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平成２５年度秋田県総合政策審議会第２回企画部会議事要旨

１ 日 時 平成２６年１月１５日（水） １３時３０分～１６時００分

２ 場 所 秋田県庁 １階 正庁

３ 出席者

○委員

渡邉 靖彦 総合政策審議会会長（秋田中央交通株式会社代表取締役）

藤盛 紀明 産業・エネルギー部会委員（特定非営利活動法人国際建設技術情報研究所理事長）

藤岡 茂憲 農林水産部会長（有限会社藤岡農産代表取締役）

佐藤 裕之 観光・交通部会長（特定非営利活動法人トップスポーツコンソーシアム秋田理事長）

小国 輝也 観光・交通部会部会長代理（株式会社菓子舗榮太楼代表取締役社長）

佐藤 家隆 健康・医療・福祉部会部会長代理（佐藤医院院長）

阿部 昇 教育・人づくり部会長（秋田大学教育文化学部教授）

五十嵐 隆文 教育・人づくり部会部会長代理（国際教養大学教職課程教授）

武内 伸文 人口・協働部会部会長代理（ＳｉＮＧ代表）

○県

山田 芳浩 企画振興部長

黒木 孝人 企画振興部次長

牧野 一彦 企画振興部次長

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総括監

佐々木 司 企画振興部総合政策課長

光永 裕子 企画振興部市町村課長

湯元 巌 企画振興部地域活力創造課長

米澤 輝夫 企画振興部学術国際局学術振興課長

照井 義宣 観光文化スポーツ部次長

須藤 明彦 観光文化スポーツ部参事兼観光戦略課長

佐藤 寿美 健康福祉部次長

金子 治生 健康福祉部福祉政策課長

加沢 敏明 生活環境部参事兼生活衛生課長

村上 健司 生活環境部県民生活課長

中嶋 敬子 生活環境部男女共同参画課長
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高橋 修 生活環境部温暖化対策課長

奈良 博 農林水産部次長

熊谷 譲 農林水産部農林政策課長

鎌田 悟 産業労働部次長

柴田 公博 建設部道路課長

三浦 良則 建設部港湾空港課長

福田 世喜 教育次長

金田 恵 教育庁総務課長

４ 会議資料

次第、出席者名簿及び配席図

資料－１ 「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」素案について（概要版）

資料－２ 「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」（素案）

資料－３ 新プランの素案に対する委員意見と県の対応について

資料－４ 「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」素案に関する県民意見

（パブリックコメント）

５ 開会

□ 黒木企画振興部次長（以下、黒木次長）

企画振興部次長の黒木でございます。本日、進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。

はじめに、本日の配付資料のご確認をお願いします。

【「次第」を参照のうえ、確認】

□ 黒木次長

それでは、ただいまから平成25年度秋田県総合政策審議会第２回企画部会を開会します。

はじめに、企画振興部長からご挨拶申し上げます。

６ あいさつ

□ 山田企画振興部長

皆様、明けましておめでとうございます。

今朝は、この冬一番の寒さでしたが、年始めのお忙しいところ、またお足元の悪い中、ご出席いただきま

してありがとうございます。

昨年でございますが、「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」の策定に当たり、皆様から貴重なご

意見、ご提言をいただき、厚くお礼申し上げます。このプランにつきましては、昨年11月に総合政策審議会

の提言等を基に素案を作成し、12月県議会で様々なご議論をいただきました。また、審議会の皆様からも様



―3―

々なご意見をいただいております。

昨日まで１か月間パブリックコメントを実施しまして、本日資料を配付し、後ほど説明もさせていただき

ますが、広く県民意見の募集を行ったところでございます。今後、こうしたご意見を踏まえて最終案のとり

まとめに入ります。２月５日の総合政策審議会におきまして、改めて委員の皆様にお示しする段取りとなっ

ており、最終的には、２月県議会を経て、本年３月に成案とすることとしております。

本日は、こうしたご意見に対する県の対応についてご説明しまして、また、これから最終案に向けて、重

点戦略間の調整の必要性や、ご議論いただいた数値目標など、素案全体について最終確認をしていただくた

め、この企画部会を開催させていただきました。

したがいまして、今回は、通常の企画部会委員であります各専門部会長のほか、部会長代理の皆様にも出

席をお願いした次第でございます。各専門部会の所掌範囲にとらわれず、大所高所から、様々なご意見をい

ただければ有り難いと思います。

知事の年頭の挨拶では、今年は午年ということで、一文字で「翔」（ショウ）という漢字で表現しており

ますが、我々といたしましても様々な課題がある中で、一生懸命にはばたきたいと、そして明るい県政にも

っていきたいと思っており、そういう覚悟でありますのでよろしくお願いいたします。

本日は、長時間でございますが、是非、実効性のあるプランを策定する必要がありますので、成案化に向

け、有意義な会議となりますようお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いい

たします。

□ 黒木次長

本日は、プランの最終案の作成に向けた審議をお願いすることから、本来の企画部会の委員である各部会

長のほか、部会長代理の皆様にもご案内をさせていただきましたので、ここで、本日ご出席の皆様をご紹介

申し上げます。

【出席した委員及び専門委員を紹介】

□ 黒木次長

それでは、ここからの進行は、渡邉部会長にお願いいたします。

７ 議事

（１）「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」素案に対する委員意見への対応

● 渡邉部会長

企画部会の部会長を仰せつかっております、渡邉であります。

皆様にはお忙しいところご出席願いました。県の方も企画振興部長をはじめ、スタッフの皆様も多数出席

いただきまして恐縮でございます。長期予報では、雪の上に、寒い冬だということでしたけれども、ここ中

央部においては、割と穏やかで今のところ大したことのない状況ですが、県南の横手から湯沢の方面は、相

当雪が多いわけでありまして、今年は違うな、という感じがします。それはそれとして県政の方も着々と進
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めていかなければならないわけでありまして、今日はそういう意味で十分時間をかけましてお話しをしてい

ただければと思います。

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

ので、その点ご承知おきをお願い申し上げます。よろしいでしょうか。

【委員一同異議なし】

● 渡邉部会長

ご異議がないようですので、公開にさせていただきます。それでは、議事に入ります。

議事（１）「第２期ふるさと秋田元気創造プラン（仮称）」素案に対する委員意見への対応について、事務

局から説明をお願いします。説明に当たっては、素案及び委員意見に対する理解を深めるため、素案の概要、

ポイントも併せて説明するようにお願いします。

なお、説明とそれに対する質疑応答でございますけれども、総論、それから戦略の１から３まで、それか

ら戦略４から６まで、基本政策の４つに分割して進めたいと思いますのでよろしくお願いします。

はじめに、総論部分について、事務局から説明をお願いします。

□ 佐々木企画振興部総合政策課長（以下、佐々木総合政策課長）

【資料－１及び資料－３により説明】

● 渡邉部会長

それでは、ただいまの資料－１と資料－３についての県からの説明に対して、ご議論いただきたいと思い

ます。大体15分くらいお時間をとってありますので、総論と委員からの意見に対する対応について、委員の

皆様からご意見、ご質問はありませんか。

◎ 藤盛委員

ほとんど、私が書いた意見なのですが、ちょっと趣旨が理解されていない、あるいは理解しても答えにく

いということかもしれません。私が言いたいのは、知事の方針というものがあって、知事がいきなり方針を

言うのではないでしょうけれども、総合政策審議会あるいは企画部会等をやって、ある時点で、知事の方針

が出されると。私はやっぱり会社員なものですから、社款や部の方針を私なんかが出して、それを達成する

ために部でどれだけやるか、本来は上の方から下りてくるものなんですが、それが県ではなかなか難しいの

かもしれませんが、知事の方針がどこにあるのかさっぱり分からないというのでは良くないと思うのです。

これまでのプランは非常に明確でした。知事の挨拶があって、その後に「秋田県はこんなふうにありたい」

と、目に浮かぶように書いてあります。あれが非常に素晴らしかったのです。

ところが、下の方になると各部の具体的な戦略がいっぱい書いてあって、それが100％できたら知事が言
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うようになるのかというと、とてもそうは思えない。要するに、知事の方針と、具体的な戦略が直接つなが

らないから、今回はよくよくお考えになったのかもしれませんが、下から上げてやって、知事が何をやって

いるのか分からないというのではなく、どこかの時点で知事の意見を聞く形で出すべきではなかったかと思

います。

それから、秋田県をこうしたいというときに、なかなか難しいと思いますが、何か指標があったらいいと

思います。秋田県の平均年収が確か２百何十万円だったと思いますが、それを３百万円にするとか、それを

掲げても達成困難な数字になるんだろうけど、将来県がこうあるべきだというときに、何かそうした最終目

標があれば良かったなと。これはないものねだりなのかもしれません。

それから、ＰＤＣＡについて。産業・エネルギー部会でＰＤＣＡの話をすると出てくるのが、「こういう

目標でした、こういう結果になりました、なのでこうします」といった話で、非常に整理されているのです

が、ＰＤＣＡを回すというのはそういう話ではないのです。結果が出たときに、上手くいったもの、それか

ら上手くいかず目標が達成できなかったものに対して、なぜこれが成功したのか、なぜ失敗したのかを深く

深く分析をした上で、したがって次はこうするんだ、というのがＰＤＣＡなんです。どうも言葉としては重

なるんだけれども、結果としてＰＤＣＡをやっていないに等しい。ちょっと言い方がきついかもしれません

が、もう少し原因の分析をしっかりすることが大事ではないかと思いますので、是非、今回の第２期プラン

では、それができるようなスケジュールとか仕組みというものを少しお考えいただいた方がいいのではない

かと思います。

それから、私も随分長い間、秋田に来て県のいろいろな会合に出たり、県内の産業界の人たちの会議など

に出席していますが、ほとんどが県内の人たちだけのディスカッション、県内の人たちでの共同作業です。

私は土木業でしたが、違った産業とどう組むか、如何にして違った人たちと組むかというのが非常に大きな

メリットになるのです。外から随分長い間、県を見させていただきましたけれども、外とやっていくという

点が足りないのではないかと思います。第２期プランでは、意識的に外と何か活動するということをした方

がいい。中心市街地の活性化に向けた県庁内の会合があるとお話しされていましたが、私は専門の一つがま

ちづくりで、いろいろやっていましたが非常に難しいです。誰がやっても成功するのは難しいです。だけれ

ども、日本にはそういう専門家が結構いて、成功している専門家もいるのです。ですから、お金の問題にな

るかもしれませんが、一人か何人かでもいいから地域で成功している専門家を仲間に入れてアドバイスを受

ける、そういう仕組みがあると良いのではないかと思います。

● 渡邉部会長

３つばかりお話がありました。知事の方針があるべきではないかというお話と、それからＰＤＣＡの問題、

機動的かつ実効性のある組織づくりの３つですけれども、最初の知事の方針を示すべきではないかというこ

とについては、ある意味では大事な問題だと思っていて、私もいずれ書くものだと思っていましたけれども、

ないみたいです。秋田県のカラ－は何なのかということ、美人だとか食材とか、そういう一言でぱっと出て

くるものを知事から示してもらう。それから方針、これも大事なことだと思います。それも含めて、県の方

から大体今の３つに分けてコメントをいただければと思います。
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□ 佐々木総合政策課長

多岐にわたってご指摘いただきましたが、一点ずつお答えさせていただきます。

まず知事の思いにつきましては、最終的にプランの中に知事の思いが入るように着実に確保したいと考え

ております。ただ、そういう知事の思いが全然ないままに、我々がプランづくりを進めて来たかと申します

と、決してそういうことではなく、昨年３月に知事が選挙の前に示したマニフェストといったもの、これは

知事の様々な思い、更には施策をどう展開していくかということが凝縮されたものでございますが、それを

下地にしてつくり上げております。最終的に、プランの中にどこまで盛り込めるか、盛り込み過ぎると政策

集になってしまうものですから、思いというものがどこまで表現できるか分かりませんが、冒頭に知事の思

いが凝縮されたものを明記したいと考えております。

二点目の県民所得の向上、あるいは幸福度といった指標についてでありますけれども、確かに一昔くらい

前の県の計画でよく言われたことは、県民所得の向上、あとは人口減少への対応といったものがテーマにな

っておりまして、確か当時は、東京、首都圏の８割ぐらいしか県民所得がないといったことが、問題認識の

背景にあったかと思っております。もちろん県民所得の向上というのは極めて大事な方針であると思います

し、そういったものをどう受け入れるかということがいまひとつ理解できていないと思います。先ほどのＰ

ＤＣＡのお話ではございませんけれども、ある一定の施策に税金を投入したときに、それがどういった効果

を発揮するのかといった説明、基本的には施策ベースだとか事業ベースとなってしまうかもしれません。た

だ、そういったものの集大成として、幸福度といったものが、一番の最終ラインとして出てくるのかもしれ

ませんが、具体的な行政の取組というものを中心に説明するときに、ちょっと距離感が遠すぎではないかと

いう思いがあることも事実でございます。先ほども申し上げましたが、そういった県民の皆さんの生活実感

だとかそういったものが、どのように動いているのかということは我々としても関心があるところであり、

国でも全国調査をやっておりまして、そういったものと、本県の傾向を睨みながら、様々な原因分析や、企

画、政策立案に生かしていかなければいけないと考えているところでございます。

また、ＰＤＣＡにつきましては、まさに委員のおっしゃるとおりでございまして、「結果が出ました、残

念でした、来年はそうならないように頑張りましょう」と、そういった形だけのＰＤＣＡであってはならな

いと思いますし、現在、本県では条例に基づいた政策評価によってＰＤＣＡを回しております。委員も御承

知だと思いますが、そのＰＤＣＡの中で、取組の有効性の議論というのが極めて大事だと感じております。

現行プランにおきましては、数値目標が戦略に１つあるだけで、なかなか体系としては上手くＰＤＣＡが回

しにくいような状況にあったと感じております。次のプランにおきましては、もう少しその辺を、どうした

ら一番効果的なＰＤＣＡを図り得るのか、よく考え直してみたいと思っております。

あと、連携についてですが、狭い範囲だけの議論に止まっていては、なかなか次の展望も開けないという

ような観点のご指摘もあろうかと思っております。委員がおっしゃられたとおり、閉鎖社会の中で似たよう

な価値観を持つ者同士が様々な議論をしても、なかなか新しいものが生まれてこないと感じておりますし、

出来るだけ異質な者、違った価値観を取り入れていくことは大事だと思います。常に、様々な形で県外の方

と接して刺激を受けていき、そういう考える場面でも積極的に乗り出していって、前向きに取り組んでいく

ことが大事であると考えております。
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中心市街地の活性化につきましては、委員がおっしゃられたとおり非常に難しい問題で、特に県のレベル

で歩んだときに、どこまで中心市街地の活性化に関与していくかということが、立ち位置として難しいこと

があると思います。市がやるべきこと、あるいは地元商業者がやるべきことだからと、ただ傍観するのでは

なく、県としてどういった形で関わっていくことが市街地の活性化に一番つながっていくのかといった視点

でこの先も考えていかなければならないと思っております。以上でございます。

● 渡邉部会長

今のことに関連して、また、その他の質問でも構いません。はい、どうぞ。

◎ 武内委員

私もＫＰＩに関しては非常に大事なことだと思っておりました。と言いますのは、以前、現行のプランを

つくって、県民の方にどれだけプランをご存じですかと、アンケートをされていたと思いますが、その数値

というのはお分かりでしょうか。イメージより低かったような印象を持っておりますが、これを実際に据え

るということも必要です。

もう一つは、県民に分かりやすく、メリハリのある、もっと関心を持ってもらえるようなプランであるべ

きだと思っております。そのためにも、やはりこのプランの目指すところ、それに向けてどのくらい進んで

いて、どのくらい進んでいないのかだとかは、示すべきかと思っています。幸福度というのはちょっと漠然

としているのかもしれませんが、例えば、資料－１の「秋田の姿をイメージして」とあるところ、かなりブ

レークダウンした項目として、「高質な田舎を実現」の下に、いろんな項目があると思うのですが、このく

らいのレベルで、これがどのくらい進んでいるのかということを、どういう指標を示したらそれが分かりや

すいのかというところで考えてみるのも非常に重要なことかと思いました。もちろん、それはＰＤＣＡサイ

クルの中で検証しながら、今回は50点だとか、次回は80点にするだとかそういう形で、そして理由付けをし

て、それに向けて行動しますということを、県民とのコミュニケーションの一つとして、やはり示していく

べきではないかと考えています。

□ 佐々木総合政策課長

ただいまご指摘いただいた点については、作業として取り組んでいる部分もございますが、県民の皆様へ

の周知だとか、県民の方々とそういった検証が行われているかというと、自己評価を基本に据えている関係

上、できていない状況でございます。ただ、現行プランにつきまして、昨年の秋と、一昨年の12月くらいに、

それぞれの段階に応じた中間総括を行っており、こうした資料について、広く周知を図っております。例え

ば、全戸配布広報紙等にこれまでの県の取組だとかを具体的に写真をつけながら説明したりして、県民が目

で分かるようなやり方というものも特に大事だという観点から、そうした取組も行っております。引き続き、

県民へ伝わるような手法を工夫していかなければならないと思っております。
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◎ 佐藤裕之委員

今の件にも関連しますが、全体を通して非常にいろいろ練られていて、各論にも迫っていて私は良いプラ

ンだという気がします。逆に、分かりやすいか、分かりにくいかということに関わるんですが、これを見せ

られた県民の皆さんが、興味を持って、こうなのかと思うような説得性を持っているかどうかというところ

で、今の話にも共通するところがあります。この素案を見ると、どうも強調するところで書き方が絶対値目

標になっている。例えば、「10年後はこうします」という書き方になっているのですが、県民としてもう一

つどうしても興味があるのが、全国の中で秋田県が、それぞれの目標段階において、一体どういった状態、

地位にあるのかということだと思うのです。地域間競争ではないですけれども、そういった意味で教育のと

ころを見ますと、教育の日本一だとか良いところをポンと出している。それから、製造業の付加価値額等も

ちゃんと数字を出したりしているんですけれども、そういったところ、全てじゃなくて結構ですから、重点

目標として置いているところは、今、現状として我が県は、絶対数字ではこうで、国内の相対的な地位はこ

こにあると。それで、具体的に何県よりも勝つべきだとは書けないと思いますが、例えばこれを何％くらい

上げましょうだとか、そういうものがもう少し重点項目の中にあって然るべきではないかと思うのです。隣

県に勝ったか負けたかのような、そういうものを利用するような書きぶりでないと、なかなか分かりにくい

部分がある。これは総論も各論の数字も全てにおいて同じですが、やはり強調すべき施策については、相対

的地位というものを示して、ここを変えていくんだというようなことを書いた方が良いのではないかと思い

ます。そういった書き方をすることによって、県庁の中のモチベーションも変わってくるでしょうし、目標

に向けたＰＤＣＡもやり易いということにつながると思いますので、この後修正をした最終段階辺りで、そ

の中の重点的なことについて、そういうことをするのも良いのではないかと思います。以上です。

● 渡邉部会長

総論の素案について、ちょっと抽象的な話かもしれませんけれども、やはり一番問題なのは人口減少と少

子高齢化であって、これが全てだと思うのだけれども、ところが数年くらい同じようなことをやっているよ

うな気がして、正直言って成果が変わらない。何かもうちょっと県に思い切ったインパクトのあるものをや

ってもらいたいと思います。全国レベルで、この少子化問題については非常にお金を突っ込んでいるけれど

も、もっと思い切ったことをやった方が良いのではないかという気がします。これは政治の問題でしょうけ

れども、大変な問題だと思うので、もう少し考えてもらいたい。

それから、「経済雇用情勢と産業構造」と、いつもこうやって出てくるけれども、果たして雇用情勢を先

に持ってくるのか、あるいは産業構造を先にするのか。例えば、もっと競争力の高い、強い産業を形成する

だとか、これもやはりもう少しインパクトのある、元気のある声が出る、これを見ればやらなきゃいけない

という気持ちになる、そういう何か文章表現をお願いします。雇用は産業が発展すればついてくることだと

思うのだけれども、これは逆ではないかという気がする。この辺りもう少し考えてもらいたいと思います。

総論についてはそのくらいです。
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◎ 小国委員

今、渡邉部会長がおっしゃたとおり、やはりこの人口減少に尽きるわけですけれども、知事もよくおっし

ゃっているとおり県際収支が悪化している。要するに、毎年毎年、ただでさえ貧乏である県が、県外にお金

を持っていかれ、言い方が悪いですけれども、人がいなくなるとか、金とともに去りぬとか、そういう状況

です。大学に進学して就職しようとしても、結局のところ受け皿がないので帰って来られない。これがやは

り社会減の一番大きな構造だと思うのです。したがって、我々からすると秋田は経済界がもっと活性化する

ような施策をやって、やはり知事がおっしゃられたとおりに外貨獲得をすると。そのためにいろいろと、農

林水産を強くして売り込みを強化して外貨獲得をするだとか、大事なことだと思うのです。今おっしゃられ

たとおり、その中で、秋田ならではの特性や強みを生かして、本当にお金を持ってくるような施策に取り組

んでいかなければ、結局「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」も50％しかいきません、すみませんでした、

という話になってしまいかねないので、大事なのではないかと思います。

数値目標についても、これから各部門で最終的な数値の擦り合わせがあると思うのですが、どうしてもこ

ういう状況なので、思い切った数値も挙げづらいということであると思うのですけれども、例えば、私の関

係している観光・交通の部分においても、資料－１の５ページに載っているとおり、例えば、この「延べ宿

泊客数」についても目標は平成24年実績の346万人に対して、368万人ということで、若干増えているものを

計画しているのですけれども、実は平成９年に秋田新幹線が出来たときには、600万人近い宿泊客がおりま

した。したがって、６割くらいまで減っていて、それを今ＤＣ（デスティネーションキャンペーン）等々を

やりながら持ち直してきたという状況があるのです。５年後でもやっとこのくらいという状況なので、余り

勇気の出るような数字ではないのではないかと感じています。かといって、大きな数字を挙げたからどうな

るのかということもあるのですけれども。それから、その下の「秋田の食の魅力の磨き上げと県外への販路

拡大」についても、今の1,136億円を1,145億円にするとあるのですが、これを東北六県と比較すれば、隣の

青森県、山形県、岩手県も2,000億円を超えていて、残念ながら東北六県の中ではダントツで少ないという

のが現状です。だから、今いろいろな意味で商品開発や６次産業化だとかをやっているわけですが、５年後

の目標としては現状維持ではいかないような気がしますので、目標の設定は難しいと思うのですけれども、

他の目標として設定した数字についてもリアリティのあるものと、いろいろかけ離れたものもあると思うの

ですけれども、それを検証して、そしてスタートした上で、先ほどもおっしゃったとおりＰＤＣＡの部分で

一年経ってからチェックしても遅いので、やはりスピードの速い時代ですから、この計画ができた暁には、

３か月に１回くらいは進行状況のチェックをして、上手くいかなかったときには修正するような勇気を持っ

ていかないと、「とりあえずプランができたから、このままダラダラいきましょう」では結局変わらないと

思いますので、その辺は是非念頭に置いて、計画の最後の積み上げをしていただきたいと思います。

● 渡邉部会長

次に、重点戦略１の「産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略」、戦略２「国内外に打って出る攻

めの農林水産戦略」及び戦略３の「未来の交流を創り、支える観光・交通戦略」について、事務局から説明

してください。
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□ 鎌田産業労働部次長

【資料－１及び資料－３により説明】

□ 奈良農林水産部次長

【資料－１及び資料－３により説明】

□ 須藤観光文化スポーツ部参事

【資料－１及び資料－３により説明】

● 渡邉部会長

それでは、３つの戦略の説明についてご議論願います。

◎ 藤盛委員

先ほど部会長さんの方から「もっとぱっとするものを」という話がありました。それでちょっと思いつき

みたいなものなのですが、観光の方で「地域伝統芸能大会」とかいろいろありますけれども、京都の方で「京

都賞」といって、確か宮様なんかもお出になられて大変有名なものがあります。伝統芸能というのは、全国

では秋田が一番多いので、例えば秋田の最も特徴のある伝統芸能で、何か「秋田賞」などどうでしょうか。

例として言っているだけですが、「京都賞」では、確か全国放送で放送しているので、「秋田賞」も全国放送

で放送してもらうとか、観光の場面でそういう思い切ったものを目玉にしてはどうでしょうか。施策の内容

は良くできていると思うのですが、部会長の発言で「なるほど、そうか」と思いました。

それから、同じ観光でいくと、ネットワークの構築というものがありますが、私が関係している「秋田産

業サポータークラブ」というところで、普通の自転車で道路を家族でサイクリングするのが流行っているの

です。私が住んでいるところとは違うのですが、千葉県ではそうなのです。そうした観光の一環としてのん

びりと自転車でサイクリングをする。それで、私も仲間と調べてみると県内には結構そういう道路があるの

です。ただ、トイレがないと大変で、やはりああいうのにはトイレがないといけないです。自転車をどこか

で乗り継いで、のんびり観光する、あるいはのんびりサイクリングするのがこれからの検討の中にあっても

いいのではないかと思いました。

それから、もう一つ言わせてもらいますと、産業・エネルギー部会で、新しい農業に関する文言があった

と思うのですが、「秋田版スマートアグリ構想による先端的な農工連携と関連産業の振興」というのが出て

いて、農業の方にもかなり新エネルギーや６次産業化、工業化の話が出ていますが、産業の戦略と農業の戦

略が上手く連携できることになっているのかどうか、ちょっと見ただけでは分からなかったので、どうなっ

ているのか教えてもらえたらと思います。

□ 鎌田産業労働部次長

産業・エネルギー戦略の「秋田版スマートアグリ構想による先端的な農工連携と関連産業の振興」につい
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ては、とりあえず、製造業分野が農業に参入する、といったようなところを支援していきましょうという話

です。あとは農業関係のところは、一次産業のいろいろな支援を活用するとか、そういったところに取り組

んで、切り口は違うのですが、最終的には秋田でどういった農産物をつくっていくのか、植物工場でつくる

ものと、例えば露地やハウスでつくるもの、そういったもので違ってくるのだと思います。ただ、秋田でつ

くって、秋田で出来たものを外に売っていくということに関しては同じことなので、いずれ、そういったと

ころは、産業労働部、農林水産部も最終的なところは一体となって進行していくというように我々としては

考えております。

◎ 藤盛委員

農業の方ではどうなのでしょうか。企画部会というのは、その調整をするのがメインだと思うのですけれ

ども。

□ 奈良農林水産部次長

このことについては、常々、産業労働部とも調整しながらやっております。ただ、１次側からのアプロー

チと２次側からのアプローチとでは異なり、２次側のアプローチが農業者の所得向上に直に結び付くかとい

うと、そうはいきませんので、農業側ではハウスで新エネルギーを活用して効率的に生産するとか、ＩＣＴ

を現場である程度使えるような形で導入を進め普及させていく、というように現場で応用できるようなもの

を中心にやっております。産業労働部の方では２次側のノウハウを使って植物工場等をやっておりますが、

生産技術等については、当然１次側のノウハウを提供しながら取り組んでいるということでございます。

◎ 藤岡委員

資料－１の５ページの観光・交通戦略の施策２に「秋田の食の磨き上げと県外への販路拡大」と書いてあ

りますが、秋田と言えば、米、酒、秋田美人が切り離せない関係で、秋田で一番知名度が高いところである

ので、一時期、日本酒の消費が落ち込んでいましたが、特に最近は海外でも日本酒の認知度が高まって思わ

ぬ販売が伸びているという傾向がありますので、秋田の食や飲料のところで、どうしても日本酒というもの

が欠かせないと思うのです。これは、あえて健康をイメージして削除したのか、秋田は脳卒中が高いという

ことで「酒」の文言を外したのかどうかということをお聞きしたい。

□ 照井観光文化スポーツ部次長

ここに「酒」という言葉はないですけれども、冊子本体の方を見ていただくと、その中に「市場ニーズを

先取りした秋田オリジナルな商品開発」とあり、この「秋田オリジナル」という中には当然「酒」があって、

今委員のおっしゃられたとおり重要であると捉えております。特に、今回のＤＣ等でも「蔵付酵母」という

ことで、総合食品研究センターが独自に開発したものがありまして、そこでも特徴を出しています。それか

ら、最近は純米酒とか特定名称酒が伸びていまして、ほとんど純米酒しかつくらないというところも出てき

ています。それと酒と合わせて、やはり発酵文化ということで、「味噌」「麹」、それと「白神こだま酵母」
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等がありますので、そういう麹文化ですとか、醸造、発酵文化というものを十分アピールしながら、合わせ

てこういうものを国内だけではなく、国外にも売り出すということで、概要にはございませんが、当然本体

の方には書かれております。特に、発酵文化や食といった文化、国内有数の自然環境でつくられる農産物な

ど、本県の強みということで定義づけて進めたいと思っております。

◎ 佐藤裕之委員

この総合政策審議会で、前の協働社会構築部会から現在の観光・交通部会まで、広範囲にわたって見渡し

てきた立場から申し上げます。先ほどの、新エネルギーやお酒のことに絡んで、戦略１の施策３に「新エネ

ルギー関連産業」という言葉があります。この定義の領域・範囲について、どの辺まで考えるのかが今後重

要になってくると思っています。資料では、あくまで新エネルギーの創生・産出と、そのための機械などの

範囲に止まっています。一方、農林水産のところの新エネルギーについての記述は、地中熱を意識した書き

ぶりに止まっています。秋田県は、新エネルギーを今後の大きな売り物としていこうとしているのですから、

新エネルギー産業という観点で、横串を刺して、各部署間で横断的に、新エネルギーに親和性の高い産業を

育成するにはどうしたらいいかということを、練りあげる取組を是非していただきたいと思います。また、

そうした取組が、プランのどこかで表現されていると大変有り難い。植物工場の野菜が原発由来の電気で育

っているなどというストーリーでは話にならない。秋田の風と太陽光でつくられた環境に優しい野菜を食べ

ましょう、などというストーリーが大事であって、そういうストーリー、コンセプトを売り出すということ

が戦略１の要諦だと思います。是非、部署間に横串を刺して、新エネルギー産業、関連産業の育成というも

のを考えていただきたい。観光・交通部会でもアイディアが出たところですが、資料－１の６ページ「官民

一体となったレンタカーや乗合タクシー等の利用しやすい環境整備の推進」について、例えば、秋田のレン

タカーは全部電気自動車で、その普及に県を挙げて応援するなどの動きがあれば、秋田の新エネルギーや再

生可能エネルギーも観光資源として十分に寄与するわけですから、そういった視点でもう少し練り込んでい

ただきたい。

二点目です。「景況の波に強い産業構造」と一言で表現されていますが、これは、なかなか難しい課題で

す。「景況の波に強い」という意味をブレイクダウンしますと、例えば、為替感応性の低い産業、為替に左

右されない産業、つまりこれまでのような「ものづくり」「製造業」からの転換が必要なのではないかと思

います。先般、ＮＨＫで特集されたようですが、北九州市や東京都が浄水プラント、水道プラントを海外に

売り出しています。これは、単なるプラントの「物売り」とか「ものづくり」ではなく、ノウハウやシステ

ムといったソフト、仕組みの展開です。秋田の産業にはそうした、海外に売り出す「仕組み」はないのでし

ょうか。秋田大学やＤＯＷＡさんが取り組んでいる、都市鉱山すなわちレアメタルのリサイクル・システム

のような「仕組み」を、ロシアや中国などの海外に売りだすとか、そういう視点から「景況の波に強い産業

構造」というのが表現されると理解できるのですが、資料の「ねらい」と「方向性」を見ても、書かれてい

ることが果たして景況の波に強いといえるのかどうか疑問です。もう一度検討いただきたいと思います。
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● 渡邉部会長

今の話はそのとおりだと思います。為替に強いといいますか、柔軟に対応できる、あるいは景況の波に強

い産業、これは秋田県の元来からの宿題なのですけれども、このことについて、また県の話を聞くとなると

相当時間もかかりますので、このことは十分に頭に入れて検討していただくことをお願いします。

時間も迫っておりますので、次に進みたいと思いますけれども、戦略４の「元気な長寿社会を実現する健

康・医療・福祉戦略」、それから戦略５の「未来を担う教育・人づくり戦略」及び戦略６の「人口減少社会

における地域力創造戦略」については、委員からの意見がありませんでしたので、素案の概要について説明

をお願いします。

□ 佐藤健康福祉部次長

【資料－１により説明】

□ 福田教育次長

【資料－１により説明】

□ 牧野企画振興部次長

【資料－１により説明】

● 渡邉部会長

ただいまの説明について、ご質問、ご意見をお願いします。

◎ 阿部委員

資料－１の８ページについて、質問というかお願いです。意見として申し上げるかどうか迷ったのですが、

主な数値目標だったので、この場で申し上げた方がいいかと思いまして提出しておりませんでした。施策２

でありますが、これ自体は全く賛成なのですが、主な数値目標の部分で「県学習状況調査における通過割合」

が現状の72.8％から75.0％と、非常に控え目になっているのが一つ。また、これが数値目標でいいのかとい

うのが正直な感想で、むしろ問題になっているのは、資料－２の149ページに書いてありますが、思考力、

判断力、表現力という活用型の方を一層伸ばすべきだという現状分析もありますので、活用型が明らかに伸

びたということが分かるような数値目標だとか、ないしは資料－１の施策２の右にありますように、30人程

度学級の全学年への早期拡充ということで、例えば１学級当たりの児童生徒数を現状から何人に持っていく

とか、今の全国平均が29.5人くらいで、秋田県はそれよりも低いのですけれども、更に下げていくことでも

っときめ細やかに秋田の教育ができるとか、例えば秋田市内ですと未だに教室いっぱいに子どもがいるよう

な学級もありますので、そういう点で、活用型の達成率とか１学級当たりの児童生徒数をこの数値にまで下

げるといったような、そういう数値目標であれば有り難いのではないかと思います。

それから、できれば意外と知られていませんが、秋田県は学力が良いと言われながらも県内格差が結構あ
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るのです。上位の地域と下位の地域がある。それはやはり改善の余地があると思いますし、改善できるはず

なのです。数値化は難しいと思うのですけれども、また、それをどのくらい公表できるのかという問題があ

るのですが、格差そのものを下げていくという数値目標も考えられるのではないかと思います。

それからもう一つだけ、施策３でありますが、「豊かな心と健やかな体の育成」はそのとおりなのですが、

秋田県は数値を見ると、実は、小中学生の不登校が全国で最も少ない。ただ、いじめについては測り方にも

よるのですが、必ずしも全国で最も少ないとは言えない。そういう点で言うと、「学校のきまりを守っ

ている児童生徒」が94.8％の達成状況ですから、それを97％にする意味はあるのだと思いますが、それよ

りは、むしろいじめの発生率をどれくらいにまで下げるかとか、そういった形にしていただければ、より明

確に、何に取り組めばいいのか分かり易いので、そういった形での検討をいただければ有り難いと思います。

● 渡邉部会長

非常に良い話を頂戴しましたけれども、これについて県の方で何かご返答いただけますか。

□ 福田教育次長

教育の数値目標というのは、正直を言っていろいろな側面がありますので、非常にこちらも苦慮しながら

検討してきたところであります。今のご意見につきまして、これまで検討してきた経緯もあり、難しいとこ

ろではありますが、対応が可能か検討したいと思います。

◎ 佐藤家隆委員

戦略１に戻って申し訳ないのですが、施策２の方向性の中に「医工連携による医療機器関連産業の育成」

というのが出ているのですけれども、実は先だって、秋田大学の医学部の教授が非常に斬新な検査具を開発

したいということで、それを県内企業を使って開発しようといろいろ努力したけれども、県でも取り上げて

くれず、いろいろなところにいっても結局駄目で、個人的なつてでやっと県内のある企業にやってもらった

という例があったのです。それが商品化されて好評であったということなんですけれども、大学等の成果と

いいますか果実を、県の施策の中に組み込むような姿勢が戦略全体を通じてちょっと少ないような印象を持

っています。大学でいろんな研究をしたものをきちんと県の施策に組み込んで、実際に反映させていくとい

う作業をもっとやられた方が良いのではないかと思います。秋田大学だけでなく、県内のいろいろな大学の

成果を様々な県の施策に取り込むという姿勢、そういった視点を持つということが一つ。

また、先ほどから農業のことが取り上げられていますけれども、農業が大事だとしながら秋田大学に農学

部がないといったことが前からすごく不思議でならなかったのです。戦略的に農業を学術として研究してい

くような体制をとって、県内の農業発展につなげていくべきではないかと、分野がちょっと違うかもしれま

せんがそんなふうに考えました。

◎ 藤盛委員

今、秋田大学の話が出たのでそれに関連して。秋田大学は医療のセンサーとかＩＣＴとか、関東でも非常
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に名が売れています。ですから、私は産業・エネルギー部会でいつも発言している。ただ、そういう意味で

言うと、医療の部会の答申の中には、ＩＣＴ技術を医療の中で使っていくという表現が非常に弱いのではな

いかという気がします。逆に、そちらの部会でもうちょっと強調していただけると産業・エネルギー部会と

連携が強化されるのではないかと思います。

それから、是非お願いしたいのが、私、東京で縄文遺産のシンポジウムをやって、これからもやろうとし

ているのですけれども、青森県は目に付くのですが、それに比べて秋田県は少ないのではないかと思うので

す。二つ目の世界遺産として観光にも、もの凄く役立つわけですので、縄文遺産を世界遺産にすることに対

して、もう少しお金を出すような県の政策にしていただけないかと思います。

それからもう一つ。東京で、東京の人たちに秋田に帰って起業する、ベンチャーや会社を起こす相談会な

どをやると、Ａターン希望者が結構集まります。ところが、このＡターン希望者というのは、今日すぐＡタ

ーンするのではなくて、将来秋田にＡターンしたいと考えている人もいて、そのときにいろいろと支援や要

望をお願いしたいということなので、今すぐ来ない人は相手にしないとは言わずに、Ａターン予備軍という

か、そういった人も支援できるような姿勢で施策を打っていただきたいと思います。

◎ 阿部委員

Ａターンに関連して、いろいろなところで聞いた話なので是非ここで申し上げたいです。実は、全てが全

てではないのですけれども、企業の社員でたまたま家族で秋田に転勤になった際、昔は首都圏から離れると

嫌だという感じがあったのですが、最近いつからか聞くようになったのが「秋田で良かった」と。つまり、

子どもがいて、小学生や中学生が秋田に行くと、大変良い教育を受けることができるので、秋田に転勤にな

って良かったと、そういう社員がいるという話を複数箇所で聞きました。絶対数でどれくらいのパーセンテ

ージになるのか分かりませんが、最近、いろんな方々から聞きましたので、秋田に来ると日本でトップレベ

ルの教育が受けられるのだという辺りも、実際これは本当にそのとおりであり、Ａターン等に関わってくる

と思いますので、やはりそういった点もどこかでアピールしていただければ有り難いと思います。

◎ 武内委員

人口減少を回避する上で「若者が」という言葉がありますが、やはり高齢者がＡターンや移住をしてくる

ことも必要なことです。移住するポイントとしては、やはりその生活の質というようなものがイメージとし

て高く、それは医療レベルだったり、介護レベルだったり、生活レベル全般だと思います。戦略４で、例え

ば施策２の「いのちと健康を守る医療提供体制の充実強化」というところで、この連携がとれているという

ことを、数値で客観的に全国と比べてどうなのかとか、そういうふうな目標に向けて、それでも優れている

ということをＰＲしていくべきではないかと思います。やはり、いろんな医療施設を見ても、その数値をい

ろんなものと比べてみる必要があると思いますので、目標を目指していく上でも重要な項目ではないかと思

っております。

同様に、若者が外に出ていくだとか、先ほどのＡターンでセカンドライフを秋田でとかというときに、起

業につながるか、起業をしやすいか、ということが重要になってくるかと思います。例えば、先ほど農業の
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方でも就農というところがありましたし、あとはエネルギーの方でも新しい産業ということで、「グローバ

ル」という文言が出てきたと思います。そういったものの実際の接続先といいますか、県内企業でどれだけ

そういったものを受け入れられるところがあるのか、一回そういったものを見直すといいますか、確認して

みてはどうかと思います。優秀な人材というのはもちろん外に出ていって、また帰ってくるということもあ

りますが、そのまま秋田に残るという選択肢も、今は何かそういうものをもっとつなげていく、そういった

ものを示していく必要があるのではないかと思います。

● 渡邉部会長

今の話で、私も高齢者の誘致といいますか、こちらに来ていただくことをもっともっと売り込むべきだと

思います。県も考えているでしょうが、その辺りもよろしくお願いします。

◎ 五十嵐委員

戦略５のところにも出てくるんですが、「全国トップクラスの英語力」というのと、「英語コミュニケーシ

ョン能力“日本一”」、それから「英語力“日本一”」という言葉が使われていたと思うのですが、この辺の

言葉の使い分けについて、どういう違いがあるのか、どういった指標を掲げることによって違いがあるのか、

その辺のことを教えていただければ有り難いです。

□ 福田教育次長

「全国トップクラスの英語力」という表現で、ここで「英語力」としたときに、どういった指標で見るの

かというと、例えば英検など外部検定試験というのが１つの指標だろうと考えておりますが、英検とかＴＯ

ＥＦＬとかいろいろありますけれども、「英語力」をトータルでどこが一番適切に評価できるかということ

についていろいろ問題もあるという中で、一応、外部検定試験を関連指標にあげておりますけれども、なか

なか客観的にこれで全国一だと比較する基準がない中で、４年間で全国トップクラスという、レベル的には

そういう表現を使わせていただきたいと、いろいろ検討した上でそのように判断しております。

一方で、「英語コミュニケーション能力」というのは、いわゆるコミュニケーションをする能力というこ

とで、もう少し幅広い概念での「英語力」を見ておりますが、これもどこまでが日本一かということが見え

ないです。ただ、「コミュニケーション能力“日本一”」を目指そうというスローガン的に、やはりそういう

心意気を持った取組も必要だということで、幅広い概念で、日本一を目指しましょう、ということで呼びか

けていきたい、目指していきたいと考えています。その水準がどこにイメージされているのか非常に難しい

ことではありますが、スローガン的な意味合いでこれからそのように使っていきたいと考えているところで

あります。

● 渡邉部会長

それでは、他にもう１つテーマがございますので、それを説明してから後でまたお話しいただきたいと思

います。基本政策について、説明をお願いします。
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□ 佐々木総合政策課長

【資料－１及び資料－３により説明】

● 渡邉部会長

それでは、ただいまの基本政策について、ご意見を頂戴します。

◎ 佐藤家隆委員

この基本政策１から５の中に、健康や生命というものが出てこないのですが、基本政策に記述するといっ

たご予定はないのでしょうか。

□ 佐々木総合政策課長

直接的な医療、福祉、介護といった記述については、戦略に整理しております。基本政策にかかるものと

いうのは、健康とか生命というものは直接出てきておりませんけれども、安全・安心で快適に暮らせるとい

ったような観点で柱立てているところでございます。但し、直接、健康、生命につながっていくような状況

は、必ずしもそうとは言い切れないものがありますけれども、そういった観点で５つの分野に位置づけられ

るといったようなところを明らかにした方がいいということは、少し検討させていただければと考えており

ます。

◎ 佐藤家隆委員

「人と動物が共生できる社会の形成」ということで、「動物」が大事だということもあるのですから「人

間」のことも考えていただければと思います。

□ 佐々木総合政策課長

もとより「人間」が大事だということからのアプローチだと御理解いただければと思います。

□ 黒木企画振興部次長

本日は時間の制約上、概要で説明しましたが、基本政策ですと、冊子の方の「県土の保全と防災力強化」

の中には、例えば、「災害から県民の生命と財産を守るととともに」というような文言で、県民の命や、あ

るいは健康についても触れております。また、基本政策２のところになりますけれども、環境保全対策につ

いては、良好な大気・水質環境を維持する、といった形で、部分部分でそういった表現がありますけれども、

大きな目標として命や健康ということが基本政策の中での書き込みにやや不足しているかもしれませんの

で、この点についてはもう一度検討していきたいと思います。

◎ 藤岡委員

全体的なことでお伺いしたいのですが、先ほど佐藤裕之委員から「横串」の話がありました。例えば、農
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業一つをとっても、食品加工だとか、あるいは観光、教育だとか様々な分野に関連していくわけです。そう

なりますと、当然、部局も違うところで、これから具体的な予算が出てくると。例えば、観光文化スポーツ

部と農林水産部で、同じ農業関係で似たような事業の予算付けが今までも結構あったのです。これはやはり

役所の弊害だと思いますが、同じような事業を例えば300万円ずつ薄く広くやるより、部局を横断して重点

的にやるような施策を。これから限られた予算の中でやるとすれば、農家だけではなくほかのグループもい

っぱいあるので、それを一緒にやるような仕組みをこれから是非やってもらわないといけないと思います。

どうも今までを見てますと、同じような会議が農林水産部や産業労働部、観光文化スポーツ部で開催された

りと、そういう現状が結構あるのです。部局の横のつながりをもう少し綿密にして、絞って、重点的に手厚

くやるような仕組みを是非構築してもらいたいと思います。

● 渡邉部会長

私からも一つ。資料－３の委員からの意見の中で、少量でも売れる戦略ということで、県内資源・農産品

で、少量でもブランドを高めて売る戦略を考えていくべきであって、量が少ないから売れないという発想は

間違いであるとの意見について、県がいろいろと難しく書いてありますけれども、これも確かにそうですけ

れども、せっかく良いものがあるのなら、やはり売れるものは余計につくって売るといった前向きなことも

書いてもいいのではないかと思います。

□ 山田企画振興部長

ただいまのご意見はまさしくそのように思います。

それと、今回は「横串」という観点は非常に重要視しておりますので、今予算査定をやっている最中でご

ざいますが、計画に謳った事業は重点であり、財政の方でも重視して予算をつけるということになっており

ますので、重複しないように、重点特化しながらいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

（３）その他

● 渡邉部会長

それでは、他になければ、県においては、本日の意見を十分に踏まえて最終案を作成することをお願いし

ます。

続いて、議事（２）の「その他」ですけれども、事務局の方から何かございますか。

□ 佐々木総合政策課長

【資料－４により説明】

● 渡邉部会長

それでは、予定されている議事は終了しましたので、事務局にお返しします。
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８ 閉 会

□ 黒木次長

長時間のご審議大変ありがとうございました。今後は、皆様からいただいたご意見やパブリックコメント

等を踏まえて最終案を作成し、２月５日の総合政策審議会においてお示ししたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。

以上をもちまして、平成25年度秋田県総合政策審議会第２回企画部会を閉会します。本日はありがとうご

ざいました。

（終了）


