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平成２４年度第２回秋田県総合政策審議会議事録

１ 日 時 平成２４年１１月２７日（火） １５時３０分～１７時１５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）

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

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

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）

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

○県

佐竹 敬久 知事

米田 進 教育長

志村 務 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
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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

湯元 巌 企画振興部地域活力創造課長

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

４ 知事挨拶

□ 黒木企画振興部次長（以下、黒木次長）

定刻より若干前でございますが、予め配付資料の確認をさせていただきます。当日の配付資料とい

たしまして、出席者名簿、配席図、資料６の参考資料としたものがございます。また、事前に送付い

たしました次第、委員名簿、資料１から７までについてお持ちいただいていると思いますが、何か手

落ち等ございましたらお手を挙げて頂ければ係の者がお届けいたしますが、大丈夫でしょうか。それ

、 。では定刻となりましたので ただいまから平成24年度第２回秋田県総合政策審議会を開催いたします

はじめに知事から皆様にご挨拶申し上げます。

□ 佐竹知事

皆さんこんにちは、大変寒い日になりましたけれども、ご参加いただきありがとうございます。師

走選挙ということで大分賑わっておりますが、今までの選挙と違うのは、どちらかというと非常に大

、 、 、きな体制変化の課題が多い選挙でございまして 福祉の向上だとか 暮らしや生活のしやすさだとか

そういうイメージではなくて、現在の日本を取り巻く状況の中で、どういうスタンスをとるのか、ど

ういう形でマイナスを抑えるのか、プラスになるというのは、日本の落ち込みをどういう形で抑える

のかという、まずはそういう選挙になるのかなという感じがいたします。元気創造プランも３年目に

入り、この３年間で様々なことをしてまいりました。秋田の特質として、何かをやると私が言うと、

必ず言われたのは、そんなこと上手くいくはずがないと、何を言っても否定的であります。自慢する

わけではありませんが、最近いろんなマスコミを見ても、悪い話題はたくさんありますけれども、割

と前向きな話題が出ていると思います。スポーツにしても、産業にしても、確かに厳しい状況ですが

少しずつは芽が出て来ているのかなと。せっかくの機会でございます、私から言うのも何ですが、幾

つか最近の中で３年間の歩みの結果、今どうなったのかということについて、お話を申し上げまして

挨拶とさせていただきます。

県で一生懸命やっております、新エネルギーの関係であります。日銀の秋田支店の試算によります

と、現在建設を計画している、風力、地熱、太陽光、これらの発電所すべてが稼動した場合には、発

電設備容量が現在の３倍ということでございます。全国的にも本県は再生エネルギーに対して力を入
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れているということで、申込が殺到していると、しかもその中でかなり県内企業の皆さんが、リスク

はありますけれども、これに関わってきていただいていると、また県内企業でこれらの様々な部品、

製品の一部を提供するというところもふえてきています。環境リサイクル産業の拠点化を図るという

ことで、様々な形でやっております自動車、航空機の輸送機関連産業への支援を強くやってきており

ますが、こちらの関連産業の出荷額は目に見える形で伸びてきております。また、ロシア、中国など

の東アジアとの経済交流の関係では本年８月にロシア航路が開設されまして、輸送コンテナの取扱量

も順調に増加しております。港の方も整備しておりまして、まだまだ我々はこれで良しとはしており

ませんので、さらにこれについてもこの後積極的に関わっていかなければならないと思っています。

雇用情勢は依然厳しいということでありますが、３年か４年前の秋田の有効求人倍率は0.4倍、そ

のときに全国は0.8倍であります。現在全国は同じく0.8倍、秋田は0.70倍くらいであります。全国と

倍の開きがありましたけれども、この差は0.1ポイント差に縮まっているということは確かでありま

す。全体として県内への高校生の就職状況も大変ふえております。逆に県内希望が多いわけでありま

して、率としては多くはありませんが、絶対数は明らかに県内の定着がふえてきていることは確かで

あります。

食農観の丸ごと売り出しということで農業、食品産業にも力を入れておりますが、農業法人も着実

にふえております。今までとは違う先進的な取組をしている法人もたくさんふえてきております。中

には地力で海外にマーケットを開拓しているようなところも出てきております。個別の問題について

は、私どもは目標を定めてやっており、例えばえだまめ日本一ということでやっていますが、今年８

月、10月東京市場ではついにトップの座を占めております。リンドウ、ダリアの花きは新しい品種も

開発されていまして、この３年間で花きについては２倍の売上げになっております。総合家畜市場も

新しくなりまして、秋田の畜産振興をやっておりますが 「義平福」を親に持つ秋田の牛が全国のブ、

ランドの２位を獲得し、トップは長崎県でしたが、長崎県でやったものですから、秋田からの輸送で

ちょっと疲れたということで、肉質は同じだけれども “お疲れモード”ということで、２位になっ、

てしまいましたが、次回は宮城県であります。宮城県では絶対にトップをとれるということで頑張っ

ております。これと同時に家畜市場での秋田の牛の価格は一斉に上昇しており、全体としてのイメー

ジの中で、秋田の牛の価格が上がってきていることは確かであります。

林業、木材関係では、予算の獲得には知恵を絞りましたが、大規模製材工場の稼動、あるいは様々

な形での森林に対する投資も環境も整ってまいりました。その中で、これはむしろこれからの課題で

ありますが、秋田のものをどう活用するかということについても、一定の道筋は見えてきたという状

況であります。

観光関係は、最初のうちはいろいろな意見がありました。イメージアップ戦略として東京であれだ

けの、銀座サッポロビルの壁面を使った広告、山手線、飛行場、全国的な形での様々なキャンペーン

の結果、認知度はかなり上がってきております。東京にいる方々から言われます 「凄いことをやっ、

ているな」と。秋田出身の東京の方が、何となく秋田を見ているということで、今まで余りそういう

ことを言わなかったのですが、お金をかけ、そして最高のトップのデザインを使ってということで、

一定の成果はあったわけです。この後どうやって来年のデスティネーションキャンペーン、国民文化

祭につなげていくのかということは勝負どころであります。
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脱少子化秋田ということで、秋田に結婚支援センターをつくりまして、最初はどうなることかと思

いましたが、今は大変多くの登録者数になっており、既に婚姻者数は150人、大体登録の１割ぐらい

はここ１年位で結婚ということで、すぐ結婚には結びつきませんが、割と人数的には順調に伸びてい

ます。今年度内には200人を超えるだろうと、それだけ目標をつくると結果が出るわけです。最近小

学生のお子さんを持つお母さんが、何故か私に会うとにこっとします。実は、小学校６年生まで事実

上の医療費助成を行ったわけでありまして、これは今まで未就学児まででしたが、小学６年生までは

お医者さんにかかっても、１レセプト当たり千円が最上限ということで、これについても財政が厳し

い中で行っており、県内にいる方は気がつきませんが、他県から来た方が言います 「秋田に行くと。

保育料が安い」と。秋田は保育料に対しての財政的な支援がトップであります。全国で一番安いくら

いの保育料でございます。そういうことで、子育て支援に対する体制も徐々に整ってきました。

医療の関係ですが、難しい問題がございました。湖東総合病院の問題、大仙市の仙北組合病院の問

題、湖東総合病院は設計をやっております。仙北組合病院は着工いたしております。長年の懸案であ

りましたが、存続、かつ、ものによっては充実という形でできたわけでございまして、ドクターヘリ

の導入も順調に進みました。

その他いろいろございます。高速道路も県北は秋田方式ということで、現道を活用した新しい方式

を提案し、これが国の評価を得て進んでおりますし、今度の象潟と山形の県境部分について、先週も

。 、 。国へ行ってまいりました とにかく事業化になるようにということで 今予算取りの最中であります

中央道の雄勝は、まだでありますが、これについても一生懸命やっております。なかなか難しい面も

ございますが、一つ一つ取り上げますと、このほか、スポーツの関係も高校野球も含めて、様々な形

で一定の成果が上がっております。そういうことで、地道にやれば成果が上がるのだなと、そして目

標をつくってやればそれなりに進むと実感いたしております。これでいいのではなく、この後にも問

題がございまして、この流れをさらに大きくするということが、我々の責務でございます。そういう

ことでこれまでの成果、この後様々なご提案をいただきますが、皆様方のご提言を踏まえて、一生懸

命この後もやってまいり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。

５ 会長挨拶

□ 黒木次長

ありがとうございました。続きまして渡邉会長よりご挨拶をお願いいたします。

● 渡邉会長

会長を仰せつかっております、秋田商工会議所の渡邉でありますが、一言ご挨拶を申し上げます。

今日は生憎の天候のところ、知事はじめ県当局関係の皆様、審議会委員の皆様にこのようにご出席

をいただき、誠にありがとうございました。いよいよふるさと秋田元気創造プランも来年25年度で最

終年度を迎えるわけですが、今日はまず事務局の県の方から元気創造プランにつきまして、これまで

の成果を踏まえて、最終年度に向けた推進方針についてご説明いただきます。次に、専門部会の部会

長からの提言について、提案をいただくという順序でございまして、それに基づきまして審議、意見
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交換をさせていただき、それぞれの部会のどちらにも当てはまらない問題、全部にまたがっているよ

うな問題、様々ありますが、そういうことにつきまして皆様からいろいろご意見を頂戴したいと思い

ますので、どうか積極的なお話を頂戴できれば幸いと思っております。

大震災から既に１年８カ月、また先ほど知事からお話がありましたように、年末の選挙ということ

、 、 、 、で 時代は大きく変わろうとしているわけでして 今までの県の総合計画のプロセス 今の時代背景

将来予測、国際化の問題、様々な問題がありますが、どうかそういうことを予測しながら、今日は県

から提案のあります、ふるさと秋田元気創造プランにつきましてご意見を頂戴したく、今日は余り時

間がありませんが、積極的なご発言を頂戴しますようにお願いしまして、ご挨拶にさせていただきま

す。どうかよろしくお願い申し上げます。

６ 議事

□ 黒木次長

ありがとうございました。これから議事に入ってまいります。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

それでは次第に沿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

掲載されます。その際には委員名は特に秘匿する必要はなく、公開で行いたいと思いますので、その

旨よろしくお願い申し上げます。それでは早速議事に入ってまいりたいと思います。議題１の『ふる

さと秋田元気創造プラン』～これまでの成果と最終年度に向けた推進方針について～（案）でござい

ますが、事務局からご説明いただきます。お願いします。

□ 柴田企画振興部長

企画振興部長柴田でございます。私の方から「ふるさと秋田元気創造プランのこれまでの成果と最

終年度に向けた推進方針（案 」について説明させていただきます。）

県では平成22年３月にふるさと秋田元気創造プランを策定して以来、２年半余りの間に、プラン推

。 、進のための施策や事業等に全力を挙げて取り組んでまいりました これまで長年の懸案となっていた

多くの事業について概ね形づくりが出来たほか、成果が表れるまで期間を要する施策についても、方

向づけだとか、仕組みづくりなど、一定の成果を挙げることが出来たものと考えています。今後も引

き続きプランの推進に全力を挙げて取り組んでいく必要がありますが、プランの推進期間、残り１年

余りとなることから、これまでの取組の成果を取りまとめるとともに、社会経済情勢の変化を踏まえ

た新たな課題の抽出等を行い、今後のプランの推進に当たって、一層力を入れて取り組む施策や事業

の推進方針を明らかにしたものが、この方針案であります。方針案の内容でありますが、資料６の１

ページをめくっていただき、左側に目次が書いてあります。この方針案の構成でありますが、はじめ

にということで、プランの目的、先ほど述べたようなことが記載してあります。２ページ目には、プ

ランの概要を記載しております。３ページ目からそれぞれふるさと秋田元気創造プラン等について、

５ページ目からはプランの元気Ａ～Ｄの４つの元気、27ページからはプランの推進を支える横断的な
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取組について、38ページからは本県の基本課題、喫緊の課題でもある緊急的な経済・雇用対策につい

て、40ページでは東日本大震災に伴う被災地の復興支援について、これまでの取組と成果及び課題と

今後の推進方針を取りまとめております。41ページ以降、プランの５つの戦略やプロジェクトにおい

て掲げられております、数値目標の達成状況をとりまとめております。資料６の参考資料として、本

日Ａ３版の資料を配付しておりますが、これはプランについて県民の皆様の関心と理解を深めていた

だくために、これまでの取組や成果、進捗状況などを取りまとめ、簡単な図などを入れて、説明資料

、 。 、としたものでありますので 後ほどご覧いただきたいと思います それでは資料６に戻っていただき

簡単に内容をご説明させていただきたいと思います。時間の関係上、簡単にご説明いたします。

５ページをお開き下さい。ふるさと秋田元気創造プランの元気Ａ 「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が、これについては、５ページ目から７ページまでこれまでの取

組と成果をまとめております。８ページ目からは課題と今後の推進方針を記載しておりますが、今後

の推進方針を中心にご説明いたします。

今後の推進方針としては、産業構造の変化に伴う県内企業の新たな事業展開への支援のほか、県内

企業の経営力の強化と基盤技術の強化、新エネルギー関連産業への参入促進と、環境リサイクル産業

の拠点化、海外取引の拡大と環日本海交流拠点としての秋田港の整備、成長分野を中心とする産業拠

点の形成などに取り組むこととしております。

次に、11ページお願いします。元気Ｂ 「秋田の “食・農・観”を丸ごと売り出す」であります、 、

が、13ページ目になります、課題と今後の推進方針については、消費・流通構造変化の対応のほか、

農林漁業の未来を開く担い手育成と、生産基盤の整備やトップブランド産地づくりの推進、食品産業

を支える事業者の育成、マーケットインによる付加価値の高い商品づくりと販路の拡大、異業種連携

等による付加価値創出と大規模製材工場を核とした林業木材産業の活性化などを推進することとして

おります。

また、元気Ａと元気Ｂにまたがる「総合戦略産業としての観光の推進」でありますが、15ページを

お願いします。ここからこれまでの取組を書いてございますが、16ページの下に今後の方針として、

ビジネスとして継続・成長していく秋田の観光産業の形成をしていくため、デスティネーションキャ

ンペーンや国民文化祭を契機に、首都圏等で集中的なキャンペーンを行います。このほか、多様な分

野との総合的な連携による交流の拡大や誘客ビジネスの展開、県を挙げた取組態勢の再構築などを推

進することとしております。

次に18ページお願いします。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。この方針でありますが、次のページ、地域社会全体で少子化対策を応援する取組の推進をするほ

か、若者の県内就職やＡターン就職の推進、出会いと結婚の支援の強化、子育てを支える環境づくり

などを推進いたします。

次に、21ページ、元気Ｄ 「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」、 、 ”、

のうち安心医療秋田につきましては、23ページの課題と今後の推進方針でありますが、減塩等による

生活習慣予防のほか、がん検診の受診率の向上と質の高いがん医療の提供や、総合的な自殺予防対策

の推進、医療提供体制の整備、高齢化社会等に対応する在宅医療の確保などを推進することとしてお

ります。24ページをお開きください。協働社会秋田としては、協働の意味の県民へのさらなる周知の
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ほか、ＮＰＯの人材育成と自立推進、高齢化集落対策とＧ・Ｂビジネス、秋田県市町村未来づくり協

働プログラムに基づく市町村プロジェクトの推進や県と市町村のさらなる協働による機能合体などを

推進することとしております。27ページからは、横断的な取組について記載しております。その主な

ものとしては、教育・人づくりでは、子ども達の学力向上を目指した取組や、多様な分野への女性の

参画拡大の推進、28ページの環境政策では国の新たなエネルギー戦略に対応した地球温暖化対策、29

ページの交通基盤の整備では高速道路網の整備促進と利便性の向上などを推進いたします。このほか

31ページに生活基盤の整備とありますが、地域防災計画の見直しやソフト、ハード両面の防災対策の

、 、 、推進 33ページの生涯学習や文化・スポーツの振興では 国民文化祭を契機とした秋田の文化力向上

新県立美術館オープンによる秋田の街、人、文化の創造と共生、スポーツ立県秋田を目指したスポー

ツの振興、36ページの安全・安心なまちづくりでは、地域安全・交通安全対策の推進等に取り組むほ

か、新たな生活圏の創造では、地域の実情に即した生活交通の構築を推進いたします。

次に38ページ、ここからは緊急的な経済・雇用対策の推進方針になります。今後の経済雇用情勢の

悪化が懸念される中で、これまでの経済・雇用対策に加え、地域の雇用維持創出を図るため、概ね２

年間にわたる短期集中的な対策を実施、約5,000人の新規雇用を創出することとしております。

以上がプランの最終年度に向けた推進の概要であります。なお、資料７をお配りしておりますが、

これはただいま説明しました、プランのこれまでの成果と最終年度に向けた推進方針を踏まえて、プ

ラン推進の最終年度となる25年度に、県として一層力を入れて取り組むべき主な施策事業を取りまと

めたものであります。これは平成25年度、新年度の当初予算編成方針の重点的な取組として位置づけ

られておりますが、説明は省略させていただきます。なお、県では新年度の予算編成作業をスタート

しておりますが、各専門部会からいただきました提言を踏まえ、今後の施策事業において具体化を図

ってまいりたいと考えております。また皆様方からいただきましたご提言に対しては、具体的な対応

を、今後適宜審議会の皆様にご報告してまいりたいと考えております。説明は以上であります。

● 渡邉会長

ありがとうございました。ただいまの柴田部長からの説明について、いずれ質疑の時間もあります

が、何かご質問はありますか。

◎ 藤盛委員

事前に送っていただいたものを読ませていただいて、全体的にＰＤＣＡを回そうとしているのは素

晴らしい、大変失礼ですけど、私の記憶では、県庁では今までなかったと。これは素晴らしいことだ

し、知事もお話しされたように、内容も非常に良くなってきていると思います。ただ、企業にいた立

場からすると、チェックの部分、上手くいかなかったものに対する反省と分析、そこが弱い、私から

言わせればかなり弱いのではと。全体はいいけれども、チェックをもっと効かせて、さらに対策をど

うするかというところがもっと大事なので、場合によって可能ならば、第三者的な人も入れて何かや

るというのがいいのではないかと思います。全体として特に感じたのは、県内の中での話が多く、や

はり秋田県を活性化するときには若者や女性、よそ者を活用すべきではないかと思っています。私は

あきた産業サポータークラブの会長をやらせていただいていますが、12月１日に東京の大井町の「き
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ゅりあん」で“集え秋田を創る若者よ”という寺子屋をやります。秋田から出て行って東京にいる若

い人達が20人以上参加します。ある人は、私は30億円出すと、秋田に食品工場をつくりたい、そのた

めには是非議論をしたいということも言ってきてくれますし、元気のいい人達がいます。これをやる

、 、 。に当たって会場費とかを出すのが大変で 結局秋田銀行にお願いをし ご支援をしていただきました

我々が１万円、２万円寄付して、魁新報にも宣伝していただきました。こういう外でやるものには、

県のお金がつけにくいわけですけれども、是非こういうものにも支援が出来るようにしていただきた

いというのが一つ。それから、秋田寺子屋を立ち上げたのは大分県の人です。湯沢市が日本ジオパー

クに認定されましたが、これを支援したのも産業サポータークラブの人で、愛媛県の人です。我々は

東京から横手市増田の蔵基金を立ち上げて応援しました。県内と同時に外の人でも活躍できる何かを

。 、 。もっとやって欲しいと思います 今 東京と秋田で県内のＩＴ産業を活性化する取組をやっています

仲間が一緒になって由利本荘医師会といろいろやっていますが、なかなか難しいところがあり、こう

いうのも応援して欲しいです。ＩＴをやっている秋田県内の企業の人は、今日広島にいます。彼等は

その後昼に東京に飛んで、夕方帰って来ますので、県庁が立ち上げたＩＴネットワークの人達とみん

なで集まって、私も入って秋田県内のＩＴをどうするか話をします。それは若い社長さんです。私は

秋田にこんな人達がいるのかと思う感じです。是非、若者、よそ者をもっと支援する形を、県として

もやっていただきたいと思います。以上です。

● 渡邉会長

激励というか要望といいましょうか、これについて県の当局では何かコメントなり、お答えという

わけにはいかないでしょうけれども、何かお話を。

□ 柴田企画振興部長

我々としてもＰＤＣＡをやろうということで、このような形でやっているわけですが、なかなかチ

ェックのところは目標設定の仕方から始まって、もう少しきちんと我々も勉強しながらチェック、ア

クションにつながるようなことに取り組んでいかなければいけないというところに、ご指摘をいただ

きましたので、これからの参考にさせていただきたいと思います。

若者、女性、よそ者の話ですが、我々もそういった秋田を外から見てくれる方のご意見は非常に大

事だと思っておりますし、そのような方々のお力を是非使わせていただきたいと思います。この後ど

のような形でそれが県の施策事業となっていくかということについては、これから予算もありますの

で、今のご発言を内部でまた検討させて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。他に何か皆様ありますか。なければ先に進めたいと思いますがよろしい

でしょうか。はい、どうぞ。

◎ 松田委員

先ほどのお話で秋田の将来というのが、10年後がとても楽しみになるような夢いっぱいのお話でし
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たけれども、おそらく10年後にはそういうことになるのであろうと思います。

前に県民意識調査を送付していただきましたが、それを見ておりますと、県民の皆さんみんな今の

生活に大変不安を抱えていらっしゃいます。特に職がないということが、切実な問題になっています

が、まず職、特に若い人に対しての職に力を入れて緊急にやっていただきたいなと思っております。

職がないと結局結婚も出来ない、子どもも育てられない、生めないということですから、まず職を創

出してもらう、これが一番頑張っていただきたいと思うことです。

次に、今のお話を伺っていますと、とても将来楽しみな話ですが、県民の皆さんはこれをどれだけ

ご存知なのかということです。何も知らなければただ不安だけがありますので、とてもいいプランな

ので、もう少しＰＲなさってもいいのではないかと、県外だけではなく県民の皆さんに、これから秋

田はこんなに良くなるよということを教えていただきたいと思います。それと、県外に対するＰＲも

確かに銀座のビルに大きく秋田美人の映像が出たりしておりましたが、そういったことはニュースで

私達は知ることが出来ますが、秋田のテレビ局のニュースを見ていますから、どれだけ全国に行き渡

っているのか分からないということです。他の地方でＰＲの上手なところというと、宮崎県の東国原

前知事とか、タレントを使えば結構ブームに乗ったりしますので、私は秋田県出身の有名なタレント

にお願いして、キャンペーンみたいな形で継続的にやってもらえれば、いろんなものが一つの波に乗

っていくのではないかと思っております。そこら辺ご検討いただければどうでしょうか。

● 渡邉会長

。 、 。 。分かりました 部長 何かこのことについてお話があればお願いします 要望のようですけれども

雇用の場については忸怩たる思いをしているわけですが、もうちょっと経済団体が一堂に集まって、

もう少しこのことについて勉強させてもらおうと思っております。

□ 関根産業労働部長

県民意識調査で雇用関係について、かなり厳しいご意見をいただいて大変厳しく受け止めておりま

す。若者の就職に関しましても、緊急経済・雇用対策ということで、若年者の雇用と離職者の雇用に

ついて、この２年間で5,000人という目標を立てて、頑張らせていただいております。叱咤激励と受

け止めまして頑張りたいと思います。将来的な雇用の確保となりますと、そういった緊急的な雇用対

策も必要ですが、やはり秋田県の産業を伸ばしていくということが、一番の要だと思っております。

今回の総合政策審議会のご提言の中でも、いろいろと多方面から産業の経済構造の再構築に関するご

提言をいただいておりますので、これを真摯にとらえて来年度予算、次の予算と手を打っていきたい

と思っております。よろしくお願いします。

● 渡邉会長

それでは先に進めたいと思います。

、 、 、議題２になりますが 各専門部会で議論をしていただき 提言としてまとめていただきましたので

各戦略ごとに専門部会長から提言の報告をいただき、その提言について委員の皆様と質疑及び意見交

換を行ってまいりたいと思います。最初に、産業経済基盤再構築部会の提言についてご報告をお願い
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します。

◎ 藤盛委員

今日は、加藤部会長がご欠席ですので、藤盛が代わってご報告させていただきます。

今回の当部会の提言のポイントは二つありまして、一つはグローバル社会における激しい情勢変化

へ的確に対応すること。もう一つは、県内の需要は県内企業が担うようにしたい、これが二つ目のポ

イントであります。私個人のことで申し訳ありませんが、私が企業の現役のときには、数多くの大手

のメーカーの工場建設に参画してきましたが、彼等も真剣にやっていますが、この情勢では彼等はも

っと外へ出ていったりして、彼等が出ていくと、彼等の工場以外のさらにその関連した会社が出てい

き、県内のもっと小さな関連会社がまたいなくなってしまうという連鎖が起きうるので、これにどう

対応していくか考えていったというのがこの提案です。従って、県としては大手企業誘致のみに固執

せず、県内資源も活用した秋田密着型の企業を育成していく、また県内ニーズを大手企業に席巻され

るような状況を打破して、県内企業が得意技で連携して売れる製品を開発し、県内のニーズに応える

ようにしていく、こういうことによって県内企業を着実に育成して雇用の場をふやしていく、これが

我が部会の基本的な考え方であります。

提言書の順番を変えて説明して申し訳ありませんが、提言案６ページにあります 「エネルギーと、

リサイクルの環境調和型産業」ということでありますが、私の記憶では知事が大変力を入れていた分

野だと、当然秋田県としては地域の持てる力を最も発揮できる最大の産業分野ということで、ここに

かなり力を入れて議論をし提言をしております。ご存知だと思いますが、県内においても風力発電事

業や大規模な太陽光発電事業に参入する県内企業、太陽光発電の設備だとか蓄電システム、その最終

製品を製造販売する県内企業、こういうのも出てきております。ただ、我々の議論では大手の企業は

そこでも強いということで、この分野でも県内企業の育成を十分に検討することが必要だということ

を提言しております。一方、県北の地域では恵まれた鉱物資源によって培われた高度な製錬技術があ

ります。これによって金属リサイクル産業の国内有数の集積地となっており、世界的に有名で、昨年

の12月には総合特区の指定を受けております。この強みを生かして県内企業の裾野を広げていく努力

が必要だと思っています。ここで強調したいことは、大手のみが栄えるのではなく、県内の裾野の企

業がこの分野で稼げるように、そして雇用がふえるようにしていくことが大事だと思っております。

再生エネルギーや電力では、新しくつくると同時にメンテナンスをすることが大事で、メンテナンス

は地元でこそやるべきビジネスであり、ここにこそ雇用の場があるのではないかということで、ここ

も強調しております。秋田は地熱が豊富です。地域と連携した地熱の開発、小水力発電、今話題にな

っているシェールオイル、もう一つ、使い終わった温泉の熱がただ捨てられており、捨てられている

熱を何段階にも分けて使っていくなど、いろんな取組で熱エネルギーを使ったビジネスをたくさん提

言しております。

提言の３ 「県内自動車関連産業の振興」ということで、今年の４月にトヨタ自動車東日本が設立、

されました。今後の振興が期待されるわけですが、議論の中では電気自動車が喧伝されています。し

かしながら、実際にここの当面のビジネスというのは、従来型の自動車やハイブリット型の自動車が

主流です。県においても今後に向けて次世代自動車へのいろいろな取組をしていますが、現実も踏ま
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えた対応ということも答申しているという関係でございます。もっと大きな問題は、県内企業が自動

車産業にすぐ参入できるような状態でもないということで、ここをどう支援強化するかというのも我

々の提言でございます。こうしたことを背景に県内企業のいろいろな分析をした上で、今日のビジネ

スに如何に立ち向かうか、未来のビジネスに如何に立ち向かうか、今日の雇用をどうふやすか、未来

の雇用をどうふやすか、ということを提言していくものでございます。

一番最初の提言１ですが 「観光や食品産業の振興と関連産業の育成」ということがあります。平、

成25年にはデスティネーションキャンペーンが本県で開催されますので、これに対するいろいろな提

言をしております。例えば、秋田美人を前面に出して、健康、美容をテーマにした観光ルートをつく

るとか、食と温泉と自然を堪能する観光ルートなど、いろいろな提言をしてございます。県内企業に

おいても高齢者向けのサービス産業、ＩＴ関連産業、健康や医療、福祉関連産業など、この分野は急

速に伸びていて、雇用の吸収力のある分野ですので、ここについても産業分野の展開が必要だと思っ

ています。この分野では産業労働部のみではなく、例えば健康福祉部とか生活環境部とか、関連する

部も是非連携をして新しい雇用の場をつくっていただきたいと思います。先ほど私が違うところでお

話ししたＩＴ関係者も、ここにかなりエネルギーを注いで雇用の場をつくろうとしております。食品

事業については中小企業を育成する、食品でもＩＴをやっていこうと、こういうものがいろいろ議論

。 。 、され提言の中に入っております 秋田県の中にはいろいろな資源があります この資源を若者の目で

よそ者の目で見てビジネスにもっていくということをいろいろ提言し、13項目にわたって提言してお

ります。

提言２が４ページに書いてありますが、これは県内製造業の振興ということで、ここはどうしても

国際的な動きで大きなメーカーが海外に出て行ったり、その余波でさらに小さな企業も大変苦しい状

態になっているということでして、このためには県内の企業が持ち味を生かしてお互いに連携して、

何処にもない新しい部品やら製品やらをつくっていくことをしなければならないということを提言し

ております。そのほか、農林業と工業との連携等にもわたって５項目について提言しております。

提言５は 「県内産業の海外展開の拡大と県内大学の活用」です。特に、成長の著しい東アジアの、

マーケットに対して、県がどのように対応すべきかということをかなり具体的に取り上げ、特に国際

化に対応した人材育成をどうすべきかということも提言しております。さらに海外に出て行くために

は、秋田港のこともかなり強く提言しております。それに関連して最後の提言の６では、港湾の競争

力の強化を９ページ目に書いておりますが、秋田港というのは国際コンテナターミナルの整備、ロシ

ア航路など、県が随分前から力を入れているものですが、これをさらに発展させ、精錬所や製紙工場

の誘致もしていくということを提言しております。秋田港と連携して高速道路、インターチェンジ、

いろんなものも連携し整備していかなければいけないと提言しております。

最後となりましたが、今後の秋田県の政策の検討決定に我々の提言を是非生かして、次年度の予算

に入れていただきますようお願い申し上げてご報告といたします。

● 渡邉会長

ありがとうございました。次に、新農林水産ビジネス創出部会の藤岡部会長から提言の報告をお願

いします。
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◎ 藤岡委員

ご紹介いただきました藤岡です。それでは新農林水産ビジネス創出部会からの提言について報告い

たします。お手元の資料２をご覧ください。

当部会は、生産者、食品加工事業者、木材産業経営者、農業参入している建設業経営者など、各分

野から選定された９名の委員で構成されています。今回４項目の提言をまとめておりますが、時間の

関係上、簡単に報告させていただきます。

最初に１ページをご覧ください。提言１の「流通・販売対策について」であります。旬のおいしい

県農林水産物を、県民はもとより観光客等が味わえるよう、県内における提供態勢の強化を図る必要

があること。デスティネーションキャンペーン等において、食・農・観連携により県産品等を徹底的

にＰＲするとともに、アンテナショップの販売力強化や、国内外の需要にきめ細かに対応した魅力あ

る商品づくりを進めること。また、林業・木材産業に関しては、国産材の販売環境が厳しくなってい

ることからコストダウンと需要拡大のための取組を強化する必要があることの３点を提言いたしてお

ります。具体的な取組方策としては、(１)として県内の飲食店、宿泊施設等での県産農産物の利用を

促進するため 生産サイドと需要サイドのマッチングを促進し 供給ルートを確立すること また(２)、 、 。

として、海外ニーズに対応した商品の開発など海外市場を狙った取組を進めることなどを掲げており

ます。(５)として県産牛のブランド化について記載していますが、先ほど知事のご挨拶にもありまし

たとおり、先般の全国和牛能力共進会において県産牛が全国２位に輝き、義平福が高い評価を受けま

したので、これを機に戦略的に進めていただきたいと思います。

次に３ページをご覧ください。提言２の「担い手・基盤整備対策について」であります。新規就農

者の増加を図るため、多様化する就農希望者のニーズに応えられるよう、農業研修制度を質、量とも

。 、 、に充実・強化する必要があること また 農業経営の法人化や企業の農業参入等を促進するとともに

こうした法人等の経営安定や直売事業における取引の拡大を図るため、新エネルギーの活用や栽培技

術の工夫により、低コストな周年農業を確立する必要があること。漁業については、鮮度保持等によ

り付加価値の向上に取り組むこと。さらに林業においては、間伐材等の森林整備を促進するため、低

コストで効率的な作業システムづくりを進める必要があることの４点を提言しております。具体的な

取組方策ですが、１の「担い手の育成・確保」については、(１)として農業法人等での研修やマーケ

ティング研修など、より実践的な研修を推進すること。(２)として高校生等の学生が農業体験できる

ような環境を整備すること。２の「周年農業の確立」については、(１)として低コストエネルギーの

実用化に取り組むとともに、(２)として作期をずらした出荷や雪中貯蔵、冬期間の加工など本県なら

ではの組み合わせで周年化を図ることなどを掲げております。

次に５ページをご覧ください。提言３の「産地対策について」であります。米については、食味の

向上に取り組むとともに、醸造用米等の加工用米も含めて、多様なニーズに対応した生産を行ってい

く必要があること、野菜についてはえだまめ日本一のような、オール秋田での取組をえだまめ以外に

も拡大するとともに、実需者の求めるニーズへの対応と、法人経営の安定化の両面から契約栽培を促

進すること、畜産については、義平福の利用促進と併せ、米どころ秋田を売りにした生産販売につい

ても検討していく必要があること、試験研究については次代のエースとなる米の品種開発に取り組む

とともに、特にここでは強く申し上げておきたいのですが、試験研究は本県の未来への投資であるの
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で、長期的、戦略的な視点で進めること、この４点を提言いたしております。具体的な取組方策であ

りますが、１の「秋田米の需要拡大」に向けた取組として、(１)にありますように、あきたこまちの

特性の周知と併せて、気象条件に対応した栽培技術の確立と指導の強化を図ること、今般「秋のきら

めき」や「つぶぞろい」などの新品種が誕生しましたが、(３)にありますように、ブランド力を維持

、 。 「 」できるよう 戦略的に販売に当たることを掲げております ２の 戦略作物の生産拡大とブランド化

に向けた取組としては、(１)、(２)にありますように、市場動向を見極めつつ、オール秋田での取組

、 、を他品目でも進める一方で 超高級といったオンリーワンの農産物を生産する農家を育てていくこと

(３）としては、契約栽培を促進するため、需要の開拓とマッチングを強化することなどを挙げてお

ります。

最後に７ページをご覧下さい。提言４の「高付加価値化対策について」であります。業務用需要等

、 、の開拓と野菜や水産物の一次加工を促進するとともに 実需者の求める衛生基準にも対応できるよう

加工基盤を強化する必要があること、商品開発に当たっては新しい商品のみならず、地域の食文化に

着目し “昔からあるもの”に着目したヒット商品を目指す取組も大切であること。６次産業化につ、

いては、グリーン・ツーリズムなどの推進や、モデルとなるトップランナーの育成、異業種との連携

に取り組み、大きな事業として育てていくこと、林業、木材産業においては、発電の燃料としての木

質バイオマスの利用についても検討していく必要があることを提言いたしております。具体的な取組

方策ですが、１に「加工基盤の強化」に向けた取組として、実需者ニーズを開拓しながら産地加工を

推進するとともに、衛生管理能力の向上や施設等の整備を促進すること、３には 「６次産業化の推、

進」について(１)、(２)にありますように、農家民宿等の開業支援や集客支援を高めるためのＰＲな

どを実施するほか、伸びる見込みのある法人に対して、継続的集中的な支援を行うこと、４の「エネ

ルギー産業との連携」については、木質バイオマスの発電利用に向けて素材生産業者・チップ加工業

者・電気事業者などが連携し、山元に利益を還元するビジネスモデルを構築することなどを掲げてお

ります。

以上、新農林水産ビジネス創出部会からの報告を終わります。

● 渡邉会長

ありがとうございました。ただいま二つの部会から報告がありましたが、とりあえず前半として、

この二つの部会について意見交換、質疑を行いたいと思います。この二つの部会の報告についてご意

見のある方は、どうかお話しくださるようにお願いしたいと思います。どなたかありませんでしょう

か。

◎ 清水委員

日本銀行の清水でございます。ご説明ありがとうございました。いずれの部会の提言も問題となる

部分を非常に幅広くカバーしていただいているように思った次第であります。特に、産業経済基盤再

構築部会のところで質問させていただきたいのですが、これらの提言は中身の濃いものだと思ってお

りまして、私もこういうものが進んでいくと秋田経済にとっていいなと思っていますが、これらを進

め、実現するに当たって何か制約になるようなことというのは議論されましたでしょうか。例えばで
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すが、国の規制であるとか、金融面であるとか、人材が足りないだとか、外部環境の問題等々、いろ

いろ制約等あるかと思いますが、これらの提言を実現するために乗り越えるべきハードルみたいなこ

とで、もし部会で具体的に議論されたことがございましたら、ご紹介いただけると参考になると思い

ますのでよろしくお願いします。

● 渡邉会長

藤盛委員何か。

◎ 藤盛委員

、 、 、一番議論になったのは 県内の経営者の気持ちの問題 何か企業を興すときの県民の気持ちの問題

それをどう活性化していくかというのが、一番議論の出たところだと私は思います。特に、資金の問

、 、 。 、題だとか 規制の問題 そういったことに対する議論は余りなかったように思います 一番出たのは

県内から大手企業が出ていく、それに釣られて小さいところも潰れてしまう…という表現は悪いです

が、それを補うために如何にして県内企業を活性化し、県内に新しいベンチャーでもいいから立ち上

げていくか、そういう気持ちを県内でも県外でもどうやって出していくかは、一つの議論のポイント

だと思っていますが、突然なので詳しくは…。幾つかほかにも議論になったことはあったと思います

けれども、私の記憶にあるのはそのことです。

● 渡邉会長

何か制約があるかというお話でしたが、今のお話にありましたようにそのことが全部の答えになっ

ているとは思いませんが、いずれにしろ私も経済団体の者として、経営者自身の問題、会社というよ

り経営者自身の基本的なスタンス、競争力、そういったものが寂しいかということを反省しておりま

す。そういう意味では規制緩和以降のすべてのことにおいて、競争の状態にあるのが事実であって、

残念ながら今のところ県外のマーケットが組み込まれ、他県の方々からというところが主になるとい

うことで、もう少ししっかりしなければならないということを常々思っています。その問題を言うと

きりがなく、いろいろお話があると思いますから、このぐらいにさせていただいて、もう一つだけ菊

地委員、木材関係を実際におやりになって何かお話はありませんか。

◎ 菊地委員

つい最近我々の業界で全国で理事会がありまして、そのときに出た中で、今、国は国産材50％とい

う目標を掲げていますが、おそらく建物、住宅では50％やったとしても、今の日本の成長力はカバー

出来ないだろうということがよく話題として出ていました。大雑把な話ですが、今山から木を持って

来ているのは約半分です。半分は枝だったり、上だったら使えないと置いて来ているわけですが、こ

の半分をどうやって活用するかということと、日本の成長力に見合った使い方をするには、バイオマ

スという観点は避けて通れないだろうということで、一致した考えでした。これが20年間保障された

、 、 、価格で買取制度が始まりまして 既にスタートしているところもございますが 問題点もありまして

一つは環境アセスメントの問題があります。日本では小型の発電所というのは想定されていなくて、
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5,000キロワットも何十万キロワットも同じような環境アセスメントが必要だということで、これが

、 、 、時間のかかる問題の一つということになっていましたが 今後の林業 日本の山を活性化するために

住宅、もしくは木材という観点から燃料バイオマス、その発電という、こちらの流れをトータルで避

けて通れないということが、各県で一致した考え方です。

● 渡邉会長

ありがとうございました。何か県の方では―知事、どうぞ。

□ 佐竹知事

日銀の清水委員のお話で、最近の面白い例で、経営の関係ですが、珍しいことに酒、いわゆる清酒

の23年度の年度生産が増加しました。珍しいです。酒造業界では若い二代目の人達が前面に出て、グ

ルーピングをして海外に行ったりと、東京、県内も含めて動きが速くなっています。二代目、三代目

の若い人達がようやく動いてきたということが良いのではないかと。例えば、車のディーラーなどは

。 、 、ほとんど今は30代がメインで営業企画をやっています そういう意味で 新陳代謝が必要なのかなと

そういうところは結構まがりなりにもいろいろやりたいという、いい例であります。

菊地委員のお話ですが、今日の午前中に農林水産部と話をして、今秋田では国の大きなプロジェク

トとして県立大学を中心に、木質バイオマスの原材料として使うということと、もう一つは燃料とし

てこれをどう活用して使うか、集めるかという問題がありまして、これも我々としては燃料として使

う分は来年から本格的に取り組み、木質バイオマスの様々な工業材料として使う分はスタートさせ、

国から重要な研究プロジェクトでかなりの資金も出ることになっていますので、これから本格的にや

るということです。

● 渡邉会長

ありがとうございます。それでは時間がおしているようですので、先を急ぎたいと思います。部会

報告の後半に入りますが、脱少子化部会からの提言について、石沢部会長が欠席しておりますので、

船木部会長代理から提言をいただきます。

◎ 船木委員

。 。 、脱少子化部会の部会長代理の船木です よろしくお願いいたします 本日は石沢部会長に代わって

脱少子化部会の提言について報告いたします。

お手元の資料３をご覧ください。脱少子化部会では、昨年度県民運動と結婚支援の二つについて提

言しておりますが、今年度は話し合うテーマを「若者の県内就職やＡターン」と「仕事と育児・家庭

の両立支援」に絞り、現場や職場での委員自身の体験などを通して、感じていることや様々な視点か

らのアイデアを意見交換し提言にまとめています。

提言の内容については１ページをご覧ください。提言１は「若者の県内就職やＡターンの促進につ

いて」です。委員の中には県外から秋田に来た、あるいは県外から秋田に戻ってきた方もいるため、

外から見た秋田という視点でも多くの意見が出されました 具体的には２ページをご覧ください (１)。 。
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にありますように、新卒者の離職防止のため、学校教育での職業意識の醸成や、インターンシップな

どの内容の充実に取り組むこと。また(２)における若者の雇用についてモデルとなる企業情報などを

積極的にＰＲしていくこと。(３)、(４)、(５)にあるとおり、Ａターン促進のため幅広い職種の求人

開拓や、職場や住宅などの情報を調べやすいように提供すること。秋田に縁のない人にも移住しても

らうために、秋田での仕事、生活が具体的に想像出来るような情報発信や、県民自身が秋田の良さを

自覚し、秋田の良さや強みをアピールしていくこと、などを提言させていただいております。

続きまして、４ページをご覧ください。提言２は「企業による『仕事と育児・家庭の両立支援』の

促進について」であります。男女がともに子育てしながら働き続けるために、企業経営者が両立支援

について理解し、働きやすい職場づくりを進めてもらうための議論をしました。具体的には５ページ

をご覧ください。(１)と(２)についてですが、秋田県は小規模企業が圧倒的に多く、両立支援の情報

を知る機会がないこと、両立支援の取組が足かせになり、負担がふえると思っている企業経営者も多

いこと、また業種によって両立支援の理解に差があることから、個別訪問などにより制度を知っても

らうほか、同業者が集まって取り組めるようにするなど、企業経営者の理解が進むようにしていくこ

とや、一般事業主行動計画策定を働きかけていくこと、(３)にありますように、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた男性の育児参加の促進のため、意識啓発などを粘り強く進めていくことや、家

族向け職場見学会などをすることで、経営者や上司が従業員の家族を知り、配慮する機会を得ること

などにより、男女ともに働きやすい職場づくりを進めることなどを提言させていただいております。

この二つのテーマ以外にも話し合われた意見については、提言３「その他」として盛り込んでいま

すので、６ページをご覧ください。独身男女に対する出会いの機会をふやすこと、結婚して家庭を持

つためには安定した所得が必要であるため、若者が経済的に自立できるようにすること、乳幼児期の

子育て負担を軽減するため、子ども・子育て関連３法に基づく新制度に不足する部分があれば、補完

、 、する仕組みができないか検討すること 少子化対策の取組の効果は長い目で見ないと分からないため

分かりやすい目標を掲げ継続していくことなどを提言させていただいております。こうした提言の中

には求職中の母親などへの託児費用の補助事業のＰＲなど、既に対応してもらっていたものがありま

すが、今後の県の施策にいかしていただくようお願いし、簡単ではありますが、脱少子化部会からの

報告とさせていただきます。以上です。

● 渡邉会長

ありがとうございました。次に、いのちと健康を守る安全・安心部会の澤田部会長から提言お願い

します。

◎ 澤田委員

いのちと健康を守る安全・安心部会部会長の澤田でございます。それでは私から当部会からの提言

の概要をご報告させていただきます。

資料４をご覧ください。当部会では今年度は５月16日、８月２日、10月31日の計３回の会議を開催

いたしました。会議では大きな分類として、健康寿命を延ばすための取組、自殺対策・心の健康づく

り、在宅医療を含めた医療提供体制の整備の三つに整理して議論を行いまして、提言を取りまとめま
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した。

１ページ目をご覧ください。提言１「健康寿命を延ばすための取組について」ということで、提言

の背景ですが、高齢化率が30％を超え、高齢化が全国で最も進んだ本県において、高齢者が住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けるには、何より健康で元気であることが重要でありまして、がんや脳卒

、 。中などの生活習慣病による死亡率を低下させ 健康寿命を延ばしていくための取組が必要であります

このような背景のもと、次のように提言をいたします。

提言をご覧ください。高齢化の進展をマイナスととらえず、健康寿命を延ばし、高齢者が元気で生

きがいをもって活躍出来るような取組が必要です。そのためには、子どもの頃からの生活習慣病予防

に関する意識づけや、食生活改善などの長い目で見た取組とともに、喫煙や塩分の高い食事などとい

った生活習慣の改善に向けた取組や、がんの早期発見・早期治療につながる検診受診率向上に向けた

取組を強化する必要があります。具体的な取組方策としましては、(１)生活習慣の改善に向けた取組

の強化ですが、子どもの頃から保護者と一緒に、正しい食習慣に対する指導や教育を行い、塩分を控

えた食事に慣れさせるなどの長期的な取組を行うことや、生活習慣病の予防に向けては、減塩ととも

に禁煙に向けての取組を強化する必要があること、また高齢者の健康維持のためには、口腔ケアも重

要であることから歯科医師の協力のもと、取組の強化を図ることについて提案しております。次の２

ページをご覧ください。効果的ながん対策の取組については、がん死亡率の減少に向けては、引き続

き、がんの年齢別の傾向や部位別の傾向などを分析し、生活習慣病対策とも関連づけて対策を検討す

ることや、がん検診、受診率の向上を図るため、検診を受けられる機会のさらなる拡大を図ることな

ど、がん検診を受けやすい環境整備について様々な手法を検討するとともに、がん検診の必要性につ

いて啓発を続ける提案をしております。

次に３ページをご覧ください。提言２「自殺対策（心の健康づくり）について」ですが、提言の背

景としまして、本県の自殺率はこれまでの施策により年々改善しているものの、依然として全国で最

も高くなっております。また、最近は働き盛り世代や高齢者に加え、20代から30代の若年者の自殺も

増加傾向にありまして、理由も多岐にわたり傾向が掴みづらいことなどから、世代別にきめ細かい対

応が必要となっております。このような背景のもと、次のように提言いたします。自殺の原因は年齢

や立場などによって様々であり、それぞれのライフステージに応じたきめ細かい対応が必要となりま

す。また、うつ病患者については、家族に対するサポートに目を向けることも重要であります。具体

的な取組方策として、以下の２点提言いたします。(１)ライフステージに応じたきめ細かい支援の推

進、このことに関しては児童生徒に対して不登校、いじめ対策に一層の充実を図る必要があります。

また、20から30代の若者に対しては、経済的不安の解消などに取り組むとともに、人生の質や自分ら

しい生き方に目を向け、心の健康づくり全般について関心を高める取組が必要であること、高齢者対

策については、スポーツや文化活動等を通じた社会参加を促進し、生きがいづくりの場を創出すると

ともに、子どもとの世代間交流などのための拠点整備を進めることについて提案しております。次に

(２)うつ病に関する体制整備については、患者本人のみならず、患者を支える家族に対するサポート

や、認知行動療法については事後研修にも力を入れ、実践的なものにすることについて提言しており

ます。

次に４ページをご覧ください。提言３「在宅医療を含めた医療提供体制の整備について」ですが、
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提言の背景としまして、高齢化や過疎化が進んでいる本県において、住み慣れた地域で自分らしい生

活を続けるため、その基盤となる在宅医療の提供体制を構築することは、県民の公平な受診機会の確

保とともに、生活の質の向上につながるものであります。また、多くの高齢者が在宅での療養を望ん

でおりまして、在宅医療は慢性期及び回復期患者の選択肢の一つとして、さらには看取りを含む医療

提供体制の基盤の一つとして重要な役目を担っています。このような背景のもと、次のように提言を

いたします。本県の医療提供体制の整備に当たっては、在宅医療の重要性が増してきており、医療だ

けではなく介護や福祉との連携も図りながら推進していく必要があります。医師確保対策を進めなが

ら在宅医療を担う人材の育成や、在宅医療に関する県民の理解の促進を図る必要があります。具体的

な取組方策としましては、(１)から(３)までの３点を提言いたします。(１)医療提供体制の整備と連

、 、携強化についてですが 介護や福祉との連携を含めた総合的なケア体制の整備が重要であることから

早期の地域包括ケアシステムの確立を図ること、医師確保対策の一環として育児に対応出来る体制整

備など、女性医師のライフステージに応じたきめ細かな支援を行うことで、働きやすい環境整備を進

めることについて提案しております。(２)在宅医療を担う人材育成の強化については、在宅医療の特

性を理解し、多職種協働による在宅チーム医療の中心的な役割を担う人材の育成を進めることについ

て、(３)在宅医療の充実については、在宅医療提供体制の整備にあたって、家庭の介護力の低下を念

頭に置きながら医師の確保のみならず、訪問看護師不足に対する対策や、地域の医療機関との連携を

視野に入れること、在宅医療の浸透を図るためには体制整備と併せ在宅医療に関する正しい理解を促

すことについて提言しております。以上、いのちと健康を守る安全・安心戦略の推進方策について提

言をいたします。

● 渡邉会長

最後に協働社会構築部会の佐藤部会長からお願いします。

◎ 佐藤委員

協働社会構築部会の佐藤でございます。協働社会、非常に難しい概念でございますけれども、つま

、 、 、 、 、るところ 多様な主体が自主的に かつ 手を携えながら 自分たちの地域づくりに関与することで

それぞれの主体、県民一人ひとりが地域で生きることの喜びや、元気を感じられる社会だと考えてお

ります。そういった意味では様々な局面で、誰もがもっと参加しやすいという仕組みづくりや仕掛け

を実践していくことが必要ではないかと議論されております。そういった意味で真っ先に、既にかな

りの進捗が見られますが、県庁内でのさらなる組織的な協働、部局横断的な支援態勢、これを是非構

築していただきたいということを緒言として申し上げます。提言書の２ページから具体的な提言とい

うことで書いております。時間の関係もございますので、囲まれたところを中心にご説明申し上げま

す。

提言１「県民の多様な活動への参加促進と協働の推進について」でありますが、ＰＲ不足等いろん

なご指摘があったと思いますが、この分野においても同じようなことが言われているわけで、県民と

の情報の共有をより効果的に図るために、様々なメディアの情報を一体的に発信でき、また地域がど

んな人材や支援を求めているかという地域づくりの情報、そういったものに関して地域側からの積極



―19―

的な発信を促すような、双方型の情報市場を構築するべきであるとまとめさせていただきました。具

体的には今流行のソーシャルネットワークとか、そういったＩＴ手段を大いに活用するべきではない

かということです。ボランティア活動、ＮＰＯ活動を広く県民にご理解いただくという観点から、協

働ウィークというイベントを行っていますが、こういったものを通じて、さらに参加団体間の連携、

ネットワークの強化を図るための工夫が必要ということで、企画段階からの継続的なワークショップ

等の企画、参加団体のアフターフォローとしての関係構築、こういったものをさらに強めていくべき

ではないかと思っております。

４ページの提言２「協働の取組と新ビジネスの展開による地域活力の創造について」であります。

既に秋田県では、じっちゃんばっちゃんビジネスというものを展開していますが、こういったものの

さらなる展開については、これまで以上に強力な情報発信が必要であります。そうしたことからこれ

までの取組の協働する主体、これを企業、さらに発信力のある主体等と連携を図っていくべきではな

いか、また、活動の継続のために、若者が今ふえているというご指摘もありましたが、そういったこ

ととマッチングするということで、協働社会を眼目においた取組がさらに必要ではないかと考えてお

ります。コミュニティビジネスという言葉は、市民活動の延長線上でしか認知されていない向きがあ

ります。しかし、こういう時代になりますと、市民活動的な社会貢献的なところからのビジネスアイ

デアが、大きなビジネスに化けるという事例が世界各国多々ございます。コミュニティビジネスの支

援については、県庁内の部局横断的な取組をさらに進めるとともに、産業や福祉等の多分野との連携

を図るといった具体的な実践を県が率先して協働をリードしていただきたいと思います。具体的な取

組方策は５ページの(２)に概要を示してあります。

続いて、６ページの提言３「行政と多様な主体との協働の推進について」です。総論的ではありま

すが、多様な主体の連携による地域課題の解決、地域づくりに向けた社会の創出を図るため、企業と

行政との協働をもっと具体的な形で評価すべきであります。問題意識として、行政と市民活動団体等

の連携はそれなりに図られているものの、企業と行政の協働関係は構築しきれていないのではという

反省のもとでの提言であります。以上三つの観点で提言を申し上げますが、総論的な提言でつかみど

ころがないような感じもありますので、終わりにこうしたことをどう実現したら良いか、例示的な提

言をさせていただきます。

７ページに繰り返しになりますが、これまで協働社会といいますとＮＰＯ等による市民活動、地域

活動に関わるものに限定してとらえられがちでした。しかし、今こそ協働の主体は県民一人ひとりで

あって、ＮＰＯ等や行政に限らず、民間企業、大学等の機関もこうした主体に含まれることを改めて

想起すべきであります。秋田の元気創造のためには、多様な主体が協働の実践事例を積み上げていく

ことが必要であり、そういった観点から一つの協働の実践モデルとして 「マルチコミッション」を、

例示的に提言したいと考えます。

マルチコミッションとは聞き慣れない言葉ですが、簡単に言いますといわゆるフィルムコミッショ

ン、スポーツコミッションを当面は合体したような機能であります。他の機能もこれから出てくるか

もしれませんが、秋田県内の各地域、集落の情報、例えばフィルムコミッション的な観点からいきま

すと、映像コンテンツに関する情報、スポーツコミッション的な観点からいきますと、競技施設、宿

泊施設、観光ボランティア等の情報を集めて、映像のロケ、スポーツ大会、スポーツ合宿等の売り込
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み、誘致活動、支援活動を行う組織体を指すものとしたいと思います。地域住民が地域づくりに関わ

る喜びを感じるとともに、マイクロビジネスやコミュニティビジネスにとどまっているものをソーシ

ャルビジネスへと発展させることで、秋田の地域再生、産業振興にも寄与して、総合的に秋田の元気

を創造する一つの起爆剤になるのではないかと考えております。

組織の構成ですが、フィルムコミッション、スポーツコミッションの具体的な担い手は、おそらく

、 、 、基礎自治体ないしは地域の市民活動団体 企業等になると思いますが それを連合体的にとりまとめ

県、県と連携するＮＰＯ等がその機能を担い、県外に向けて映像コンテンツ、スポーツ情報等を簡単

にいうと売り込んでいく。そこで獲得した成果を各自治体や団体におろし、具体的な受け入れやもて

なしはそれぞれの地域で行っていくという発想であります。ここで実現されるものは、主体としてＮ

ＰＯ等の市民活動団体、行政、企業等が含まれていく、多様な主体が主体的に地域活動に関わるとい

う一つのモデルに成りうると思います。秋田県としては、企画振興部、観光文化スポーツ部、産業労

働部等が横の連携を取りながらこういったものを担っていただければ、大きな起爆剤になるのではと

いう発想です。

もう一つの観点は、全国にフィルムコミッション等ありますが、日本でいいますとフィルムコミッ

ションで一番成功しているのは神戸市といわれていますが、都市型の様々な映像コンテンツのネタが

ありまして、年間を通じてかなりの経済効果を神戸市に落としております。しかしこのフィルムコミ

ッションをそれぞれで立ち上げても、いい映像の作品に巡り会うのは確率的に低いところもあります

ので、それに併せてスポーツイベントの誘致等を合わせることで、全体の確率を上げられるのではな

いかと、フィルムコミッションで担う地元の機能と、スポーツコミッションで地元の方々が担う機能

は共通しておりますので、同じような観点で二つのミッションを遂行することができるということで

一挙両得ではないかという観点もございます。

また、既に県が取り組んでいるＧ・Ｂビジネスの担い手と、マルチコミッションの担い手はほぼ重

なってくるでしょうから、是非Ｇ・Ｂビジネスの展開にフィルムコミッション、スポーツコミッショ

ン、マルチコミッションの機能的なものを加えていただいて、さらに地域ビジネスを大きくし地域の

元気づくりにつなげていただきたいという思いです。最後は例示的で具体的な提言内容になっており

ますので、是非ご検討いただいて、多くの方を巻き込んで関わっていただければありがたいと思いま

すので、一つの提言として申し上げます。以上です。

● 渡邉会長

ありがとうございました。予定の時間を過ぎておりますがご了承いただいて、今の三つの報告につ

いて皆様からご質問等あればお伺いしますが、西宮委員何か全体にわたってないでしょうか。総括で

結構ですので今の三つを含めて。

◎ 西宮委員

ご指名ですので、今の三つとも関係があるといえばあるし、無いといえばなくて、全体の進め方に

ついてお願いがございます。来年度新しい施策を立案する会が行われると思いますが、総務省の統計

局からいろんなデータが出ております。例えば北都銀行の経済調査レポートにおいて、秋田のどの指
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標がワースト１でどれがベスト１なのかということが、相当コンパクトに良い形でまとめられていま

すので、これを１回目の会議をやる前に委員になられた方に配っていただいて、秋田県の状態を分か

。 、 、った上で最初の会合に入られたら良いのではないかと一つ思います 例えば 県民意識調査の報告書

松田委員も言及されていましたが、データと県民意識調査をつき合わせてみると面白いことが分かり

まして、一例を挙げますと、秋田県は防犯関連で犯罪認知件数が全国最小、検挙率も高く交通事故関

連でも発生件数や死傷者数が最低水準で、実に見事で素晴らしく安全な県といえます。ところが県民

意識調査でも同じ項目で、犯罪や交通事故の防止対策に対する評価比率を見ると、マイナス0.16に留

まっていたりします。この辺を積極的に県民、または対外的にアピールすることによって “安全秋、

田”みたいな打ち出しが一つ明らかに出来るのではないかと思っております。そんな企画もいかがか

なと思います。

あと二つ。資料６の48ページ以降に施策指標が載っていますが、この中で目指す成果として最終年

度の目標のみ設定している項目が幾つかございますが、これについてもぼちぼち最終年度ということ

で、今現在の進捗状況と目標との隔たりについて中間報告されてもよろしいかなと思います。

最後に、今日配られた資料６のＡ３版の参考資料は、極めて出来栄えが素晴らしいと思います。来

年の県民意識調査のアンケートをとられるときに、こういったものを同封していただきたいです。今

秋田県はここまでやれていますよ、ということを見ながらアンケートを回答されたら良い形になって

いくのではないかと思います。以上ご提言申し上げます。

● 渡邉会長

ありがとうございました。

◎ 渡辺委員

先ほどの話にひもづくような話ですが、次のプランの話かもしれませんが、例えば10年後とかに秋

田のＧＮＰをこれぐらいにするというときに、人口はどれぐらい必要で、どれぐらいの知的水準の方

がどれぐらい必要か、ということのために今やるべきことはあると思います。20年、30年前の予測み

たいに人口が右肩上がりで上がり続けるから何も考えなくて良いということではないはずなので、あ

る意味減っていくことを想定したときに、どれぐらいの知的水準なのか、今例えば15歳の人が25歳に

なったときにどれくらいいないとこの県は回らないのだろうか、ということを考えても良いのかなと

思います。全体のプランを見たときに子どもたち向けのプランがあって、産業人材の育成は一言は書

いてありますが、それが余りまだ具体的ではないというのは、今回このプランではそこまでは指摘し

ていないかもしれませんが、それが気になります。宮城県のこのような委員会の中で発言させていた

だいていることと、ある意味では似ています。大変に復興需要が多くなりまして、有効求人倍率が１

を超えておりますので、宮城県としてはホクホクであります。後は働かない人が悪いというぐらいの

話でありまして、でもそこでインフラ整備を若者が５年やった後、この仕事がなくなりました、残っ

たのは体が屈強になった若者達が大量にふえた宮城県、それでは今後どうなるのですか、ということ

を申し上げて皆さんキョトンとするわけです。でもそれは10年後、20年後この県を誰が担うのかとい

うことの統計的な話で、ある程度誤差はあるでしょうが、一人当たりの付加価値高はこれぐらい出る
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だろうから、これぐらい人数がいないとこの産業は出来ないということは、冷徹な数字としては持っ

た上でやっても良いのかなと思います。

渡邉会長●

全体を通して委員の皆様からお話があれば。

◎ 松田委員

県内産業の海外展開についてですが、東アジア調査研究センターを活用するというのは良いアイデ

アだと思いますが、現在中国と韓国、日本との関係は悪いです。これがいつ良くなるのかも分からな

、 、 、 、 、い状況なので 東アジア調査研究センターばかりではなく 東南アジア 南アジア 環太平洋の国々

こういった国との輸出を視野に入れた方がより有効的ではないかと。半年前の状況と今の状況はどん

どん変わっていきますので、国際情勢の安定している国とのつき合いの方が良いのではないかと思い

ます。

是非一つ見ていただきたいものがありますが、一見皮張り細工です。これは私がアメリカのカリフ

ォルニア州で手に入れたものですが中国製です。桜皮細工の茶筒という形になっています。知らない

ところでこうやって真似されているものです。これが世界に流通しています。私はこれをアメリカで

買い、値段が25ドルぐらいでした。外に出すのでしたら、秋田ブランドといったものを保護するよう

な対策をとらないと。どこで何がどんな目に遭うか、そういったことを一つ考えていただきたいと思

います。

● 渡邉会長

海外展開の話は知事が精力的に廻っていますので、知事から一言お話しいただいた方が良いかと思

います。

□ 佐竹知事

今までの計画というのは、県の計画に対して意見を伺って終わりでしたが、今はこういう形で提言

をいただいております。提言の中には我々と同じ考えのものや新しい視点のものがございます。単に

提言を取り入れる、咀嚼するというだけではなくて、我々として心強いのは、予算化するときに審議

会で提言されたということが背景の裏づけとして、議会に諮るときに非常に力になります。思いつき

ではなくて委員の皆様の議論を経ての提言であり、バックグランドがあるものですから、そういう意

味では今までこういうやり方はしてきませんでしたが、22年からこのような形でやっており、ありが

たいと思います。

、 。先ほどお話があった幾つかの数値データについて それ以上に県で細かくつくったものがあります

そういうものはデータがありますので、ものによって良いもの、悪いもの、中間のもの、いろいろご

ざいますので、出来るだけこの後提供しながら見ていただきたい。良いものもたくさんあります。渡

辺委員がお話しされたように、人口減少だけではなくて、人口の分布だとか、様々な10年後の秋田の

産業を見たときに、農業を含めてどういう人材がどういう形でいないと成り立たないかということが
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ございますので、そういうご指摘もありがたいお言葉で、今までそこまではいっていませんでしたが

我々少し考えなければならないと思っています。

東アジア調査研究センターの東アジアは別に中国だけではなくて、東南アジアも含めて全部やって

います。状況を言いますと、韓国との間は経済はほとんど変わりはありません。中国との間も実は全

く変わりません。要するに、中国企業に対しても中国の内部にある日本企業に対しても、両方に供給

しているものについては、中国がこれを買わないと出来ませんので、日本企業はだめになっても、そ

の分中国が良くなっていれば、その分多く買って貰っているという状況です。中国との関係は一般的

に暫くぎくしゃくはするのかなと。そういう中で既に我々としては、タイだとかインドネシア、ミャ

、 。 、ンマー 様々な形で地元の金融機関等ともタイアップしながらネットワークを広げております 中国

韓国については、私も年に数回行って、あちらのトップと常に情報交換していますので、機敏にやっ

ているつもりです。中国とはこの後新しいものは難しいかと思います。少しものづくりの方がうつる

傾向があります。これ以上突っ込まないという関係、韓国とは経済観光交流は今まで通りという形に

なっていましたが、基本的にむしろお正月を過ぎると、あちらの大統領も代わりますが、注視してい

かなければならないと思います。東南アジアだとかに行きますと、九州の方が近いですからその辺を

どうタイアップするか、いろんな工夫が必要です。

先ほどの中国のイミテーションの問題は、これだけでなくて日本の特産品全部についてやっていま

す。漆器も含めてほとんど秋田のものについては当然秋田というブランドでやっていますが、なかな

かこれは国際的な問題で正体不明です。中国はこの種のものについては政府としてはとらえつかない

です。なかなか難しいというのが実態です。我々、酒なんかは明らかに品質の良いもの、これらと同

等のものをやっていて、ワンランク上のもので利ざやを多く稼ぐようにしないと、たくさん輸出する

というのは秋田でも出来ませんし、そもそも工芸品というのは秋田のものは数万円しますから、１日

に１個しかつくれないです。そこら辺は違うと思います。工芸品も最近は本物は中国の人が買ってい

きます。一番高い物を買っていきます。そこら辺は面白いと思います。

● 渡邉会長

熱が向いて来たので、皆さんお話があると思いますが、時間が超過したのでこのあたりにさせてい

ただきたいと思いますが、一つだけ皆様にお決めいただきたいことがございます。今回５つの専門部

会からご報告をいただきましたが、この提言を総合政策審議会から県への提言とすることにしてもよ

ろしいでしょうか。

【 異議なし」と呼ぶ者あり】「

● 渡邉会長

。 。ということでよろしくお願いします それでは当局におかれましてはよろしくお願い申し上げます

ここで私の役目は終わらせていただきたいと思います。
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□ 佐竹知事

このような形でご提案いただくというのは、我々としては何かをやるときに根拠にもなりますし、

、 、今回資料６を西宮委員から褒められましたが こういう個別の具体的なものは余り出していませんが

こういうものを見るとものによっては良くなっています。県民意識調査をやりますと、どうしても秋

田の人は悪い方で言います。ところが、高卒者の就職の県内状況は明らかにものすごく良くなってい

ます。中高年が進まないというところで一定の不満が出ています。全体としてはアンケートの仕方も

ありますが、我々としてはそういう心情です。それはそれで真摯にとらなければならないし、不満は

不満としてそれにどう対応するかということが我々の責務ですので、脚色しないようにしています。

一方的にこういうものを持って表に出す際、県民の皆さんに自信を持ってもらうために、悪い面だけ

ではなくて伸びているものもあり、良いものもあるということをもっと大いにＰＲしなければならな

いと思っていますし、その辺は我々下手なところでありまして、こういうことについてもこれから心

していきたいと思います。提言についてありがとうございました。それぞれ来年以降について、出来

る、出来ないは別にして、これを各部局、各課で検討することになりますので、この通りになるかど

うかは別にして、これまでもかなり皆さんのご提言は何らかの形で政策に盛り込んだり、今やってい

ることについて若干視点を変えたりして、提言の内容に基づいてやっていますので、これから忌憚の

ない意見をよろしく伺いたいと思います。ありがとうございました。

● 渡邉会長

それでは以上をもって終わります。私の役目は終わりマイクを事務局に渡したいと思います。どう

もご苦労様でした。

□ 黒木企画振興部次長

長時間にわたりましてどうもありがとうございました。以上をもちまして平成24年度第２回秋田県

総合政策審議会を閉会します。どうもありがとうございました。


