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平成２６年度秋田県総合政策審議会 第２回産業・エネルギー部会 議事要旨 

 

１ 日 時：平成２６年８月５日（火）午後１時３０分～３時３０分 

２ 場 所：秋田県議会棟 大会議室 

３ 出席者 

◎産業・エネルギー部会委員 

株式会社カミテ 代表取締役 上手 康弘 

株式会社三栄機械 代表取締役 齋藤 民一 

秋田海陸運送株式会社 代表取締役社長 西宮 公平 

ＮＰＯ法人国際建設技術情報研究所 理事長 藤盛 紀明 

株式会社デジタル・ウント・メア 代表取締役社長 戸田 和彦 

株式会社レジーナ 貿易部本部長 仲村 こずえ 

秋印株式会社 代表取締役 三浦 征善 

□県 

産業労働部 次長 岩澤 道隆 

  〃   次長 赤上 陽一 

  〃   新エネルギー政策統括監 土谷 諄一 

  〃   食品産業振興統括監 草彅 作博 

〃   参事（兼）公営企業課長 佐々木 孝弘 

              他 各課長 等 

 

４ 岩澤産業労働部次長あいさつ 

 本日の部会では第１期プラン「産業経済基盤の再構築戦略」の総括についての報告のほ

か、次年度の提言に向け、議論を深めていただきたいと考えている。本日の議論や委員の

皆さまからの意見も踏まえながら、最終的な提言書のとりまとめを行っていくため、引き

続き委員の皆さまのご協力をいただきたい。 

 

５ 藤盛部会長あいさつ 

 前回、中小企業の話が出て、経営者の意識改革が重要な議題となった。県内中小企業か

らは意欲を感じる。特に、東京など一回外に出てから戻ってきた人のほうが違った印象を

持っている傾向が強い。外から戻ってくると前回齋藤委員の言っていたような感覚という

のはあると思う。そこは重要な指摘なので議論を深めていきたい。 

 この部会の重点分野というのはかなり明快になってきているが、この資料の目標値に対

する達成値というとまだ達成されていないと感じる。資料の中でも、反省をして数値につ

いても何が課題かと言うことが書かれているので、それなりにＰＤＣＡが回されているの

ではないか。しかし、これは常に変化しながらレベルを上げていくものである。 
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送られてきた資料を見ると、相談件数が何件だとか件数が何件だとか、そこで止まって

いるような感じがする。もう少し、ＰＤＣＡのスパイラルアップをしていくべきだと考え

る。 

 人口減少についてであるが、人口減少に対する基本的な施策は雇用の増加である。雇用

の増加についてはこの部会の所管である。我々の議論そのものが、人口減少に役立つので

ある。別項目となってはいるが、個別の項目の中でも考えていただきたい。ただ、雇用の

増加の中でもさらに工夫が必要ではないかと思う。配付資料に、地域力創造部会の資料が

あるが、雇用されても賃金が低い、父親の帰りが遅い、二人目の子供ができるともう働け

ない、といった具体的な話が書かれている。雇用が増えるだけでは十分ではなくて、雇用

の質というのもあるのかもしれない。一番良いのは若い女性の働く場所が増えると言うこ

とである。どういった人の雇用が増えると良いのか、例えば、退職者の雇用が増えれば良

いのかなど、今後の議論でも何が人口減少に役立つのかを深掘りしながら考えていくべき

である。ちなみに、産業労働部の目標値は製造品出荷額になっているが、仕事を全てロボ

ットでやると、出荷額は増えても雇用はゼロである。データ利用の継続性もあると思うが、

出荷額だけでは雇用を計ることはできない。議論の中でも雇用を増やすための質や中身を

考えながら議論していきたい。 

 

６ 報告 

● 藤盛部会長 

次第に沿って進める前に、一言申し添える。審議内容は議事録としてホームページに掲

載される。その際には、委員名は特に秘匿する必要はないと思うので、公開したいと考え

ている。 

本日の部会では、はじめに報告事項として、第１期プラン「産業経済基盤の再構築戦略」

の総括を報告してもらう。 

次に、議事では、「次年度への提言」に向けて、事務局からの説明を踏まえ、幅広い視点

から議論をお願いする。 

次回の第３回では、提言書（案）を議論していただくこととなるので、その前提となる

２期プランの各施策について、提言につながるよう様々な提案も含めた議論をお願いする。 

事務局には、終了後も引き続き、意見の聞き取りをしてもらい提言書の素案に反映させ

るよう作業をお願いするが、できるだけこの場で発言するようお願いする。 

最後に「人口減少問題について」事務局から説明をもらい、残りの時間で意見交換をし

たいと考えている。 

 なお、先ほど事務局から説明もあったが、「人口減少問題」については、次回の議論がメ

インとなるので、事務局には新たな資料ができ次第、委員の皆さまへ丁寧な情報提供をお

願いする。 

 それでは、はじめに、「報告（１）第１期プラン「産業経済基盤の再構築戦略の総括につ
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いて」事務局から説明をお願いする。 

  

□ 赤上産業労働部次長 

（資料－１により説明） 

 

● 藤盛部会長 

今の説明について意見、質問はあるか。 

 

◎ 仲村委員 

４ページの「県内企業の経営力の強化と基盤技術の強化」について、「経営戦略が不十分

で、実行する人材がいない」とある。県の施策というよりも企業の問題ということで議論

をさせていただきたい。 

これには、管理職層の意識の問題があると思う。経営者と同じ視点を持つ管理職層が薄

いと感じる。本来の管理職としての役割を理解していないなどの問題もあると思う。管理

職の役割は企業にとって付加価値を高める役割でもあるので、そういった層への教育研修

を後押しするような施策も必要であると考える。 

８ページの「本県企業の多くが抱える「生産性の低さ」」とある。弊社の事例として、あ

きた企業活性化センターのアドバイザー制度を利用している。弊社では理美容業界の商品

を作っているが、トヨタ式カイゼンの指導を受けている。異分野ではあるが、ものづくり

にとって非常に有意義であると感じている。いかに今までの生産管理や知識が素人だった

か分かり、生産効率と言うことについても勉強になったので、この制度を是非利用してい

ただきたい。 

 

● 藤盛部会長 

経営者だけではなく、社員の意識、マインドも問題ではないかという指摘をいただいた。

委員の皆さまは経営者であるが、その点についてはどうか。 

 

◎ 齋藤委員 

今の意見とも関わるが、県内の中小企業のものの考え方が過去の高度経済成長時に成功

した体験から抜け切れてないように思われる。あまり自社の役割を意識せずに大きな企業

から言われるがままに仕事をし、面倒をみてもらった時代。しかし現在は物不足の終焉と

共に、大きな企業が小さな企業を面倒みる事が出来なくなり構造は一変した。基本に立ち

返り仕事とは何か？何のためにするのか？経営とは何か？と考えていくと、世の中の人々

が快適に生きていくために全てを自給自足する事は困難であり、仕事を通して役割を分担

している仕組み。又、一人で担う役割には限界があり、組織企業として担う事で大きな役

割を果たすことが出来る。利益はその役割分担に対する世の中の評価であり御褒美と気が
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付く。自社の役割を深く追求し、意識する事で企業の自立が始まると思うし、社員全員で

深め合う事で自分の分担も意識するようになり、それに向かって行動するようになり、結

果として人は成長するのだと強く感じ実践しているところである。ものの考え方を変える

もう一つのヒントは物差しを変える事だと思う。佐竹知事の提起する「高質な田舎」とい

う物差しは素晴らしいと思う。要するに、今までの全国横並びの価値観や過去の延長線上

の物差しではなく、地域に合った物差しに変えていくと言うことが大事になるのではない

かと思う。 

 

● 藤盛部会長 

今の意見を踏まえて、最終的にどういった提言をしていくかということになるが、経営

者以外の社員のマインドについて、何か意見はあるか。 

 

◎ 三浦委員 

 我が社では平成元年頃から一貫して教育機関とタイアップして、社員教育を行っている。

一人の幹部を育てるのは半年一年の話ではない。経営計画書という、一般企業が編成して

いる予算を達成するための行動基準を、全社員から予算の編成時期に合わせて策定をして

いる。このようなことを通して、我が社では企業文化を形成している。そう言うプロセス

の中で高卒から短大、大卒の社員が年数を経て企業文化を形成しながら経営者マインドが

しみ込んでいき、成長していく。短期の社員研修を行ったとしても、現在議論しているよ

うなレベルには当然及ばない。これは漢方薬のようなものだと思っており、効果がとても

遠いところにある。このようなことを地道にやってきて現在に至るということで、我が社

では今はそういったところに時間をかけており、創業以来の方針や私の現在の考え方、経

済情勢などをエッセンスとしておろして方向性を各事業部に組ませることなどに時間を費

やしている。20年前の資料を見ると、当時は幼稚園レベルであるが、徐々に積み上げられ

たものがあり、そういったプロセスを踏んでいると感じる。 

 

● 藤盛部会長 

これはなかなか県の施策にはなじまないと感じる。民間の経営姿勢の話になってしまう。 

 

◎ 戸田委員 

我々の業界は海外に発注する会社も多い。その現場でも管理職は足りていない。中国、

ベトナム、東南アジアに発注をしているが、一番不足しているのは現場を統括する「ブリ

ッジＳＥ」である。この問題は秋田県だけの問題ではなく、世界中で管理職が足りていな

い。どうしようかという話をしているところである。 

 

● 藤盛部会長 
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前回は中小企業のトップの意識改革という議論になったが、それだけではなく、中間管

理職の意識改革も施策の中に取り入れて欲しいという話であるかと思う。 

ほかの意見はどうか。 

 

◎ 西宮委員 

ＥＶバスは相当時間をかけてやっているが、一度、検証すべきであると思う。導入先は

秋田市駅前の循環バスということだが、今思えば、白神山地への交通手段として利用でき

なかったのかと思う。 

資料１の３ページ、メガソーラー用地ガイドについて、具体的に検討しようとすると必

ず出てくるのが、一番近い電線まで何キロなのかということである。秘密の部分もあるか

と思うが、何キロ自前で走らせる必要があるのかを今後記載していただきたい。 

土崎の港祭りで花火を打ち上げていたが、来年から打ち上げられないかもしれないとい

う話を聞いた。打ち上げ場所の近くに風力発電の風車が立っていて、風車の近くでは花火

は打ち上げられないと地元では噂になっているが真偽はどうか。 

 

● 藤盛部会長 

それでは、県からＥＶバスの現状について説明をお願いする。 

 

□ 神部地域産業振興課長 

ＥＶバスは、これまで１億円以上かけている事業で現在も続いている。ＥＶバスを実証

の場として、県内の企業が得意分野を持ち寄り、部品等を搭載して走行実証をするという

事業である。現在は１日１往復、平日、秋田駅と泉ハイタウンの間を往復している。搭載

した部品については２件ほど県外のＥＶバスに採用された実績もある。走行実証をしなが

ら部品の耐久性など、性能を強化できるということで、今年度、来年度も営業運行をしな

がら実証を続けていく。 

 ＥＶバス自体は主流ではないが、将来的にＥＶバスが出てきたときのために実証を通じ、

技術を磨いていれば、県内企業にも参入のメリットがあるということで続けている。ＥＶ

バスの今後の見通しについては、状況をよく見て事業を進める必要があると感じている。 

 

◎ 西宮委員 

この事業はかけた金額だけの採算がとれるのかどうか。ＥＶありきで始めた感じがする。

続けていくのであれば、何か一工夫していかないと、ただやって、もう後戻りできないと

いうのはいけないのではないか。 

 

□ 神部地域産業振興課長 

採算がとれるかどうかは、様々な見方があるが、単純にかけた費用が回収できているか
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という観点から見れば、現段階ではペイできていない。ＥＶバス市場の発展可能性の見通

しについては、今後見極めていかなければならないと感じている。 

 

● 藤盛部会長 

ハイブリッド、ＥＶ、燃料電池車がそれぞれどのくらいの年月でマーケットが育ってい

くかをみたときに、ＥＶというのは新聞で騒がれているよりもずっと後のものであり、秋

田で自動車部品産業を育てるならば、ハイブリッドをメインとするべきである。業界では

年限を予想し手を打っており、秋田県もそのようにして戦略を立てていくべきであると考

える。 

全体のマーケットを読まずにＥＶありきで戦略が立ってしまったという印象があると話

していたが、なぜ、そういった戦略になってしまったのか、そこを追求するのが、ＰＤＣ

Ａを回すことになると思う。なぜ、ＥＶが出てきたのか。 

 

□ 神部地域産業振興課長 

自動車の一般的な環境対応の中で、ＥＶは可能性のある分野だということがあり、乗用

車の分野では先行しているが、大型のバスなどについてはまだ取り組まれていなかったと

いうことで、いずれＥＶも大型自動車に拡大していくだろうという前提のもと、大型車特

有の問題というものを研究して、そのような流れになった場合に県内企業が参入できるよ

うにと始めた事業である。 

 

● 藤盛部会長 

私は建設業であったが、建設業では先にやり過ぎたところはだめになっている。どの辺

の時期のマーケットを狙って、どういうステップで進めていくかというのは非常に重要な

戦略である。 

 

◎ 三浦委員 

ＥＶバスについては検証が必要だと思う。モードごとタイミングごとに必要なものがあ

り、圧縮天然ガスなどのプロセスを飛び越えてしまっている。国内のインフラ整備に基づ

いて、バス、トラックモードについてはＬＮＧやＣＮＧなどのプロセスを踏むといった部

分が欠落している。トラックメーカーでさえ、ガス化にするかハイブリッド化にするか迷

っている。ハイブリッドについては２トン以上になるとマイナス要素のほうが大きくなっ

てしまう。 

革新的に電池やモーターの技術が変わらない限りかなり厳しい。そこに技術検証してい

くことに否定はしないが、途中の部分がないことが気になる。現在進行形と将来の部分の

両方を同時に走らせないと、いびつなものになってしまう。20年・30年後に飛びすぎたの

かなという感じがする。 
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● 藤盛部会長 

秋田県全体の産業と技術戦略のトータルの話となると思うが、岩澤次長はどう考えてい

るか。 

 

□ 岩澤産業労働部次長 

確かに飛び越えた話かもしれないが、ＥＶバスについてはスタートしたときに県内の 12

社が技術を持ち寄って参加した形で、異業種も取り込む形であった。次期計画の中で、次

はＥＶ本体も含めて、どう発展していくのかというデータを県民に公表した後で、ＥＶ本

体についての方向性を議論していきたいと考えている。 

 

● 藤盛部会長 

研究所長をやっているときに宇宙開発を行った。批判を浴びたが、会社の宣伝になり、

新入社員の応募が増えたりした。また、先端的な人とも交流ができて、新しい知識が入っ

てきて、それがスピンオフして建設業の技術になったということがあった。 

 先端的なことをある戦略のもとで行うのはあり得る話であるが、戦略なしに、３年後、

５年後にこれで産業を増やすということは大きな間違いである。考え方を整理して戦略を

立てることが重要となる。 

 次に、メガソーラーの送電網について説明をお願いする。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

資料１の３ページにあるメガソーラー用地ガイドについて、我々は用地の提供はするが、

系統連系については規模によってやり方が全く異なる。実際にやるのであれば、東北電力

と相談していただくという形になる。 

花火について、土崎の方が心配しているということであるが、その点については関係者

に確認したい。 

 

◎ 上手委員 

４ページの「県内企業の経営力の強化と基盤技術の強化」について、技術開発された後

にどうやって売るかということがある。結局ものが売れなければ何にもならないというこ

とで、販路拡大についての部分が見えてこない。東京ビッグサイトで大きな展示会が行わ

れたが、他県では県単位でブースを大がかりに構えて、そこに企業を集めている。そうす

ると個別に構えている小さなブースよりも立ち寄りやすい。残念ながら秋田県ではそうい

ったことは見られない。是非、そのような場面で、秋田の優秀な技術をＰＲすれば良いと

思う。 
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□ 赤上産業労働部次長 

 その点については前向きに検討していきたい。 

 

７ 議事 

● 藤盛部会長 

 それでは議事に入る。 

 「議事（１）次年度に向けた提言について」を事務局から説明をお願いする。 

 

□ 赤上産業労働部次長 

 （資料－２・３・４により説明） 

 

● 藤盛部会長 

 今の事務局の説明について意見質問はあるか。 

 施策の中で、意見の出ていない部分もあるので、そこを意識して発言をお願いする。 

 

◎ 西宮委員 

資料２について四点ほど。 

一つ目、全体的な方向性として「経営者の下請け体質を変えること」とある。言いたい

ことは何となくわかるが、もっと明確に書き直すべきだと思う。誰が読んでも同じ取り方

しか出来ないような文言に変えて欲しい。例えば、一行目も「中小企業の役割が時代の流

れの中で変化してきていることから」とある。まさにそうなのだが、どう変化しているの

かといったら、人によって捉え方は変わってくる。切り口として分かりやすい言葉に変え

てほしい。 

 話は変わるが、地域力創造部会の資料のうち、県民意識調査で興味を持ったのが、自由

意見の抜粋である。941 件のうちから 45 件抜粋されており、この抜粋基準について、明確

な答えは出ないと思うが、たぶんネガティブな意見や県ですぐに対応できないものは排除

されているのだと思う。しかし私はそれを読みたい。941件全て読ませてほしい。多種多様

な意見がある中でも、２０代のある男性は、秋田県は鎖県するような意気込みで秋田独自

の発展をしていくべきだという意見など、いろいろな意見がある。そういった意見を読ん

だ上で、総合政策審議会として、この意見はだめだという意識を統一しておかないと、表

面的にはきれいな議論をしていても、求めているのは違うということになりかねないと危

惧している。 

 二点目、資料の中で「アドバイザーからの支援」という言葉で押し切っているところが

何カ所もある。具体的な表現をせずに、何カ所も同じ表現で押し切ってしまうのは書き方

として弱いと思う。もっと考えないといけない。 

 三点目、２ページの下の方。風力発電について、「秋田の沖合又は沿岸地域がベストだと
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いうことは理解している」と載っているが、前回、洋上風力発電について、冬期間の強風

への対応や、万一故障したときの対応に不安を感じていると発言したので、それは是非活

字として残して欲しい。 

 四点目、３ページ目のところで、港湾の機能強化のところの３つめ、「船川港には国家石

油備蓄基地があり、原油を貯蔵しているが、太平洋側が麻痺したときのために、船川のタ

ンク一つだけでも石油製品備蓄をすることができないか」という言い方をしたが、その後、

資源エネルギー庁に話を聞いたところ、船川のタンクは利用できないと言うことであった。

そこで、「太平洋側が麻痺したときのために、石油製品備蓄をすることができるタンクを増

設できないか」というように意見を訂正させていただきたい。ちなみに、国家石油備蓄基

地があるので、環境アセスの面で他に作るよりも有利である。 

 

● 藤盛部会長 

「下請け体質」という言葉について、表現を変えたらどうか、という意見があったが、

これについてはどうか。 

 

□ 岩澤産業労働部次長 

委員の意見を聞きながら表現をまとめていきたい。 

 

● 藤盛部会長 

県民意識調査についてはどうか。 

 

□ 千葉総合政策課政策監 

平成２５年度県民意識調査の自由意見については、941件から 147件を取りまとめて載せ

ている。そのうち、地域力創造部会の資料では、部会に関連するものを抜粋しているため、

45件となっている。 

取りまとめに当たっては、ネガティブなものを意識して割愛している訳ではない。内容

についてはネガティブなものも載せているし、プランについても賛成反対両方の意見を合

わせて載せている。県民の夢や希望、行政への要望についてはできる限り載せており、単

なる感想や批判的なものなど、今回の意識調査とは余りにもかけ離れているものは割愛し

た。また、抜粋であるため、似たような内容はまとめている。必要であれば委員発言のよ

うなやり方で整理することはできるが、少し時間をいただきたい。 

 

● 藤盛部会長 

「アドバイザーからの支援」という表現についてもっと具体的にできないかと言うこと

であったが、これについてはどうか。 
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□ 岩澤産業労働部次長 

「アドバイザーを活用する」という表現についての対応は、これから考えていきたい。 

 

● 藤盛部会長 

洋上風力発電については意見として載せてください。 

石油製品備蓄については意見を訂正してください。 

その他には何かあるか。 

 

◎ 西宮委員 

県民意識調査の対象はなぜ、満２０歳以上なのか。若者の意見を取り入れるのであれば、

１６歳や１８歳を入れても良いのではないか。 

 

□ 千葉総合政策課政策監 

成人して意見が言える方を中心に意見を集めている。 

 

◎ 西宮委員 

それだと、高校を卒業しても県内に就職先が見つからず、県外に出て行った人の意見と

いうのは一切くみ取られないのではないか。 

 

□ 千葉総合政策課政策監 

親御さんからの意見としてもくみ取られると思うので、そのような方からの意見がくみ

取られないというのは無いのではないかと考えている。 

 

◎ 西宮委員 

高校３年生で在学中の人の意見もくみ上げてほしい。そのときに、本当に県内に就職し

たいのか、資料３の中で、「給与などの待遇の面で、有利な県外に流出することが懸念され

る」とあるが、本当にそれが理由で県外に流れているのかを私は知りたい。 

 

● 藤盛部会長 

ほかに意見はあるか。 

 

◎ 上手委員 

下請け体質の話であるが、前回、医工連携のときに医療機器の部品を作る会社の話をし

たときに、それは下請けで付加価値が低いということで、医療機器メーカーを育てるとい

う議論になった。それが今回、全体の方向性で、一番大切なのは経営者の下請け体質を変

えることだ、という内容につながっている。しかし、私は「下請けは良くない」というこ
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とに疑問を感じる。 

自動車関連産業は明らかに下請けである。自動車関連産業の受注を増やそうとしている

ことに矛盾を感じる。当社でも自動車関連産業の見積もりを出したりしているが、はっき

り言って、付加価値はそれほど高くはない。かなり厳しい価格を突きつけられている。そ

の点で統一性がないと感じる。 

 

◎ 齋藤委員 

私が思う下請けとは、自分の役割をあまり考えず、何でもやりますから仕事をください

というイメージである。これに対して、お客さんから仕事はもらうが、自分の会社の強み

を意識し、自社の役割を理解して、お客様と一緒に世の中に貢献出来るものを提供するパ

ートナーであると意識して仕事をする。これは下請けとは言わないのではないか。何も考

えずに仕事を集めることから脱皮し、自分の会社の強みや役割を理解し、他の会社と組む

という形に変わっていかないといけない。 

 今回の施策の中で、「世の中は変わった」と書いているが、物の普及の時代が終わり日本

には大きな市場が存在しなくなった事だと思う。大企業は日本の買い替えだけの消費では

商売にならず市場の大きさを求めて海外に軸足を置くようになった。市場には２つのケー

スが考えられるが（大きな市場×小さな数）、（小さな市場×大きな数）総和は同じである。

秋田の企業の 99％が中小企業ということ、又、日本には大きな市場が存在しなくなった事

を理解すると、大きな市場は少数の大企業にまかせ、大企業に引っ張ってもらうのではな

く、地域社会の課題などの小さな市場にきめ細かく対応できる中小企業をたくさん作ると

いうような施策が必要ではないかと思う。例えば、成長分野への参入促進という施策は、

これはこれで結構だが県内の中小企業がこれにどれくらい関わることができるのかを考え

ると、そこに疑問を感じる。 

 それと、ここに出ている施策の中で、秋田県独自のものはどの程度あるのか。全国でや

っているようなことを秋田でもやろうとしているように感じる。知事が話している「高質

な田舎」という切り口を深めることで、素晴らしい未来の秋田に向かって歩めるような気

がする。過去の延長線上の施策だけではいけないと思う。 

 

● 藤盛部会長 

齋藤委員から貴重な意見があったが、これについて県からは何かあるか。 

 

□ 岩澤産業労働部次長 

昨年、中小企業振興条例を策定するときに、何回か話したことがあるが、ここで言う「下

請け」とは仕事が来るのを待っている企業のことであり、たとえ、受注型体質であっても、

情報を収集・発信し、それぞれのすべきことを理解している企業は、ここで言う「下請け」

とは違うものと考えている。部としてもそのようなスタンスで取り組んでいるため、「下請
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け体質」という表現については変えていきたい。 

 それから、「高質な田舎」についての切り口をということであるが、第２期プランにその

位置づけがなされれば良かったが、来年度に向けて、秋田らしさをどこまで出せるのか考

えていきたい。 

 

● 藤盛部会長 

 知事の言う「高質な田舎」を実現するために、この部会から出てくる施策が、どこの県

とも同じ施策だけということではいけない。 

 ほかには何かあるか。 

 

◎ 仲村委員 

２点ほど、まず、医工連携による医療機器関連産業の育成とあるが、これについて、秋

田大学が医工の大学院を設置するとしている。これは日本の大学の中でも非常に先進的な

取組ではないかと思う。次世代の医療機器開発となると、両者の連携が欠かせないものと

なる。医工の大学院について、この取組の中では書かれていないので、これは入れた方が

良いのではないかと思う。 

もう一点、港湾機能の強化についてであるが、懸念材料として書かれていた、京浜と阪

神のハブ化について、国の施策も変わりやすいのでユーザーとしても懸念してはいる。ユ

ーザーの負担がどれくらいになるかを理解して取り組んでいただきたい。 

製造業の利用が多い秋田港の役割というのは非常に大きい。弊社も京浜などをたまに利

用しているが、ユーザー側の手続きの時間などが秋田港と違う。製造業への寄与度、付加

価値を秋田港がどれだけ与えているかを数値化できれば良いのではないか。本来の製造業

としての業務に付加価値を与える（本業の業務に注力できる）という視点からも、秋田港

の機能強化の役割はユーザーからみても大きいと感じる。 

 

● 藤盛部会長 

医工連携の秋田大学の話について県から説明をお願いする。 

 

□ 赤上産業労働部次長 

秋田大学の医工連携の大学院については、現状では平成２８年度からスタートするとい

う話を聞いているが、これは確定では無い。これについては県としても対応を進めていき

たいと考えている。 

 

● 藤盛部会長 

秋田港の機能について、数値化して欲しいと言うことであったが、これについてはどう

か。 
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□ 兼子商業貿易課長 

秋田港の機能強化について、ハードの部分については資料のとおりである。ソフトの部

分については、実際に通関手続といったことを含めて、京浜などとどう違うのか、実態は

掴んでいないためこれから勉強していきたい。数値化についても、どの程度できるかは分

からないが、ポートセールスの良い材料になると思うので、検討を進めていきたい。 

 

● 藤盛部会長 

ほかには何かあるか。 

 

◎ 三浦委員 

三点ほどある。資料２の１ページ、施策２の②「自動車関連産業と航空機関連産業の振

興」について、ＥＶとＰＨＶを否定するものではないが、ＣＮＧだけインフラがない。こ

れが資料４以降の骨子案にどのようにエッセンスとして入っているのか。 

２つめは、資料２の２ページ、施策３の「新エネルギー立県秋田」のところで、風力に

限らず、再生可能エネルギーの比率を消費電力に対してどの程度まで持って行くのかとい

うことが、一つ目と同じように、資料４以降の骨子案にどのような表現で入っているのか。 

同様にして３つめ、資料２の３ページ。港湾機能の強化についてのところで、港湾と北

インターとのアクセス道路の関係であるが、これも、骨子案にどのような形で載っている

のか。 

 

● 藤盛部会長 

資料２に対する提言書骨子案の位置づけについて、県から説明をお願いする。 

 

□ 岩澤産業労働部次長 

ＣＮＧに対しては、例えば、研究会の立ち上げなど、表現を考えていきたい。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

前回もこのような話があった。現在は基礎調査を進めている。できれば、来年度新しい

秋田県版のベストミックスを検討したいと考えている。 

 

□ 柴田道路課長 

港湾とインターチェンジとの接続について、現時点では今ある道路を活用していただく

こととしており、それに平行して、更なる次のステップとしての道路のあり方ということ

について検討しているため、状況をみながら進めていきたい。 
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◎ 三浦委員 

資料４の６ページ、４番、「海外取引の拡大（港湾機能の強化）」について、ここでは秋

田港から高速道路等へのアクセス性の向上などとあり、これはこれでよく分かるが、その

下に「必要性などの意見を踏まえ、次の項目を骨子案とした」とあり、①港湾機能の強化

とあるが、この文中からはどのように読めばいいのか。 

 

□ 柴田道路課長 

「秋田港を核とした物流ネットワークの構築や、国際コンテナターミナル２期工事を着

実に推進するなど、港湾機能の強化を図る必要がある」という記載ではあるが、今後、事

務局と調整しながら、委員からの意見を踏まえて再検討したい。 

 

◎ 三浦委員 

現段階では案の状態なので、港湾機能の強化については、コンテナヤードの整備を進め

ていくことについてはそうだと思う。アクセスが充実して欲しいという思いもあるため、

その辺のエッセンスがあれば良いと思う。 

それから、前段説明をいただいた北部道路について、課題があるという認識をしている。

高速道路へのアクセス、利便性の高いアクセスについて検討をしていただきたい。具体的

には、都市計画道路の上新城線というのは現在残っている。そういった要素を満たす形で

の道路の整備を進めていただきたい。 

「港湾機能の強化」の中で、「県内企業」という言葉が随所に出てくる。本当に秋田港は

県内企業のみの経済で完結するのか。秋田港が他県にどういったプレゼンスを発揮するの

か、又はしていくべきなのか、という視点を欠いてはいけない。物的流通のみのアクセス

という意味ではなく、観光やエネルギーにも直接関わりがあるため、陸海空レールも含め

た複眼的な視点で道路を考えていかないと、最終的には対応できないのでは無いかと考え

ている。そう言う観点から、表現の中身を考えていただきたい。 

 

● 藤盛部会長 

前回も同じような意見が出ているので、是非、検討をしていただきたい。 

 最後に意見はないか。 

 

◎ 西宮委員 

資料３の１０ページ。新エネルギーについて、秋田県はこれほど山林があってなぜ普及

が進まないのか、いろいろ人と話をしたときに、山林のほとんどが保安林指定を受けてお

り、メガソーラーや風力発電が出来ないということであった。本気で新エネルギー関連産

業の創出・育成に取り組むのであれば、保安林行政をこれから秋田県としてどう進めてい

くのかということを考えなければ解決できないのではないか。 
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仲村委員から指摘のあった、１４ページの「国では京浜、阪神等の主要港へのコンテナ

貨物集約という方向性を打ち出している」という話であるが、秋田港は国交省の担当では

東北地方整備局となっている。ところが、国交省本省のほうから、日本海側港湾の機能に

ついて再検討しようという動きがつい最近出た。担当のセクションが変わり、北陸地方整

備局が秋田港を含めてやるということになっている。これから秋田の意思が通じるのかと

いうことに不安を感じる。是非、これについてトレースをお願いしたい。なぜこれを言う

のかというと、前回東北地方整備局のほうで、秋田港のところをやっているはずだが、新

東北ビジョンについてトレースをお願いしますと言っていたが返答がない。それについて

も調べて回答していただければと思う。 

資料４の３成長分野への新たな事業展開「①自動車関連産業への参入促進」とあるが、

航空機産業はあきらめるという意思表示で良いのか。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

森林行政では、バイオマス発電を推進しているが、県内ではまだ普及している状況では

ない。指摘のあったとおりで、燃料をどうするのかという具体的なものができていない。

しかし、水面下での動きはある。例えば、50 キロ以内で何とかしなければいけないといっ

たようなものもある。もう少し経てば見えてくると思う。いずれにしろ、一番川上の森林

資源をどう活用するのかということについては、もう少し勉強させて欲しい。 

 

● 藤盛部会長 

航空機産業はやめたのかという意見についてはどうか。 

 

□ 赤上次長 

そういったことは全くない。提言書（素案）には輸送機関連産業として、自動車と航空

機関連の二本立てでいくこととしたい。 

 

● 藤盛部会長 

それから、仙台中心で秋田は外されているのではないかと言うことについて、前回も話

したが返答がないということだがどうか。 

 

□ 三浦港湾空港課長 

７月に第２回の幹事会をするといった情報提供があったが、開催についての通知はまだ

来ていない。情報が届き次第提供したい。 

 

◎ 西宮委員 

アクセス道路の話をいろいろしているが、そろそろ秋田港インターの新設といった言葉
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が活字で出ても良い時期なのではないかと思う。これはスマートインターでやることによ

って、道路にかかる費用と同じかそれ以下の金額でできるのではないかと考えている。 

 

◎戸田委員 

情報関連産業の振興について、方向性は良いと思うが、国では、届け出制で開業できる

特定派遣事業を廃止し、すべての派遣会社を許可制の一般派遣事業に移行させたい考えで

あり、小規模な会社だと、ほとんど許可基準をクリアできないことが想定される。情報関

係だけではなくて、工場関係もそうである。資産規模に関する許可基準をクリアできない

会社というのが多く出てくると思う。ここの部分の方向性はあっていると思うので、でき

る限り早く対応するといった一文を入れていただきたい。 

 

● 藤盛部会長 

まだまだ議論は尽きないが、次に「議事（２）人口減少問題について」を事務局から説

明をお願いする。 

 

□ 千葉総合政策課政策監 

（資料５により説明） 

 

● 藤盛部会長 

この問題については次回の部会で議論する。追加の資料が県のほうから配布されるという

こともあるので、詳しい議論は次回になるが、次回に向けてご意見があればお願いする。 

 特に無いようなので、次回、県から新しい資料をいただいて、詳しい議論をするという

ことにしたい。 

 その他については何かあるか。 

 

□事務局 

 この場を借りて今後の予定をお知らせする。 

 次回の産業エネルギー部会では、本日の議論やその後の委員の皆さまからの意見も踏ま

え、提言書をまとめることとなる。 

 今後の予定としては、本日の意見などを踏まえた提言書の素案を、８月末を目途に皆さ

まに送付させていただき、事務局の訪問やメール等により、提言書（案）を作成したいと

考えている。 

 提言書は、第３回の部会を踏まえ、最終的にとりまとめを行う。 

 なお、今後のスケジュールであるが、１０月１７日（金）に企画部会が、１１月５日（水）

に第２回総合政策審議会が開催されることとなっている。 
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※次回は１０月１５日（水）午後３時から開催する。 


