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平成２６年度秋田県総合政策審議会

第２回地域力創造部会 議事要旨

１ 日 時 平成２６年７月２９日（火）１３：３０～１５：３０

２ 場 所 ふきみ会館 鳳凰の間

３ 出席者

【地域力創造部会委員】

鈴木 真喜子 （認定こども園学校法人四ツ小屋幼稚園・保育園長）

武内 伸文 （ＳｉＮＧ代表）

渡部 尚男 （渡敬情報システム株式会社代表取締役）

遠藤 照夫 （由利本荘市赤田町内会長）

藤原 弘章 （ＮＰＯ法人ふじさと元気塾理事長）

山本 智 （農園レストラン「ハーベリー」代表）

【県】

金田 早苗 （企画振興部次長）

牧野 一彦 （企画振興部次長）

妹尾 明 （企画振興部総合政策課長）

鶴田 嘉裕 （企画振興部総合政策課政策監）

嘉藤 正和 （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）

佐藤 廣道 （企画振興部活力ある集落づくり支援室長）

佐藤 秀継 （企画振興部少子化対策局少子化対策推進監）

佐々木勘右ェ門 （健康福祉部長寿社会課長）

信田 隆善 （健康福祉部子育て支援課長）

鎌田 雅人 （健康福祉部健康推進課長）

渡辺 哲也 （教育庁幼保推進課長）

４ あいさつ（牧野企画振興部次長）

資料３により、秋田県の人口減少について情報提供
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５ 議事要旨

●武内部会長

人口減少という大きな問題をかかえているこの部会に、「地域力創造」という名前がついている

のは、意味のあることだと感じている。一時、人口が増えても、その地域に魅力がなければ一過

性に終わる。人口減少を考えた時、その先のストーリーをどう繋げるかが重要。前回を振り返り

ながら、より総合的に関連し合うような提案や意見交換ができればと思っている。

（１）前回の意見整理について

□事務局

資料１，資料２－１により、前回の意見の振り返りと補足資料について説明。

□雇用労働政策課

Ａターン就職者のうち、Ａターン登録をしていた者の年代別・世帯別状況について説明。

□地域活力創造課長

移住者の情報等について説明。

□幼保推進課長

子ども・子育て支援新制度について説明。

◎山本委員

Ａターン就職者や移住者の中に、もともとルーツが秋田にない人がいるか。Ｉターンの方は

どのくらいいるか。

□雇用労働政策課

データは把握していないが、ほとんどの方は地元が秋田の方であるとＡターンプラザ秋田か

ら聞いている。Ｉターン、Ｊターンというのは、ゼロではないが少ない。

□地域活力創造課長

県外からそのまま来ている移住は１３世帯。詳細は分からないが、身内のどなたかが秋田に

ゆかりがあるという方が結構いるのではないかと思われる。

◎渡部委員

資料２－１の３Ｐの移住者の定義で、ＮＰＯ法人の「秋田移住定住総合支援センター」に登

録された方とあるが、私はこの団体について知らず、当社で新規採用の際は、ネットのマイナ

ビ等に登録してアプローチをして面接をしている。当社にも奥さんが横手や大雄や平鹿の出身

で、当社に就職した方が３人くらいいる。このような組織自体が我々に分かりづらい。都会に

いた方はこの団体を知っているのか、それが有効なのか教えてほしい。
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□地域活力創造課長

今年度から東京の交通会館の中に県の窓口として、移住促進の担当者を配置して相談・斡旋

を行っている。ウィークディは、大手企業や県人会やふるさと会を回り、移住や空き家に関す

る情報提供を実施している。ご指摘のとおり、今までこうした情報の提供が不足しており、取

組を強化してきたところである。

●武内部会長

東京の窓口に来られた方に、地元の企業がどのような人材を欲しているかという情報まで提

供できる状況なのか。

□地域活力創造課長

移住とＡターンは一体的な推進が本来は理想的である。しかし、就業が前提にあると、Ａ

ターンになり、就職だけでなくて、秋田に住んでみようかという部分が強ければ、移住が目的

ということになる。線引きは、行政の業務分担上の話であり、東京の窓口では、Ａターン相談

員と移住の相談員がセットアップして双方でニーズに対応している。こういう職に就きながら

秋田に住みたい等、さまざまな観点から相談できる体制を整えつつあり、一体的にやるという

考え方で今年度から進めているところである。

●武内部会長

移住は、そこに就職があるかが重要であり、その先の安心感というものがあれば、人は動い

てくるかと思う。地元企業にも情報を提供するアイデアは、まだ浸透していないと思うので、

今後、アプローチが必要である。

□地域活力創造課長

他県では起業と移住とをセットにして、奨励金を出しているところもある。さまざまな優遇

メニューをそろえ、企業側にも積極的に情報提供をしていきたい。

◎遠藤委員

移住促進は、今年から意欲的にという話だが、今後、どのような展開を考えているのか。

□地域活力創造課長

移住の促進という観点から申し上げると、県内の情報発信はワンストップ窓口として、移住

総合支援センターを秋田テルサ内に置いて、市町村の優遇メニュー、受入体制と連携して県内

のワンストップ窓口強化を図っている。また、県外へ情報の発信としては、東京の交通会館に

あるふるさと回帰支援センター内にＡターンと移住の相談員を配置し、ウィークディは各団体

を回り、優遇メニューや就農の際のメニュー等の情報提供の相談窓口を強化している。また、

いきなり秋田に移住は難しい話なので、お試し移住、二地域居住という制度を今、立ち上げて
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いる。１世帯あたり５万円を上限として、３泊４日程度で来て頂く。地域と連携、協働し意見

交換しながら、地域活動に参加してもらうという条件付きで、お試し移住の助成制度として今

年度から進めている。いずれにせよ、市町村と連携しながら空き家や空き校舎の活用も含めな

がらやっていくこととしている。また、移住者に対し、例えば、コメ１年分や醤油や味噌等の

物資の提供や、不動産の斡旋紹介等のメニューの提供、さらには、市町村の税制上で減免等の

特典・優遇メニューなどについて、広く検討していく。

◎鈴木委員

大学卒業後、秋田に帰ってきて就職したい場合の対応は進めているのか。

□雇用労働政策課

東京事務所の「Ａターンプラザ秋田」にＡターン促進専門員が３名おり、秋田県出身の多い

大学を回って県内の企業の就職の提供をしたり、Ａターンプラザに登録をすると、合同就職面

接会や企業情報等の情報をリアルタイムで提供できることを説明している。今年９月には、ス

マートホン向けのアプリも作成し、情報発信も考えている。また、首都圏の県出身大学生の父

母の集まりに行き、秋田県の就職状況や就職の支援策等を説明している。御家族から、子ども

に秋田県での就職について、話してもらう事を期待している。

◎藤原委員

インターネットでも移住の情報が非常にたくさんあるが、県を通さないで各市町村に行く人

もいると思う。市町村でもかなり温度差がある。窓口で説明を求めた時、最低限出す情報等、

対応の仕方を調整していただきたい。

□地域活力創造課長

２５市町村と県であきた移住促進協議会を立ち上げ、情報の共有化を図っている。市町村で

も温度差があり、担当部署が明確になっていない市町村もあるが、促進協議会等で裾野を広げ

たい。また、やる気のある前向きな市町村と連携して、より具体的な事業展開や情報共有を進

めることにしているので、分かりやすい情報発信に努めたい。

●武内部会長

人口推移で、減少率という指標があるが、例えば一番人口が減る 24歳の所でどのぐらい秋田

に帰ってきたかというのも、一つの指標としてみてはどうか。戻りたいけど戻れない人たちが

いる世代だと思う。そこの指標と目標があって初めて、施策になると思う。

□牧野次長

高校の県内就職率は、高校教育課が中心となり頑張っている。しかし、大学生の秋田への就

職者数がつかみきれない。県内の大学であれば、他県から来ている方もいるが、県内で就職し

た人数は分かるが、県外の大学に行った人がどのくらい戻ってきているかが、把握しづらい。
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そこを指標にしたいが、つかむことが難しい。東京に行った学生達に県内の就職情報が届いて

いない感じがする。何とか工夫して、秋田の高校を卒業した全員に秋田県の情報を届ける仕組

みができないのかなと考えている。

□事務局

資料２－２，２－３により、幸福度関係資料について情報提供。

◎山本委員

資料２－２は非常におもしろい。秋田県の３３位は、大波賞。５位があったり４０位があっ

たり。４０位２つを潰すとかなり高い。財政とか健康と生活とか仕事分野であるとか、ボトル

ネックであると思う。秋田県の全体の姿を表している。

総合政策審議会は、いろいろな部会があり、エネルギー産業や、農業や、福祉とかそれぞれ

で戦略毎に活動されているが、農業は農業だけを考えるだけでなく、定住の促進を考えなくて

はいけない。エネルギーの分野はエネルギーのことだけではなくて、農業促進を考えなくては

いけない。介護の分野は子育て支援を考えなくてはいけない。前回の議事録に、中村委員が「人

口問題は、点だけではなく、面でとらえるものであって、各部門に共通した相関マップのよう

な資料があると非常に分かりやすいのではないか。この施策とこの施策の関連性があると分か

る資料があればいい。」という御意見があった。私も前回食料自給とエネルギー自給と介護、子

育て支援が３本柱と言ったが、エネルギーでいうと、冬期間ハウス栽培でコストがかかる農業

分野に優先的にエネルギーを供給して、ＴＰＰの時代を迎えても農業が自立できる産業に育て

ていくことは、エネルギー分野で考えなければいけない。介護はビジネスになりうる可能性が

あり、そこに若者達の就労を考える。そこで、働く若者のために子育て支援が必要となる。い

ろんな専門分野が、１つの方向に向かっていくことが必要。農業もこれから、一次産業から脱

却していくには、マネージャー層、営業マンが必要となる。首都圏で活躍された方を農業法人

のマネージャーとしてヘッドハンティングする活動があってもおもしろい。彼らが都市部に秋

田のいい農産品をバンバン売って来る。そこにまた、若者の就労確保ができる。秋田出身者だ

けでなく、他県の人が新規で農業に就職する時代が来る。雇用数がいくつだとか、平均寿命が

いくつになったとか、個別の指標で動いているものが、高質な田舎に代表される大きな意味で

の指標が必要な時に、幸福度が有効なのではないか。それは、次年度の課題の中で、束ねて横

軸を作っていく力を、この審議会の中で出てくると非常におもしろい。

□総合政策課長

人口問題は一つの施策だけで足りる話ではない。全ての施策を駆使し、総合的に展開しなけ

ればならない。この部会において、人口問題を中心に議論をしていただいているが、農業や、

産業等の他部会においても、２回目の部会では、２０４０年には秋田県の人口が７０万人まで

減ることを踏まえ、農業をどうするのか。あるいは製造業をどうするのか等、議論することに

なっている。今回の議論を踏まえ３回目の部会において、今後の施策にどういった形で反映さ

せるのか、提言をしていただく。最終的に総合政策審議会は１１月に予定されているが、その
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前に各部会長に集まっていただき、企画部会を開催させていただく。企画部会でそれぞれの部

会において話合った議論を紹介し、他部会とも連携を図り新たな提言が出てくるのを期待して

いる。

●武内部会長

指標づくりについて今後、構築していくことはあるのか。

□総合政策課長

具体的にどういった指標がいいのかという議論は、各部会の議論を聞きながら、検討してい

かなければいけない。今の段階で具体的に、どういうものがいいかは、今の段階では申し上げ

にくい。これから、議論を深めながら、検討していきたい。

□牧野次長

参考資料の、「県民意識調査報告書」の中に、「県民の幸福度」がある。日々の暮らしの中で、

どの程度幸せを感じるかを聞いている。秋田県は、平均すると５．７点。個人の主観をたより

に幸福度を計る方法である。同じような調査を国で行っており、全国平均は６．５点。秋田県

がそれより下だというのは、少し残念。主観的なやり方もあるし、分野毎の指標を積み重ねる

方法もある。指標の取り方によって難しい。人口の増加率や所得水準等の１つ大きい指標を作

りそれに向け、「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」のように各指標を設けるやり方もある。

是非、研究させていただきたい。

◎藤原委員

藤里町３，６００人と神奈川県藤沢市４２万人の都市と、交流をしている。小さな農村でも、

総合商社のようなものが必要で、営業に優れた人間、若手の人間が３～４人いれば、十分、藤

沢市にものを売ることができる。私たちの小さなＮＰＯでは、なかなか進まない。いいもので

あっても、ロットで用意することが難しい。総合商社のようなものができれば、雇用も創出で

きるし、首都圏と十分に渡り歩けるのかなと感じている。

◎遠藤委員

地域全体で元気になろうと頑張っているが、一番の悩みは、少子化、高齢化の中でこれから

地域をどうするのか。小さい地域であっても、大きい地域であっても、自分で気づいて、動い

ていかなければならない。私たちは年取っているが、一生懸命動いている。「オレなんでこう

やって動がねばダメだんだ？」と、言われるが、何とかして自分達のほうに引っ張って来よう

という考えで動いている。

□活力ある集落づくり支援室長

小さな農村の総合商社に関して、当支援室では、１昨年から山菜を首都圏のスーパーに卸す

事業を、複数の集落と一緒に行っている。秋田の山菜は品質がとても良く、首都圏では、こち
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らの価格の倍ないし、それ以上で引き取っていただける。藤原委員ご指摘のようにロットがそ

ろわなく、安定的に供給ができないという課題がある。その課題を解決するため、１つの集落

だけではなく、南と北と県央の集落と組み合わせて出荷している。秋田県は南北 200km あるの

で、山菜の出る時期も少しずつずれてきて、供給できる期間も確保でき、商売ベースになりつ

つある。課題としては、集落の皆さんのネットワークを具体的に法人経営としてまとめられな

いかということ。現在、集落の方々から出荷をしてもらい、当室でコーディネートして生産調

整の部分をやっている。集落がＮＰＯ等を立ち上げ、収穫から出荷、販売、営業までできる形

にもっていきたい。地域の方々と相談しながら、首都圏のニーズを持っている方々と相談しな

がら進めている。

◎遠藤委員

当集落では、冬期間の出荷も考え、ワラビの加工所の整備に取り組んでいる。

□牧野次長

売り上げから見て、１人を雇用する状況に持って行くには、相当大変。ある程度の売り上げ

があれば、商社のような営業マンのような人を雇えるが、なかなか見込めないのが現状。

（２）次年度に向けた提言の意見交換について

●武内部会長

次年度への提言ということで、事務局から手続きの御説明をお願いする。

□事務局

次年度に向けた提言作成までの流れについて説明。

◎山本委員

指標づくりは難しいとは思うが、やっぱり、あきらめたくない。個々の指標で終わると、秋

田の良さが表現できないままで、結論が見えてしまう。今までの指標は、非常に分かりやすく、

都道府県を比べることができる。しかし、経済的な側面では計れないところに、高質な田舎が

ある。秋田県民自らが、価値を創造する作業だと思う。価値を創造していく作業を、県と県民

が一緒になって考え、そのプロセスが非常に重要。難しいのは分かっていながらも、あきらめ

たくない。

●武内部会長

参考資料２の「あきたじまんこ１２か条」を、じっくり見たのは初めて。よく整理されてい

て、秋田を紹介する項目がよく挙がっているなと思う。裏面を見ると、秋田のいいところがか

なりある。このかなりの数の内、秋田の方々が、実際に経験して、実際に享受して、実際に自

慢しているのかと疑問を持つところがある。もう少しこの点に関わる仕掛け、特に県外の人に

発信したくなる状況を作れないか。そういった仕掛けを今後、考えたらどうか。
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□牧野次長

仕掛けとなると、どうしたらいいものか。民間企業の方や地域の方は、日夜こういうことを

考えていらっしゃる。そこを、何とか応援できるように県も、市町村も協力していきたい。

◎渡部委員

横手市が、「出産・子育てしやすい街」１位で、衝撃を受けたが、実感はほとんどない。幸福

度は、２０代から７０代までをサンプリングして、結果を出しているが、２０代が求める幸福

と、４０代、７０代とテーマがそれぞれ違うと思う。雇用という切り口にした場合、新卒の場

合は、地域の環境も含め、どういうものを欲しているのか、４０代でＵターンして帰ってきた

人の場合は、子育ての部分も重要である。地域の環境を切り口にしたＰＲも大切。Ａターンの

面接会等に行き、企業の魅力は言うことができるが、地域の魅力は話せない。例えば横手でダ

メであれば、大仙、あるいは秋田市と、県全体で考え、地域の魅力と企業の魅力をマッチング

し、ＰＲができればいいと思う。

◎鈴木委員

子育てをしているお母さん達からアンケートを取る場合、平均化されたものでなく、「お父さ

んはお皿を洗いますか」とか「お父さんは幼稚園に連れて行ってくれますか」等、そういう細

々とした質問をする。また、何が一番幸せと感じるかという質問には、「みんなが寝ている時」

等という回答があった。世代世代に合った分かりやすいものだともっと幸福というのが分かり

やすい。秋田は子育てに関しては先進県であるが、それぞれのセクション、セクションでつな

がっていないところが見られる。私達の幼稚園や保育所にも学生が来るが、学生達に他県は自

分の県に呼び込もうという動きがある。秋田も、うかうかしていられない。

□牧野次長

高質な田舎を表す指標を創造する、創り上げる過程が大切なのだと感じた。相当困難な作業

であり、結論が出るかどうかの話になると思う。少し考えてみたい。

◎山本委員

三種町で小さいレストランを経営しているが、もともとＬＡＮとかＷＡＮというＩＣＴ（情

報通信技術）を作り上げる仕事をしていた。お客様のいろいろな要望を詰めていくことから始

まるがお客様がやりたいものを、そうですかと言って、システムを作っちゃダメ。そうすると、

これもやりたい。あれもやりたいとなり、何が何だか分からない。その中の根っこのものをつ

かむ。最後に人がキーポイントになってくる。そのシステムをどうやって運用するのか、運用

の体制をどうやって作るのか、誰がやるのか、その人達への教育をどうするのか、全体を見な

いと、システムは、機能していかない。指標も大きなシステムだと思っている。全体で動いて

いくような仕掛け作りは、先ほど、遠藤さんが言われた危機感、県民のやる気は非常に重要だ

と思う。うまく引き出すことが、非常に大事だと思う。キーワードとして、人が非常に重要。
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◎渡部委員

システムの話が出ましたが、全体像を明確にした上で、完璧に作るのではなくて、ある程度

のところまで作って、分かりやすいテーマをおろしていくということが大事かなと思う。

●武内部会長

システムの構築は私も経験したが、最終に向かう方向の共通認識がなければ、全てがぶれて

しまう。そういった意味では、県民運動のようなものになっていくことが、地域創造のキーに

なるのかなという感を受けた。

□牧野次長

企画部会等で、各部会の意見を集約した時に、1 つのゴールが見えるのか、そこから議論を

始めなくてはいけない。困難な道ではあるが、山本委員の思いを生かせるように、審議会を進

めて参りたい。

◎藤原委員

雇用と働き方について、藤里町で住んでいて感じることがある。藤里町で働くとなると、一

つの仕事だと公務員、社協、特養等、また、町の外に出て行き、能代市で働く。これからの働

き方を考えると、複合的に働くことが大事。一つの仕事だけで収入を得るだけではなく、例え

ば、白神山地のガイドをやりながら、民宿をやるとか。お年寄りは畑をやっており、草取りが

大変。そこをちょっと手伝い、お年寄りの年金の中から、ちょこっと出してもらい、数をこな

す。除排雪もちょっとだけ手伝い、ある程度の収入を得る。そうすれば、他の仕事が何かあれ

ば、何とか生活していける。複合的な仕事をして、食べていく方向も、あり得るのかなという

感じがしている。

□地域活力創造課長

雇用、働く場という切り口で、除排雪や、ガイドとか草取りとか、いわゆる「地域の困った」

をサポートするものが、一定の有料で動き始めると、そこに小さな業が生まれ、そこの担い手

が増えてくると雇用にもつながる、という展開かと認識している。まずは、自助があり、この

部分が限界に達すると、共助、公助による、支え合いが必要となる。そういう部分が業となれ

ば回転もしていく。今、支え合いの勉強をしており、さらに検討を進めたい。

●武内部会長

まだまだ意見もあるかと思うが、時間が迫ってきているので、ここで本日の議論を終了する。

事務局は、本日の意見を踏まえて、次年度の提言も踏まえ、次回の部会にに繋げていただきた

い。

－議事終了－


