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（秋田地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：産業振興（起業化・創業支援）～起業化の促進とその安定的成長に向けて～

日 時：平成２４年７月１１日（火）１３：００～１５：００

場 所：秋田市 カレッジプラザ 大講義室

【知事あいさつ】

今日は起業化の促進とその安定的成長に向けてという表題だが、ご承知のとおり、日

本では、起業、業を興すということは欧米諸国に比べると活発ではない。たとえば、日

本の金融システムは具体的な価値を中心として担保とし、融資という形、投資という概

念があまりないという問題がある。また、日本は伝統、古い歴史と文化を持っているの

で、そこに新しいモノが入り込むことに対して場合によっては批判があるし、地方では

序列社会がある。そこをどうブレークスルーするか難しい点がある。

ただ、日本のこれからは、特に産業分野も業際化になっていて、従来の１次、２次、

。３次という産業で語れない分野をどうビジネスに結びつけていくかが大きな課題である

日本、あるいは秋田が活性化するために、若い方々を中心に色んなことにチャレンジし

て、それが一つのビジネスのネタになって様々な良い影響を与えればということで、実

際に経験しておられる皆様からお話を伺い、行政という立場で様々な政策に活かしたい

ので、今日はよろしくお願いする。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

私は６年前に秋田で会社を立ち上げた。弊社は発売前の商品や日用品を秋田に住んで

いる方々に試してもらい、それが本当に皮膚に効くのか、安全か、また使用感はどうか

、 。 、 、というデータを取り それをメーカーにレポートする会社である 去年 厚生労働省が

化粧品に「シワを改善する」という表示ができるとしたが、それによってシワを改善す

る化粧品がたくさん発売されることになり今大変忙しい。20年位前から米国に住んでい

たが、縁あって一人で６年前に秋田に来た。

（Ｂ 氏）

弊社ではホームページの制作、ご当地グッズの企画制作販売、インターネットニュー

スサイトの運営、この３つの事業を三本柱としている。現在は、南大通りに事務所を借

りて事業を展開している。

（Ｃ 氏）

県庁第二庁舎の創業支援準備室に入居して身障者駐車場のリモコンゲートを開発製造

し販売している。現在は広面に事務所を移し、他に融雪マットを販売している。創業４

年目に入った。

（Ｄ 氏）

無農薬合鴨米を使った化粧品を開発し、美容液と化粧水の二本立てでやっている。ま
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た、私は元懐石職人で、今年から食品の企画コンサルタント業も始めた。旅館や飲食施

設などがおいしい物を提供することで観光客に喜んでもらいたいと思い、あきた企業活

性化センターの専門家派遣事業に登録して、接客と調理の指導をしている。現在は秋田

市のチャレンジオフィスあきたに入居している。

（Ｅ 氏）

基本的にグラフィックデザイン全般をやっている。秋田は今デザインに関して単価が

下がってきていて苦戦しているので、受注産業からの脱却を考えてデザインを売り込ん

でいきたい。

（Ｆ 氏）

３年前に創業し、現在は東通りに事務所を構えている。１階は英会話教室、２階は建

築設計デザイン事務所と２部門。簡単には事業が展開していくとは思っていないが、今

のところは順調である。

（Ｇ 氏）

十数年勤めたデザイン会社を半年前に辞めて、夢であった個人デザイナーに向けて起

業し、主に紙媒体の広告をつくっている。今、１歳の子どもを育てながら仕事をしてい

るが、仕事と育児の両立は思った以上に大変である。

（Ｈ 氏）

主に自家製の米と、玄米をコーヒーにブレンドしたこまめ小町コーヒーのほか、米粉

の焼きドーナツも販売している。他に、野菜ソムリエや食育の資格を活かして小学校な

どで食育の授業も行っている。

【意見交換】

（知 事）

仕事上での悩み、世の中の仕組みに対する不満や要望、あるいは行政がらみでも結構

である。それをなんとか広げ、きちっとした形にして、ビジネスとして将来的に持って

いけるようにしたい。

（Ｆ 氏）

私は10年ほど前に秋田に帰ってきたが、その時一番最初に思ったのは、道路看板が少

ないこと。何かウェルカムじゃないとも感じた。たとえば“東通り”が二つあるが、実

はこれは商売に直結する 「事務所は何々通りに面している」とか。それともう一つ。。

活性化するとよく聞くが、誰かを活性化するのではなく自らを活性化していかなければ

ならないのではないか。

（Ａ 氏）

私の事務所も中央道出口を出てぐるっと回ってこなければたどり着けない。説明も大

変だし、お客さんも分かりにくいため着くまで時間がかかってしまい、ビジネスどころ

。 、 。 、ではなくなる また 主人は看板が少ないので困ると言っていた 道路に看板がないし

通称がすごく多い。
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（Ｅ 氏）

グラフィックデザインの観点から見ても看板は分かりづらい。富山ではデザインが整

然としていて看板自体も分かりやすかった。たとえば今、韓国語・中国語・日本語・英

語の四つを書かなければいけないが、文字を読まなくても目で分かる、視覚で訴えるロ

ゴが使われていた。

（Ｃ 氏）

創業支援室に入っていた頃はいろいろ補助金をもらったが、今はその補助金制度がな

くなっているようだ。創業を一生懸命やってもらいたいというのは分かるが、創業した

い人にとってはやはり資金が必要。

（Ｈ 氏）

県庁の中に事務所を置きながら現在補助金を受けていないし、補助金を受けるノウハ

ウやシステムがよく分からないというのは本当に残念な気持ちでいる。それから「県庁

第二庁舎に事務所がある」とお客さんに言っても、合同庁舎へ行かれたり迷われたりす

る方が結構多かった。もっと分かりやすい目印のようなものがあればいいのでは。

（Ｇ 氏）

。 、 、 、仕事と子育ての両立が本当に大変 先月 子どもが具合が悪かったので 日中子守し

子どもが寝てから夜１時ぐらいまで仕事をするというのを２週間ぐらい続けた。保育園

は熱があれば預かってもらえないので、女性の経営者や個人事業主のサポート、若い女

性が今後起業しやすいような行政のシステムがあればいいと感じた。

（Ｂ 氏）

既得権を持つマーケットリーダーが、新しいモノを生まないようコントロールすると

いうのがあるが、それを打ち破っていこうという若者が少なく、また、補助金を貰って

始めるところまでいってもそこで挫けて潰されてしまう。潰される前に、事業計画を実

施に移したときにマーケットでどういった摩擦が起こるか等を、企業活性化センターな

どで伝えてもらえるシステムがあればよいのでは。

（Ｄ 氏）

、 、 、秋田の市場自体が減少している状態であり また 私もこの歳でも上から叩かれると

結構めげるところがある。みんなで集まって、自分の弱いところを相談できる所が必要

と思う。

もう一つ、今、ある旅館施設の調理指導をしているが昭和の時代の料理をしている。

きりたんぽやハタハタなどに固執するだけでなく、料理を提供する側のスキルアップを

県が主導し、秋田の料理はおいしいと全国に聞こえるようなシステムができないものか

と感じている。

（知 事）

○標示について

秋田のまちの表情は、やはりウェルカムでないと、民間で観光事業を経験した観光文

化スポーツ部長からも言われている。標識もビジュアルも同じように情報が足りない。

歓迎しよう、知らない人に知ってもらおうという意識がないから単調になる 「第二庁。
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舎」もそうで、我々いつも役所の中では言っているが、外からは確かに統一感はない。

それから、25市町村の観光ポスターを並べて見たが、どこにも「秋田」と書いていない

から、東京の人はどこの県か分からないだろう。秋田全体の表現が戦略的になされてい

ない。これは我々も非常に問題意識を持っている。

○高齢化社会について

高齢化ビジネスは間口が広いが、どうしても介護や福祉保健など社会システムの中で

入り込むしかない。介護用品は介護保険補助の認定製品でなければ扱えず、難しいとこ

ろがある。

○序列社会、健全な競争、新規参入について

そういうことが現実としてある。色々なやり方、新しいモノの売り込み方、それに対

するファイナンスも含めてそれをどうブレイクスルーするか。今、秋田の地場企業は30

～40歳代に経営権が移ってきている。若い人は間口が広く新しいモノを取り込む能力が

あり、やはり経営陣が替わったときが一つの転機である。そういう意味では秋田は、従

来からの既存企業が変わってきて少しは良い状況かと思う。

○子育て環境

少子化対策も含めた働く方への子育て支援は、全国から比べると秋田は悪いわけでは

ない。たとえば保育料は一番安いし、今年から小学校６年生までの子どもは医療費は事

実上レセプト１回につき千円だけで済む。しかし、病後児、病児保育は遅れていた。市

町村行政ではあるが、それに対する手当は今年から相当程度増やす。すぐではないが、

保育所で病後児、病児保育をするところがこれから増えてくる。高齢化の中では、女性

の皆さんは家に閉じこもらずに一生懸命外で働いてもらいたい。子育て環境の改善はそ

ういう意味でも大事だと思っている。

○料理について

看板の問題と同じ。時代も変わり対象が変わってきている。国際的にも変わってきて

いる中で、守るべきものは守りながら、合わせていくところは合わせていく、そこが足

りないのは確かにそのとおり。県としては食農観連携を推進している。何らかの工夫が

ある宿泊施設は完全にぐっと伸びている。山の中でも、目の前でタケノコやヤマメを焼

いて食べる。そういうような工夫だ。

○デザインについて

確かにデザインの関係は単価が下がり競争が激しいが、この前、あきたびじょんを手

伝ってもらった梅原氏に、地元の人を使えば使うほどレベルが上がってくるので、多い

に活用してほしいと言われた。美郷町は地域と一緒になってやっている。デザイン事務

所をつくり、農協や観光協会等と組んで今までにないやり方をしている。デザインは一

つのビジネスの表現である。そういう意味でもデザインはこれから全ての産業の根っこ

にもなり得る。新しいＩＴコンテンツの分野もデザインの分野も一つの大きな全体を包

括する産業。しかしどうやれば上手くいくのか我々にはよく分からないところがあり、

問題意識を持っている。
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（Ｅ 氏）

今、ＪＡＧＤＡ（社団法人日本グラフィックデザイナー協会）の取組として「地産デ

ザイン」をやっている。デザインで何かできるのでは、というところで、ＪＡＧＤＡの

メンバーをぜひつかってほしい。先のポスターのこともそうだが、中にいると分からな

いことが結構たくさんある 「あきたびじょん」で同じようなものできているのは良い。

流れだと思っている。ひとつひとつ毎回毎回変わっていくような状況では良くない。秋

田にある失われつつある産業、能代春慶塗だとか跡継ぎがいないと聞いていて、途絶え

るのはおかしいと思っている。そういうところにも何かアプローチしていけたらと思っ

ている。

今、デザインに関して競合しているのは印刷会社であるが、印刷会社は社内のオペレ

ーターがデザインを仕上げるので、デザイン料は無料にして印刷代でペイしている。我

々はデザイン料で食べているので、そういうところを一つにせず、企業を育てるために

も県や市のコンペは細かく分けて欲しいし、デザインの必要性についても説明してもら

いたい。大都市はデザインにある程度お金をかける傾向にあるが秋田などの地方はデザ

インや企画、プランといった目に見えないものにあまりお金をかけない、タダと思って

いるところが多い。

また、前年度、元気企業グループ（育成型）の補助金を使ったが「販売はダメ。試作

品まで」であった。企業は販売するお金がない、販売する商品をつくるまでのお金がな

い。そういったところも補助金でなんとかみてもらえないか。補助金の申請方法も複雑

なので、分かりやすくして欲しい。

（知 事）

ヨーロッパに行くとアーバンデザインは非常にウエイトを占めていて、そういう形は

行政も参考になる。デザインについて考えてみる。先ほど言ったようなものはきちっと

。 。 、 。する というのは総括発注はなくなる 秋田の場合 ポスターを印刷物だと思っている

印刷は印刷業であり、デザインとは違う。補助金については、国庫補助が入れば制度上

どうしようもないものもあり、県単独の補助金は県財政そのものがないので非常に小さ

く、これからどんどん増えるというものでもない。投資だとか融資の方で、不動産担保

ではなくソフトのものを担保にして少しでも使いやすいようになればと我々も悩んでい

るところ。

（Ｄ 氏）

、 。飲食の商品開発をしているが 大手に持ち込むと公的機関の成分分析表を要求される

現状だと秋田県の場合は、公的機関というと総合食品研究所になると思うが、総合食品

研究所では販売など商売に使うものについては分析出来ないという立場であり、民間企

業に頼むと金額がかかるので、もう少し県でバックアップして欲しい。

（知 事）

工業製品の分析検査は財団の工業材料試験センターでやっている。それの食品部門の

ようなものか。

（Ｄ 氏）

今全国的に評価されているのがギバサである。がんに効くというところまでそうだ。

富山大学の教授が分析している。実際にいろんな所に商売として持ち込んでいくと、公
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的機関のがんに効くという証明書を提示できるかと言われ、そこで大体門前払いになっ

てくる。安易にとは言わないが、ある程度受けてもらえれば。おもしろい商材が秋田県

にはたくさんあると思う。

（知 事）

効用に対する認証となると大学の世界になって公的認証ではないかもしれない。研究

の過程でそういうものが分かる論文が出されるということはあるかもしれない。ちょっ

とその辺り、どういうところまでできるのか。

工業製品であれば研究の中でどういう機能があるかとか分かるが、薬事法の関係、病

気の関係になるともの凄く厳しい。何とかの成分を含んでいる、そこまではあると思う

が、がんに効くという表示はないかもしれない。

（Ｃ 氏）

以前、企業から耐久試験の証明を求められ、県の旧工業技術センターに相談に行った

が対応出来ないと言われた。そのため引き受けてくれた花巻市起業化支援センターで証

明書を出してもらった。本当は秋田で製品をつくりたいが、県の企業活性化センターか

ら紹介を受けて県内企業を回っても全然受けてもらえるところがなかった。機械は全部

花巻でつくっている。県内でどこかやってくれるところがないかと今でも思っている。

（知 事）

確かに、県内企業の体質として、昔からの縁故のあるところや取引のあるところ以外

県内で開発したものが県内でできないというはなかなか食らいつかないところがある。

今みたいなことが確かに他にもある。

（Ｃ 氏）

県内の企業に見積もりをお願いしたら、ロット数が100とか200とか出されたが、創業

したての企業としてはそういうお金は出せない。しかし岩手県の企業は「１台、２台か

らまずは頑張りましょう」と言ってくれた。それで岩手県の方にお願いしたのである。

今では50台、100台のロットを受注するようになって、そういう形だとうちも頑張れる

ということでやってきている。だから秋田県でも１台、２台から頑張りましょうと言っ

てくれる企業が当時あれば、秋田で企業と一緒に頑張ったと思う。

（知 事）

Ａさんの所では化粧品の販売前のモニタリングをするそうだが、こういう仕事がある

ことを初めて知った。

（Ａ 氏）

20年前に米国で知ったが、日本の化粧品会社から、日本にはないし是非日本人でやっ

て欲しいと言われてはじめた。今、日本の法律が変わり、化粧品を人に使ってもらって

実際にデータを取るということが必要となってきたが、それには秋田の皆様の協力が必

要だ。この伸びる業界について知らない人が多いので、例えば県の広報などで広めて欲

しい。
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（知 事）

秋田ではじめたきっかけは。

（Ａ 氏）

友人の紹介で秋田に来たとき、主人が秋田にいる女性を見て「どうして皆きれいなん

だ。美人の産地は世界中探してもないので是非秋田に化粧品関係の会社をつくろう 」。

と言って、企業活性化センターの創業支援室に入らせてもらった。

（知 事）

ただ、モニタリングに協力する人がなかなか少ないと。行政が直接というのはなかな

か難しいが話題提供はできるかもしれない。ちょっと考えてみる。あきたびじょんの別

のバージョン版だとか。こういうこともありますという形で。そういうことが秋田で行

われているということは、やはり秋田は美人の国だからと、一つの秋田のポテンシャル

が上がる。

（Ａ 氏）

今ＳＫ－Ⅱが宣伝で使っているデータは弊社が秋田で採った。それと全く同じコマー

シャルがタイで流れ、タイの２大女優が宣伝しているが、先々月に、そのタイの女優２

人とテレビや雑誌関係者20～30人ぐらいで秋田に来た。美人の産地はどこだということ

で、秋田はアジアで注目されている。

（知 事）

それからＦさん。建築設計と英会話スクールということだが、いつから英語を学校で

教育するかという、それぞれいろんな意見がある。

（Ｆ 氏）

英会話スクールの子どもは大体６歳以下であるが、まだ話もできない子どもとサイン

やカードを使った英会話のノウハウを、要はお母さんに覚えてもらう。保育園では、ま

ず一緒に歌ったり、劇をしたりというところから始めているが、英語しか話せない外国

人の先生では子どもに日本語で説明することができないので、留学経験があり教員資格

を持つ日本人が教えている。

英語教育については早い方がいいと思う。両方の言語を一緒に覚えていく能力もある

と思う。

（知 事）

ギリギリと厳しくやっているのではなく、幼児期から英語を身近に感じ、遊びの中で

少し覚え、好奇心が湧くということか。

（Ｆ 氏）

。 。 、そうだ そして３カ月に一度は外国人講師を呼んでいる 最初は打ち解けられないが

１年も続けていくとコミュニケーション能力が出て来る。コミュニケーション能力開発

だと思う。
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（知 事）

私はどちらかというと、教育というギリギリした形ではなく、親しむというとっかか

りの部分は、若い方、小さい方が良いんだろうなと思う。日本の国際戦略の中で一番弱

いのがコミュニケーション能力開発だ。

（Ｇ 氏）

。 。デザインの話をもう一回したい 秋田は昔からクオリティにお金を払う気持ちがない

最近は不況のために更に安くと叩かれる。私は、人も雇ってデザイン事務所を開きたい

が、金額が安すぎて雇うことができない。県のコンペも金額が安すぎると思う。そうい

うところから上げてもらわないと秋田の企業の意識は変わらないのでは。

（Ｆ 氏）

梅原氏のギャランティにしても自分的には安すぎると思う。デザインとは、企業の後

ろにいるエンドユーザーとのコミュニケーションである。そのコミュニケーションを我

々は一応プロフェッショナルとしてやっているが、そこのところへの対価が上手くいっ

ていないように思う。富山はデザイナーがクラブをつくって地位向上を図っていたり、

企業もそれによってプラスになるということを理解している。良いものに対しては良い

ものであるということを理解して対価を払えるようになって欲しい。

（知 事）

今「知価革命」ということで、形あるものから形のないものに移っているが、秋田は

、 。その部分に対する価値観がなく 働くということを単なる時間と労働と一緒にしている

結局そういう知の価値というのをなかなか認めてくれず、そこが非常に私は悔しい。知

に対する敬意を払わないし、モノを覚えている人は生意気だとして、ちょっと高度な事

を話すと横を向かれる。

（Ｆ 氏）

「デザインのことを知らないから」と言って断られる。知的財産権の問題にもなる。

（Ｅ 氏）

つくったデータ自体は大した金額ではないが、会社のものということになってしまっ

。 。 、ている でも実はそうではない つくった我々が持っていておかしくないものであって

２次、３次利用となると、いわゆる知的財産権である。

（Ｆ 氏）

建築の完成イベント広告を自分たちでつくり、データを渡して印刷しているが、次週

、 。には何らかの広告にロゴが使われていたり フレーズを使われていたりというのはある

（Ｅ 氏）

つくってしまえば自分のものだっていうことがあるんだと思う。例えば、会社が大き

くなり有名デザイナーに頼み、それを勝手にいろいろ使ったり色まで変えたりすると、

トラブルとなり賠償につながる可能性がある。
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（知 事）

その逆もある。県で広告などを頼む時に「全体」として頼むが、安くするとその著作

、 。 、 、権 版権も全部県のものにならない 私は 県でやるんだったら県で常に使えるように

相手に対して高い対価を払ってもいいから自分の版権を持てと言っている。

県として、ある程度行政が、仕事のやり方だとか発注の仕方について範を示し、きち

んとやっていけば民間にも広がっていくのかなと思う。

、 。 。今日は そういう意味で非常にシビアな話であった 秋田全体の産業の根っこの部分

ものの考え方の基本だと思う。先ほどのＩＴコンテンツ等も含めて、いわゆる新しい工

業製品も商品開発も皆同じである。その価値をどう認めていって、それをどうやって利

益還元するか。みんなここに絡んでくる。そこで生み出されたものに対して正当な評価

、 。をし 正当な対価を得られることではじめてビジネスとしての安定的な成長に結びつく

それが県全体の風土とならないと、世界に置いていかれる。

県行政も県内企業もそこはきっちりと認識すること。それが逆に自分たちにプラスに

もなるし、そのように仕向けていかなくてはならない。

（終了）


