県と県民の上下関係

を僕は妙に感じます。神奈川にいた頃は県庁ってこんなに偉いとは思ったことなかったのですが、結構

秋田県は県庁が偉いのですね。それは県民の我々も思っていると思います。それはどうも県は県民を支

えるという呪縛に囚われている気がして、それが結果このふるさと秋田元気創造プランを見ても、全部

書いてあることはよいのですが、恐らくこれを全部やったら金も人も足りない。結果的に県外には勝て

ないになると思うのですね。逆に県民がいるから県があるのであって、県民が県を支えるという意識に

なれば、例えばこの分野の中では今年はこれをやるけど、お前のところはやらないよって言われてもし

ょうがないなと思える県民でなければいけないと思うし、そうしないとこの何の工夫もない事業計画が

延々続くのだと思います。ですので、２年間やられて来たこと、残り２年間ですので、是非できなかっ

、 、 、た分の反省等も踏まえまして 枠組みを変えて また県と県民の意識をも変えてというところを前提に

色々な議論もしたいと思いますし、またある意味では県にもそういった今まで持っていた既得権も放棄

するような意識と、逆に県民と一緒に本当に泥まみれになって作業をしてくれている方もいらっしゃい

ますけれども、よりしていただくような形に是非と思っています。私どもの業界としても同じように枠

組みを超えて頑張りたいと思っております。意見といいますか、この２年間そういう気持ちで頑張りた

いと思いますので、よろしくお願いします。

● 渡邉会長

はい、大変貴重なというか思い切ったお話を頂戴しました。今のお話で どうぞ。

◎ 渡辺委員

渡辺と申します。仙台から参りました。お話しをしたいことにすごい近いテーマを今、おっしゃって

いただいたので、関連としてお話をさせていただきたいと思います。

私、仙台というか宮城県で復興支援の活動をしている中で見えてきた課題が、とっても今お話しいた

だいたことに似ていて、半分寓話だと思ってお聞き頂ければと思うんですが。沿岸部のとある自治体が

ございます。その自治体は水産業でかなりの部分のＧＤＰを賄っている町なんですが、皆さんがイメー

ジするのが漁業が大変だという感じなのでしょうけれども、漁業は30億円です。しかし加工すると80億
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円になります。加工する工場は今、立ち直りつつありますが働いてくれる人がいません。皆さん食いつ

なぐ、色んな失業保険であったりとか、そっちの方が割がいいから働かない。元々650円とか700円とか

で働いていたおばちゃん達も、仮設住宅で手仕事の仕事をしているから暇はもうない。そうするとその

自治体がもう一回町としての機能を復活するために、加工業が復活しなくちゃ行けないのに働く人がい

ないから、変な話ですが中国人を雇ってきて中国人に働いてもらう。中国人用のアパートができるみた

いなことがその自治体で起きています。これは先ほどの話にも通じるのですが、ずっと支援をされてい

ることに慣れてくると、人はやっぱり力を失います。今回のこういうプランであると何らか県民がしよ

うとすることを支援をしたいと思うけれども、支援をすればするほど人は力を失っていく。なおかつこ

れは皆様がという意味ではなくて僕ら被災地支援をしている団体の自戒を込めて言うんですが、支援を

している人たちはありがとうと言われるのが気持ち良くて支援がやめられないんです。それが無駄かも

しれないし、永続的に続かないかも知れないけれども。それに近いことがこういう行政サービスをする

ということにも似てないだろうかと。冒頭知事もおっしゃってましたけれども、社会サービス全部を公

的な部分が再配分できない、実際借金をして担っている訳なのでそれは別に担っているわけではないと

思うのです。そうなったときに引き出すとか一緒にやるということを、根本を変えて行かなくてはいけ

ない。だからそれは藤岡さんがおっしゃっていたみたいな、人が減ることを前提とした社会のあり方そ

のものを変えていくとか、そういうことを掲げて すみません、外から来てるので何でも言ってい

いというか、１周遅れのトップランナーだったらそのままトップランナーでいればいいと思うのです。

すごい課題の超最先端にいる秋田県だと思うので、そのままそれに立ち向かえばいいと思っていて、下

手に東京とかの真似をして少子化を何とかしたいとか、企業誘致をしなければまずいのではないかとか

いう、どこかで聞いてきた言葉ではなくて元々秋田県に住んでいる方々が生活できていたときに戻せば

いいんだと思うのです。何かそれがちょっと去年、一昨年と２年間おつき合いをさせていただいて、ま

た２年間おつき合いをさせていただく中で、外からだから言えることだと思ってお話をさせていただけ

ればと思います。

● 渡邉会長

どうも、よいお話をありがとうございました。それでは一応予定していた時間は５分か10分位しかあ

りませんけれども、どうしてもという どうぞ。

◎ 加藤（潔）委員

ＮＨＫ秋田放送局の加藤でございます。このふるさと秋田元気創造プランは、要は秋田の負の面が書

かれてあって、色んな策を講じてそれを何とかプラスにしようということだと思います。私も去年１年

間、脱少子化部会で色々議論させていただきましたけれども、とにかくプラスになるようなことを考え

、 。ていたのですが ひょっとしたらある意味このマイナスの流れに乗っかるというのも手ではないかなと

乗っかるというとおかしいですけれども逆にそれを、逆手にとって利用するというかですね。それが将

来秋田モデルといわれるようになればなと。これはもう少子化の問題だけではなく、農業など一次産業

なり産業経済問題すべてにおいてそうなのでしょうけれども。ある意味マイナスであっても、将来これ

が秋田モデルといわれるものをつくり上げる、そういう考え方の視点もあるのではないかということを

昨年１年間参加させていただいて感じました。



―23―

● 渡邉会長

ありがとうございました。それでは まず西宮さんから言っていただきましょう。

◎ 西宮委員

西宮でございます。ごく手短に。全体を通してのお話ということですが私の方からは１点だけお話を

させていただきます。先ほど、舩山委員のお言葉からはじまって去年までのとりまとめがまた配られま

すよということは、私は非常にいいことだと思っています。その去年のとりまとめなのですけれども、

その中で本当は自分の専門部会で一定の結論を出したかったのだけれども、もしかするとこれは他の部

会の方に大きく関わってしまうことなのかも知れない、とても残念だという報告がありました。これか

ら２年間の間、是非事務局を中心としてお願いなのですが、この専門部会設置運営要領の第３条の第２

項を見ますと各専門部会の所掌事項に関する総合的な調整に関することは企画部会でやりますというこ

とが書いてありますので、是非企画部会の方をもうちょっと注力していただいて、間違っても２年経っ

た段階で本来うちだけではできなかったという意見が出ないような形、もしそうだとすればほかのとこ

ろできっちりと議論しなさいよという形ができるようなそんな取りまとめをしていただきたいというこ

とをお願いをしておきます。１点だけです。ありがとうございます。

● 渡邉会長

どうぞ。

◎ 加藤（秀）委員

私はこの少子化とか色々高齢化の問題を見ていると、ひとつだけ言っておきたいことはもう数年でも

うこのグローバル化の時代というのは、もっとどんどん進むと思います。ですから知事が言われたよう

に国の国境だとか、県の境だとかいうのは余り関係なくなる。この少子化というのも実はよく考えてみ

ると統計上の住民票の数字ですね。ですからバーチャルにみるとビジネスが大きくなると県の例えば一

時的な人口なんて幾らでも増やせるのですよね。だから視点を変えて多分これが３年位経ったら、もう

グローバルな計画に多分練り直さなければならない段階が来ると思うのですよね。ですからこの考え方

を変えてみるということがものすごく重要じゃないかなということを一言申し上げておきます。要する

に県の行政単位で物事を考えないで経済を考えるということを、この中に入れていただきたいというこ

とです。

● 渡邉会長

はい、なるほど結構なお話でした。他に何かございますか どうぞ。

◎ 佐藤（裕）委員

西宮委員のお話でほぼ網羅しているのですが、企画の会がございますが、実績として過去行われてな

かったのではないかなと記憶しております。先ほど、柴田部長の方から議事録を回しながらのリンクを

図りたいということですけれども、せっかく企画部会があるわけですから、是非これを何回か開催して

いただきたい。共通課題がかなりございます。部会毎の縦割りをしていても解決しないものが結構ござ

いますので、是非この企画部会を活性化することを切にお願いしたいと思います。
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実は昨日、行政改革の県の会議がありまして、委員のほかの皆さんから、観光文化スポーツ部という

のはよく分からないという意見が相変わらず出ておりました。私はスポーツと観光とかその辺も全部つ

なげていくという活動をしているもので、新しい部にはシンパシーを感じているのですが、一般の県民

には何を言っているか分からないということのようです。今の部会間のリンケージも同じなのですが、

多分野に渡った課題を県民の皆さんに理解してもらうには、フェイスブックなどの斬新なメディア手法

を使いながらきめ細かい広報というのをしないと、理解されない。私どもとしても何をしているのか県

民に理解されないとむなしくなりますので、きめ細かい広報を切にお願いしたい。

● 渡邉会長

はい、ありがとうございました。

それでは一応今日は時間が限られておりますので、ほかにご意見は。ちょうど盛り上がったときで申

し訳ないですけど、大体この辺りで切らせていただきますけれども。私が経済団体の者として一言申し

上げたいのは、今そのグローバルであってその国内ではもう全くボーダレスですよね。県境は全然ない

ですから。先ほど知事もおっしゃっていましたけれども、やっぱり企業の競争力がないものだから、や

はりむしろどんどんマーケットに入られてきているというのが秋田の現状で。秋田の企業は割と外には

まず出て行かないと。そういう意欲というか欲がない。ある意味では競争力がないということになるの

ですよ。そこで色んな問題が出て来ているというのがちょっと基本的な私の考えなのですけれども。こ

れは自分のことを言っているようなことにもなるわけですけれども。そういうことも含めてやはりもう

ちょっと企業も頑張らなければいけないと思います。それから何れ人口が減っていて高齢化が進んでい

るんですから、知事がよく言うように何れその労働力が不足してくるということだから、やっぱりだか

らそういう意味では60歳以上の高齢者と言われる人たちもやっぱりできる限り働くと。あるいはまた女

性の社会参加、職業参加こういうこともやっていかなければならないと。でなければ、県内の生産が落

ちていくということにつながって、結局県内が疲弊するということにもつながるとこういうことなので

しょうけれども。ここらはいずれまた別の機会に皆様からお話を頂戴するし、またそれぞれの分科会で

お話を頂戴、議論していただくことになるのだと思います。

それではちょっと時間を切るようで恐縮ですけれども、知事に全体的な所感をいただきこれで今回は

終わりたいと思います。

□ 佐竹知事

ありがとうございました。先ほど途中でちょっとコメントさせていただきましたが、後半の方は基本

的にどちらかというと大きなものの考え方というか、捉え方・スタンスあるいはこの審議会のあり方の

ような話であります。それぞれお聞きしました。ありがとうございました。一つだけまたこれも言い過

ぎかもしれません。まあ私も県庁の職員が長かったのでこういう担当もしたことがあります。かつての

、 。 。審議会の状況はどういう状況かと言いますとね 誰も発言しないですね 発言する人がほとんどいない

もう一つは、発言する人はみんな何を言うかというと 「県庁の補助金をくれ」と言うのです。今日は、

そういう話が非常になくていいですね、むしろやはりよい方々に委員になってもらったと。別にそうい

う人を排除した訳ではないですよ。どうしても既存の勢力に属してその中でやっている方というのは、

何としても私の顔を見るとお金に見えるらしいんですよね。市長のときもそうです。私が一番嫌だった

のがそれです。私の顔見ると「金、出せ」っていうんですね。それはそれで別です。それはいいんです
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よね。ところがここはその場じゃないんですよ。そういう意味からすると当然、県の施策としてこうい

、 、うことが必要だという話はいいのですけれども そこら辺は非常に今日は前向きな話をお聞きしまして

。 。 、 、大変有難かったと思います 渡辺さんの話にもありました やはりちょっと時代が非常にここ２ ３年

ここ５・６年で変わって来ていますね。この変わりようになかなか役所がついていけない。役所の既存

の概念というものがなかなかついていけないというのは、一つには制度もあるのですが、その根っこを

ずっといくと今度は法律にも当たったりしてですね、なかなか我々もそこら辺でジレンマに囚われてお

ります。

あと、全体的に広報の仕方も、多分意外と若い人は分かるのですよ。今の若い人はすぐ理解するので

すよ。結局ある程度の年代の方が理解できない状況にもなっていると。まあ、そんなことを言うと年寄

りが駄目だと、そういう意味じゃないですよ。やはり社会的にしょっちゅう色んな場面で出てきている

方は分かるけれども、なかなかこもっている方にどうやって情報を伝えるかという、そういう非常に難

しい面もありますけれども、いずれにしても非常に今、割と外れた意見が多くて大変よかったです。す

みません 「外れた意見」というのは駄目だという意味ではなくて、非常にそういう意味では我々とし、

ても私としても、私はいつも外れていますので非常にそういう意見が一番楽しい訳で、また我々もそれ

がこれからの根っこ、ある程度のものの改革の起点にしなきゃならないと思っています。そういうこと

でこれからの専門部会でも一つ大いに議論していただいて、色々またサジェスチョンをいただきたいと

思います。本当にすみません、ここへ来て私が楽しむのはおかしいのですけれども、お話が楽しくて、

このまま３時間位やりたいのですけれども、時間がそういうことでありますので、この後もひとつ専門

部会を含めて、この後何回かありますのでよろしくお願い致したいと思います。

ありがとうございました。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

それでは事務局におかれましては本日の意見を参考にしながら、今後のプランの推進、整理に努めて

いただきたいと思います。最後に７その他でありますけれども、事務局から何かございますか。

９ その他

□ 柴田企画振興部長

それでは今後のスケジュールと、先ほど西宮委員、佐藤委員からご発言がありました点について合わ

せてちょっとご説明したいと思います。今後、今日この後、専門部会を開催していただきます。２回目

以降の専門部会、資料７に基づいてご説明致しますが資料７をご覧いただきながら。

今日第１回目の専門部会を開催してこの後、２回目以降の専門部会については各部会のご都合で今後

６月から10月頃までにかけて複数回開催していただければと思っています。ここで各施策展開に向けた

提言をまとめて頂くわけですが、いわゆる部会で共通するというか共有するというか連携しなければい

けない、そういった案件につきましてはこの中で具体的にでてきた際に、この件についてはできればほ

かの方の部会と一緒にできないかだとか、企画部会を開催して処理できないかだとかのご提言をいただ

ければ、私どもの方で企画部会の開催も含めて柔軟に対応させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。そういった共通の関連するような議論も含めて、それらを踏まえて来年度

、 、 。の提言をとりまとめ 第２回の総合政策審議会にお諮りしたいと思いますので よろしくお願いします
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今後、具体的にそういうような案件が出てきた際には部会等から挙げてきていただければ、私どもの方

で会長と相談しながらこの後の取扱を決めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で

ございます。

● 渡邉会長

はい、ありがとうございました。

それでは委員の皆様からも何かあるとは思いますけれども、時間でありますのでご遠慮いただきまし

て、それではマイクを事務局の方に返したいと思います。

□ 黒木企画振興部次長

長時間のご審議ありがとうございました。本日はこの後、企画部会を除きまして５つの専門部会に分

かれた上で、ご審議を続けていただくことになってございます。この後の開催される各専門部会でござ

いますけれども、お手元の案内図で示しておりますので、事務局の者もサポートいたしますので、分か

らないようでしたらお声を掛けていただきたいと思います。専門委員の皆さんは、当審議会終了後所属

する専門部会の会場へご移動をお願い致します。

以上をもちまして平成24年度第１回秋田県総合政策審議会を閉会します。ありがとうございました。


