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平成２６年度秋田県総合政策審議会第１回企画部会議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１０月１７日（金）１３時３０分～１５時００分 

 

２ 場 所 ルポールみずほ「ふようの間」 

 

３ 出席者 

○企画部会委員 

三浦 廣巳  総合政策審議会会長・企画部会長 （秋田県商工会議所連合会会長） 

藤盛 紀明  産業・エネルギー部会長 （NPO法人国際建設技術情報研究所理事長） 

丹羽 博和  農林水産部会長代理 （プリマハム株式会社顧問） 

佐藤 裕之  観光・交通部会長 （NPO法人トップスポーツコンソーシアム秋田理事長） 

佐藤 家隆  健康・医療・福祉部会長代理 （佐藤医院院長） 

小林 淳一  教育・人づくり部会長代理 （秋田県立大学理事・副学長） 

武内 伸文  地域力創造部会長 （SiNG代表） 

 

○県  

山田 芳浩  企画振興部長 

金田 早苗  企画振興部次長 

牧野 一彦  企画振興部次長 

深井 智   企画振興部少子化対策局長 

今井 一   企画振興部学術国際局長（兼）研究統括監 

佐藤 寿美  健康福祉部次長 

田中 昌子  生活環境部次長 

出雲 隆志  農林水産部次長 

赤上 陽一  産業労働部次長 

佐々木 則夫 建設部次長 

吉川 正一  教育次長 

妹尾 明   総合政策課長 

湯元 巌   地域活力創造課長 

高橋 能成  学術振興課長 

成田 公哉  福祉政策課長 

信田 隆善  子育て支援課長 

中嶋 敬子  男女共同参画課長 

保坂 伸   雇用労働政策課長 

金田 恵   教育庁総務課長 
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４ あいさつ 

□ 山田企画振興部長 

本日はお忙しい中ご出席いただき、厚くお礼申し上げたい。 

 また、皆様には、日頃から県政の推進に当たり、ご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げ

たい。 

 さて、県では現在、元気な秋田を創り上げていくため、「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」によ

り、皆様からのアドバイスや意見をいただきながら、プランの掲げる６つの重点戦略と５つの基本政

策に基づき、施策・事業を推進している。 

 つい先日、27 年度の県の重点施策推進方針も決まり、この中においても、３つの視点を掲げ、１つ

目に人口減少問題への対応、２つ目に、国の農政改革への対応、３つ目に第２期ふるさと秋田元気創

造プランの強力なる推進としている。 

 今回の企画部会は、第１回総合政策審議会で、本県の最重要課題である「人口問題対策」について、

委員の方からの「各専門部会の横断的な意見交換のため、企画部会を有効に活用すべき」とのご意見

を踏まえ、本日開催させていただくものである。 

 ご承知のように、国の方でも地方創生ということで検討を進めている。また、全国知事会において

の提言など、様々な動きが出てきており、我が県においても「人口問題対策連絡会議」と「プロジェ

クトチーム」を立ち上げ、課題の分析や施策の方向性等の検討をしている。 

 本日は、これまでのプロジェクトチームの活動と人口問題対策の状況や各専門部会における人口問

題に関する意見を踏まえ、分野横断的に意見交換を行い、その主な内容について、11 月５日開催の「第

２回総合政策審議会」にて報告するとともに、今後の「プロジェクトチーム」の参考とさせていただ

くこととしている。 

  

５ 議事 

●三浦部会長 

 大変お忙しいところ、第１回目の企画部会にご出席いただき、感謝申し上げる｡ 

 今、山田企画振興部長からも話があったとおり、全国に先駆けて進む本県の人口減少は喫緊の課題

であり、また先頃の増田レポートでは、24 市町村が消滅するという衝撃的な結果が出ている。 

我々は、そうならないよう早めの指針を出して行動を起こす必要がある。ともすれば、我々秋田県

民は、非常に従順で穏やかな性格のため、そうなることを甘んじて受け入れるような状況には決して

なってはいけない。県や市、色々な団体、業界等であらん限りの知恵を出し、新しい流れをつくって

いきたい。 

そういった意味で、本日の企画部会は、非常に時宜を得た、大きな役割のある会議だと思うので、

忌憚のないご意見をお願いしたい。 

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

れる際に、委員名は特に秘匿する必要はないと思うので、公開で行いたいと考えるが、よろしいか。 

 

【委員一同意義なし】 
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（１）人口問題対策について 

●三浦部会長 

それでは、 議事 (１)人口問題対策について、事務局より、説明をお願いする。 

 

 【資料１、資料２について事務局より説明】 

 

（２）各専門部会からの報告事項 

●三浦部会長 

次に議事（２）各専門部会から、人口問題対策に関する報告事項について、各専門部会長より、説

明をお願いする。 

 また、併せて、人口問題対策に関する御所見等についてもお願いする。 

 

【産業・エネルギー部会】◎藤盛委員 

 人口問題対策においては、「雇用の確保」と「産業の振興」が一番重要であることから、産業・エネ

ルギー部会が最もしっかりしなければいけないという認識のもと議論を進めている。 

しかし、雇用の確保といっても、ただ雇用があればいいということではなく、働く環境を考慮した

雇用の場でなければならない。そのためには、県内の企業経営者の意識が大きな問題となるといった

観点で議論を行った。 

 提言の中で、特に人口問題に関連が深い議論をいくつか紹介する。 

現在、県では中核企業の育成を行っているが、新しい戦略として、輸送機関連産業や医療機器関連

産業などの成長分野への参入促進を通じた、企業の成長・発展による雇用の創出を図る取組について

議論している。 

 それから、県内企業はどちらかというと下請けなどの言われた仕事を行うというスタンスが多いた

め、県内の企業者自らが技術向上や技術開発をすることによって、新しいビジネスを自ら作っていく

取組を支援することが重要ではないかという議論も行った。 

また、地域のニーズに合った、あるいは秋田県の資源を使って、どう新しいビジネスを作っていく

かということが重要であり、“Ｈｏｗ”ではなく“Ｗｈａｔ”を出せる人材をどう生かすかということ

が強く主張されており、提言に盛り込んでいくこととしている。 

 このほか、他部会でも、子育てをしやすい職場環境について議論されているが、産業・エネルギー

部会では、私以外の委員全員が県内企業の経営者で、自分の会社の中に託児所を設けたり、従業員に

保育士の資格を取らせるというような取組も行っているとのことだった。 

それから、会議室をガラス張りにして、仕事をしながらお子さんの様子を見れるようにしたり、あ

るいはＰＴＡでも子どもの会合があったら、すぐ休暇が取れるようにするなどの取組を行っていると

のことだった。 

こういった経営者の意識をもっと広めていくということが大事ではないかと考える。特に、女性メ

ンバーから出た意見としては、女性の力を働く場でもっと活用することや、子育てしやすい環境、ワ

ークライフバランスの推進なども大事だが、子どもを育てるのは男だけではないということが強く主
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張されていた。 

男性も子どもを育てやすい環境を作っていくことにより、男性にとっても女性にとっても子どもを

育てやすく、そしてワークとライフがバランスするようにする必要がある。 

それは職場だけのことではなく、職場や家庭、地域などにおいても、総合的なものの考え方で議論

する必要がある。 

そのため、中学校や高校の教育の中でも、ワークライフバランスなどについて取り上げるべきとい

う意見が出ていた。 

このほか、教育関連では、秋田県は学校の成績が良いとよくいわれるが、細かく分析すると、その

中でも、ものを考える部分が少し低いため、ゼロから何かを発想するという能力を高める教育も必要

ではないかという議論もあった。 

 それから、県が行っているベビーウェーブアクションは、各市町村でも取り組まれており、気運が

高まっていると感じることから、こうした施策をさらに進めて欲しいという意見が出ていた。 

Ａターン関係では、都心から 30 代の人達が親の介護を理由に帰ってくることから、親の介護で帰

ってきやすいような手段を考えなければいけないという意見が出ていた。 

秋田県は、安全安心で、子どもの教育も優れていることは PR しやすいところではあるが、それを

もっと拡充していく必要がある。雇用の場というのは何も産業だけではない。農林水産部会でも、６

次産業化の部分で産業というのが議論されている。 

我々は、医工連携ということで、医工連携のビジネスについてもかなり議論しているが、ほかのと

ころでも議論があるように、いわゆる高齢者向けのビジネスはかなり重要なものになってきているの

で、全ての部会においてぜひ雇用について、雇用の質、雇用の場のあり方というものをご議論いただ

きたい。 

 配付された資料は非常によくできているが、この委員会では是非推進フォローに頑張っていただき

たい。 

 

【農林水産部会】◎丹羽委員 

１つ目は、農業分野がどんどん減ってきていることから、大規模経営体を育成して農業の法人化を

進め、雇用を生み出してもらいたいという意見が若手農業経営者から出ている。 

特に、若手の農業従事者をどんどん探して入れ込んでほしいという強い願いがあった。先行き厳し

い中で、こういった若手の方々の切迫した意見を吸収してあげられればと思う。 

 ２つ目は、子育て中の女性委員からの意見だが、やはり働きながら子育てする環境というのはまだ

まだ整っていないため、多様な就業形態の創出と、在宅でもできる仕事の普及を進めて欲しいとのこ

とだった。 

 また、親の介護が必要になったとき、施設やホームに入れるまでの手続きが遅く、その間自分が仕

事を辞めて介護に当たらざるを得なくなってしまうということで、介護手続きの迅速化により、仕事

も続けられるような取組を希望する意見があった。 

 それから、秋田県の優秀な学力に対して、大学の進学率が低い原因として、経済的理由によるもの

ではないかという意見があった。そこで、県内大学の地元の学生が優先的に入れる割合を増やし、県
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内にたくさんの人が残れるようにしてはどうかという意見もあった。 

 もう一つは、地域ぐるみでの子育てのバックアップについてである。関東の方では、地域で、高齢

者による子育て支援が盛んになっている。既に子育てが終わった方々が、他人の子どもを自分の孫の

ように育てるという取組を実施してはどうか。 

最後は、盛んにすぐ企業誘致というが、秋田に新規で企業を誘致するのは大変難しい。既存の誘致

企業には、育児に対する理解が進んでいる企業が多いことから、そういった企業を優先的に支援する

ことが、新規の企業誘致よりも早く効果が出るのではないかと考える。 

 農林水産部会での意見は以上である。 

 

【観光・交通部会】◎佐藤（裕）委員 

 観光・交通部会では、観光を、交流人口を確保・増加させる産業という視点で議論が進んでいる。 

 外国人観光客は 1000 万人台にのった。彼らの日本国内での旅行投資額は、平成 24 年で前年の 13

万円程度から 14 万 4,000 円に上がってきている。 

これを、秋田県に翻って考えてみる。国民一人当たりの消費が約 127 万円、本県では毎年約１万人

減っていることから、約 127 億円の消費額が秋田県から消えていることになる。秋田に来訪する外国

人観光客の国内消費額のうち、他所での消費や移動費用等を勘案して、その約半分の約 7 万円が秋田

県内で消費されると仮定すると、外国人 18 人で県民１人分の消費をすることになり、年 18 万人が本

県に来訪すれば、人口減少による経済縮小を穴埋めすることになる。平成 24 年の秋田県内の外国人

宿泊人数は、延べ 2 万 8,000 人だそうだから、現状の約 6 倍の外国人が来てくれれば、人口減による

経済縮小を埋めることが出来る。 

こういった数値を戦略的に考えて、人口減によるマイナスをくい止めることも我が県の目標になる

と思うが、一方で、少ない人数で地域の負担をどう分かち合うかということも一つの視点に据えるべ

きではないかと思う。 

 それから、人口問題に直結する、企業誘致・労働力確保については、完全に地域間競争になってい

る。鳥取や島根など秋田に県勢の類似した地方・地域の人口動態と産業構造等の分析・比較をもっと

進めて、その上で目標値をどこに据え、いつまでにそれを実現するかという戦略立案を是非とも行う

べきである。明治以来、地方から中央に労働力として約 2,800 万人が移動して、統計上は一人も戻っ

ていないということも聞く。人口問題はつまるところ、中央から労働力を戻すこと、職場を作って流

出を防止することだと思うが、その際、類似する他県との比較で作戦を立てることが有効である。場

合によっては、他の成功例の完全模倣でも構わないと思う。 

 子育て支援や医療費免除などの制度を取り上げて、「秋田はとても住みよい所なのに・・・」いう話

をする人がいるが、そうであれば人口は減らないわけであって、「住みにくい」からこそ人がいなくな

っているということを、事実として冷徹に受け止めなければならない。では、住みにくさというのは

何かということを突き詰めていくと、やはり仕事、職場、雇用の場の不足である。それがなければ、

他の施策をどんなに進めても、人は戻らない。つまり、誘致・育成・起業を含めた産業振興が最も重

要だということに尽きる。 

産業振興を考える際、人材育成という観点では、もう少しアントレプレナーシップを学生時代から
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育むような教育に力を入れるべきではないか。また、企業誘致にしても、アベノミクスの中でも議論

されているように、地方税制の工夫などのインセンティブが重要だと思う。特に、これまでのような

為替感受性の高い製造業などの誘致では、国際経済の状況が変わるとすぐに撤退してしまうため、例

えば地元資本とタッグを組んで現地法人化を義務とするなど、ややドラスティックな方法も必要では

ないかと思う。また、ここでも、類似地域との比較の上、どんな産業を誘致・育成すれば、どれだけ

の雇用が生まれるかなどのシミュレーションを細かく行い、その上で、どの個別企業を誘致するか、

どの県内企業に頑張らせるかということを官民協力して検討すべきだと思う。 

 

【健康・医療・福祉部会】◎佐藤（家）委員 

 当部会に関連した人口問題対策については、健康、医療、福祉の観点から人口減少をくい止めると

いった具体的な施策を提案するというのはなかなか困難であるため、直接的に人口減少対策につなが

るものではないが、社会の安全・安心という観点から、住みよい社会を作っていくことが、間接的に

人口減少をくい止めることにつながるという立場に立って議論を進めている。 

 先ほど、親の介護のために帰ってくる人達の話があったが、介護の体制を整備することによって、

戻ってきた人たちが地元の力になれるような体制をつくることも必要であり、そのためには、働く場

の確保なども必要という意見が出ていた。 

 私は、医療の面から関わっているが、医療というのは基本的なインフラとして必ずなければならな

いものであり、県内のどこでも、誰もが、医療を受けられる体制はぜひ取らなくてはいけないと思う

が、現在県内では秋田市に医師と医療機関が集中しすぎている。 

そのため、秋田市以外の地域が深刻な医師不足に陥っており、いわゆる一種の歪みが起きているこ

ともあり、対応をしていかなければならないと考える。 

 それから、医師を増やすためには、秋田大学の卒業生に県内に残ってもらうことが必要である。今

秋田大学の全国の医学部・医科大学における評価というのは非常に高くなっている。特に、卒業後の

研修制度が非常に高く評価されている。 

そのまま秋田に残って秋田のために働いてもらうために、医師や看護師たちがきちんと力を出せる

ような医療環境、医療インフラをつくっていく必要があると考えている。 

 

【教育・人づくり部会】◎小林委員 

 教育・人づくり部会としては、教育はこの人口減少問題に対して、産業の活性化と同じくらい大事

な分野であると考えている。人をつくるということがなければ、人口減少問題に対応するのは困難と

いう認識で議論を進めている。 

 具体的には、ふるさと教育やキャリア教育の中で、郷土を愛し、郷土のために将来ここに住むとい

う、そういった人材の育成を図るべきという意見が出ている。これは、今行っている教育システムの

中で、かなり機能していると認識している。子どもたちは秋田が本当に好きであるというふうに感じ

ているというのは、その成果ではないかと思う。ただし、必ずしも郷土に残れていないということが

現実としてある。 

 一方で、これからは大学・高等教育機関が、人口減少問題に対してどう関わっていくかというのが
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大きなポイントとなる。 

先ほど、他の委員からも、人口減少をくい止める大きな柱として、今の産業だけではなかなか難し

いという話が出ていたが、そのためイノベーションを起こせる人材の育成が必要である。 

 20 年ほど前は、大学というのは広く世の中に役立つ人材の育成という観点で、基礎的な教育を行っ

てきたが、最近は、それだけでは評価されなくなってきている。 

具体的には、秋田県において、大学が知的拠点として色々な問題を解決する、あるいは、そこで色々

な人材が育つということにもっていかなければいけなくなってきている。 

大学そのものは、そういったスタンスでいかなければならないと認識している。県立大学には、工

学系と農学系があるが、それぞれ経営システム工学やアグリビジネス学科という直接的に産業に関係

する学科があるので、我々としてはここに力を入れていきたいと思っている。 

 もう一つ、文科省がＣＯＣ（センターオブコミュニティー）を推進しているが、色々な業種の人が

大学に集まって議論できる場を提供することで、そこでお互いの信頼関係をつくりながら課題を解決

する、あるいは新しい連携をつくるという場を大学はぜひ提供していきたい。 

 最後に、教育費の負担軽減についてだが、せっかく能力があるのになかなか進学ができないという

ことがあるため、経済的支援について、県のレベルでも検討してほしい。 

 

【地域力創造部会】◎武内委員 

 地域力創造部会では、人口減少社会における地域力創造戦略ということで議論を進めている。 

 人口減少問題は、高齢化の進行による死亡数の増加と、若者の流出、そして晩婚化に伴う出生率の

低下が主な原因とされるが、その結果、地域力全体が低下することへの対策について当部会では議論

している。 

 今までの部会の議論では大きく２つの軸があり、人口減少に歯止めをかけるという議論と、それに

加えて魅力的な地域づくりをすることによって、結果的に人口が増えてくるという議論の２つである。 

全国的に人口増加のための取組を進めている中では、我々が同じように人口減少対策をしただけで

は勝ち抜いていくことは困難である。 

そういった意味で、地域の魅力というものを出していく議論も大変重要だと認識している。 

 まずは、移住・定住に関する意見について紹介する。 

 １つ目は、大学卒業後の就職時期を重要な流入のタイミングと考えており、そこで指標を持つべき

ではないかという意見が出されている。現状の戻り具合や程度、度合いを指標化して、それを見なが

ら施策を打っていくということが大事ではないかという意見が出ている。 

 ２つ目は、地元の企業でどのような人材のニーズがあるのか、そういったものに対する情報の整理

が必要ではないかという意見が出ている。 

 ３つ目は、ワークスタイルについてであるが、色々な形で秋田に戻ってくる方、働く方がいると思

うが、先ほど介護の話もあったように、そういった状況で帰ってきた方も働けるよう、１つのところ

に就職するだけではなく、複合的に働くというスタイルを広げることができないかといった意見や、

今までと違ったスタイルでこの秋田では暮らしていけるというモデルをつくってはどうかという意見

が出されている。このほか、都会と秋田で半分半分で暮らすというスタイルもあるのではないかとい
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う意見も出ている。 

 ４つ目は、冬の厳しい時期はほかの地域で暮らし、それ以外の時期は秋田に住むというような季節

移住も考えられるのではないかという意見が出ている。 

 ５つ目は、教育や農林分野と関係してくるが、これだけ学力日本一が注目されていることから、そ

のアドバンテージを生かして、子育ての期間は秋田に移住しようというムーブメントを起こせないか

という意見が出ている。 

その際に、そこでは英語だけしか使わないだとか、農村体験ができるだとか、もっともっと特徴あ

る一つの枠組みとして、それを目的に移住してくるようなことができないかという議論も行っている。 

島根県の海士町では、高校のプログラムを魅力的なものに変えたことによって、島留学という形で

そこに移住する方が殺到するという事例もあった。秋田でもそういったものを真似ていくことは大事

である。 

 結婚支援に関しては、全般的に地域の力を使ったり、結婚する前の方と既婚者との交流を深めたり、

ＮＰＯがそれを担っていくといった意見が出されていた。 

 子育てに関しては、男性の子育てへの参加の促進や、保育所などの施設が多様なニーズに対応して

いる例を参考にするなどの意見が出ている。また、企業としてそういったものを整えていくことの重

要性についても議論している。 

 地域コミュニティの考えからは、地域が助け合って暮らしていく、そういった意味での豊かな地域

というものが、魅力となり、またそこに住みたいと思う人が増えてくるのではないか。そして、シニ

アの移住の方にも話は移ってくるが、自分の経験を活かせる場など、そういった環境が魅力的に映る

ことから、そういった意味での地域コミュニティというものが求められているという意見が出ている。 

このほか、魅力的な地域づくりについて、知事があげられた「高質な田舎」に対して、それをブレ

イクダウンしていくとどうなるのかという議論をしている。 

自分たちが「高質な田舎」に住んでいることを実感することによって、もっともっと県外の方にＰ

Ｒできるのではないか。これは、再確認というか、実際に自分たちの地域にどのような魅力があるか

ということを県民運動のような形でどんどん確認していくことによって、自覚も増えていくのではな

いかという意見である。 

手法としては、指標を作ることもできるし、地域ごとにそれぞれの魅力を出し合うような運動とい

うことも考えられる。その具体的なところはこれから詰めていくところだが、「高質な田舎」をもう少

しブレイクダウンして自分たちの自信につなげていこうという議論である。そして、すべての方が営

業マンになるような魅力発信のきっかけになるのではないかという議論をしている。 

 地域力創造部会での意見は以上だが、全て他部会と重なる部分だと思う。雇用をつくらなければ人

は入ってこないし、教育や、健康といったもので、飛びぬけるような特性をつくれば、それが魅力と

なって人が入ってくるのではないか。 

 

（３）意見交換 

●三浦部会長 

 それでは、議事（３）の意見交換に移らせていただく。 
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 今、説明いただいた資料－３の意見等や、これまでの事務局の説明を踏まえ、意見等あれば。 

 

◎藤盛委員 

 資料２において、「小さな拠点づくりへの支援」という項目があり、非常に大事な提案だと思う。さ

らっと流されてしまうことを危惧しており、ここを強調しておきたい。 

建築学会や日本学術会議のメンバーに所属しているが、まちづくりの議論になると、どうしてもコ

ンパクトシティの議論になりがちだが、そればかり進めてしまうと青森市も秋田市も山形市も皆同じ

市になってしまい、それで本当に良いのか疑問を感じる。 

秋田県が進める「高質な田舎」という場合には、秋田市だけが良くなることが「高質な田舎」では

ないと考える。ここに書いてある、「小さな拠点」の一つ一つが、暮らしやすくなっていく必要がある。  

そして、集約された拠点同士のネットワークをどのようにつなげていくかといったときに、交通手

段であったり、情報や、コミュニティの問題といった議論が出てくるのではないか。 

秋田県らしい本当に高質で住んでみたい田舎という場合には、資料２の提案における「小さな拠点

づくり」を情報や交通など色々なもので、どうするのかということをもう少し詰めて議論をしていく

必要がある。 

 

●三浦部会長 

 国内だけでなく世界中で、同じような傾向になって、そこから再生した町々というのはたくさんあ

る。特に、私の認識しているところでは、アメリカのオレゴン州ポートランドでは、開発できる領域

を明確にしたまちづくりがなされており、人口減少を阻止して、なおかつどんどん人口が増えている。 

これは、州政府の税制など日本とは違うところもあるが、本県は日本で一番人口が減少している県

であるため、対応を急がなければいけない。そのためには、他地域を丸々真似してでも良いから取り

込んで、上手くいくまで、様々に手法を変えながら行動し続けなければいけない。行動しながら戦術

を考えて、修正していかなければいけない時期にきている。 

議論ばかりではなく、人口減少を克服した地域の取組など、優れたモデルをやってみるということ

が最初の一歩ではないかと考える。 

 それから、若者は非常に正直だと思う。魅力がどのようなものかは個人差があるが、魅力のある所

にはどんな田舎でも山奥でも駆けつけるのが若い力だと思う。そういった人たちの本当の意識を我々

が把握する必要がある。商工会議所を含めて、中小企業は魅力のある企業にならなければ、どんなこ

とを言っても若者は来ない。そういった意味では、努力する必要のある部分というのはたくさんある

が、逆に可能性もあり、解決できることがあるということである。 

 もう一つは、先ほど平等という話もあったが、平等に行っていたのでは間に合わない。誘致企業も

大事だが、それ以上に地元資本に目を向け、将来性のある企業を、みんなで成長させて、上場企業に

していくというようなことも必要である。 

今、秋田県では、上場企業は秋田銀行とフィディア HD しかない。上場することだけが良いことで

はないが、例えば、そういった規模の企業を、地元企業の中から起こしていくためには、経営者だけ

でなく、地域の力、あるいは行政の力も必要だと思う。 
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そのため、満遍なく応援するのではなく、集中的に取り組まなければ、そういった企業はできにく

いと考える。 

 それから、現在商工会議所では、秋田県事業引継ぎ支援センターを設置し、６カ月で 90 件以上の

相談が来ている。 

高齢の経営者で、後継者がいなく、廃業を考えている人が半分以上となっている。事業継承者候補

を県外から募集できる人材バンクのようなものを、広報を使って人を呼び込むことが必要だ。起業す

るパワーも大事だが、今ある企業を引き継いで大きくするということも、一つの魅力であり、そうい

ったことも、進めていかなければいけない。 

こうして欲しい、ああして欲しいといったことはよく言われるが、それは人にやってもらわなけれ

ば進まないが、我々が変わることは我々が変われば今日からできることなので、どうか各部会におい

ても、要望することは要望しながらも、自らが変えていくことによって可能なものもあると思うので、

ぜひそういった視点でも今後ご議論いただきたいと思う。 

 

◎小林委員 

 企業の後継者問題に関してだが、いきなりイノベーションと言ってもなかなか難しいものである。

本大学に対しても後継者不足のため、良い学生が欲しいという話はあるので、そこを上手くつなげて

いきたい。 

 それから、各委員は「高質な田舎」とは、どのようなイメージを持っているかお尋ねしたい。 

 

◎武内委員 

 もちろん知事が定義した中には色々なものがあると思うが、私の捉えている「高質な田舎」という

ことでお話しすると、やはり生活の質だと思う。東京などと比べてもそうだが、そういった所で得ら

れるものではない、本当の幸せのようなものが得られる空間、環境などが揃っているのものが「高質

な田舎」と考える。 

それは、環境であったり、人間関係や食であったりなど、様々なものだと思う。そして、時間の使

い方であったり、そこで暮らしたいということにつながるようなものを指して高質な田舎というイメ

ージを持っている。 

 

◎小林委員 

 今現在の高質の程度は何パーセントぐらいだと考えているか。 

 

◎武内委員 

 まだまだ磨き足りていないのではないかと思う。ここにはそういった高質な田舎となるだけの素材

やポテンシャルがあるが、それをしっかり活用して、感じるというところまでは、まだ何十パーセン

トも隔たりがあるようなイメージを持っている。 
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◎佐藤（裕）委員 

 先ほど武内委員が提示した県民運動のようなこと、自分の地域の良いところ、悪いところをお互い

認識しあうということが、大変大事なことで、そういうことが色々な活動を下支えすると思う。 

 かつて、まちづくりに関するある公的な会議の際に、「自分の子どもに秋田に帰ってきて就職するよ

う勧めているか」と聞いたところ、ほとんどの人が「帰ってくるな」と言っていると答えていて驚い

た。若者は純粋、という意見があったが、親となる我々の世代に秋田は良い所だということを自ら再

確認させるようなムーブメントも必要ではないか。ＮＰＯで街コンを主催した際、異性への声のかけ

方がわからないということで、２０代の参加者に親が同伴してアドバイスしている信じられないよう

な光景を見た。これからの世代の意識を秋田に向けさせるには、むしろ親世代への教育が必要なので

はないかと感じた。 

 それからもう一点。人口減少対策も大切だが、人が減った後のまちに、いかにして付加価値をつけ

ていくか、「高質な田舎」にしていくかという課題からも目を背けてはいけない。フィンランドなどの

北欧では、少ない人口で国を支えるにはどうするべきかという視点での工夫がまちの端々に見える。 

例えば、鉄道。利用者は切符を買うものの改札はなく、そのまま列車に乗り降りするのだが、皆がモ

ラルを守っている。人口が少ないから、改札や監視などといった付加価値の低い仕事・産業に人を割

けない。だから、教育に力を入れて国民のモラルを上げることにより、無駄な仕事をなくし、人材を

より付加価値の高い産業に付けるという考えだ。こうした考え方は、これからの秋田には必要ではな

いか。 

 最近、私の会社に中途入社希望の方がいたのだが、親御さんの介護の為に東京の会社を辞めて戻っ

てきて、無職のままで介護していたが、親が亡くなったので、いよいよ働こうと思い希望したという

のだ。昔は、年老いた親御さんがいれば、東京に呼び寄せて、その世話をしながら仕事もやるという

ようなことが普通だったのではないかと思う。最近は、公的扶助がすごく充実しているからなのか、

仕事をせずに親を介護することで生活が成り立つということに対する驚き、介護が終わった後で再就

職しようという方々がいるというのが、たいへん不思議だ。皆さんはどうか。 

 

◎藤盛委員 

 産業・エネルギー部会でも、もっと支援していかなければいけないという議論があった。 

 

●三浦部会長 

 佐藤委員の話の中でもあったが、やはり我々が元気に働く姿を次の世代に見せなければ、秋田に若

者は戻ってこない。ため息をついて、家で肩を落としている親を見て、自分もこうなりたくないと思

うのが子ども心であり、やせ我慢してでも秋田で良い仕事をして、そして秋田でもローカル to ローカ

ル、世界中にネットワークができるということを示す必要がある。 

 東京でなければ何もできなかった時代とはもう大きく変わっており、そういった点を我々が自ら行

っていくべきだと思う。 

また、先ほどの「高質な田舎」ということについて、丹羽委員から、外から見て感じることなどあ

ればお聞きしたい。 
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◎丹羽委員 

 単身赴任で 12 年間秋田に住んでいたので、外から見た秋田と、内から見た秋田を見て、今また外

から秋田を見ている。素材は十分にあり過ぎるような県だというのが 12 年間住んでいて非常に感じ

たことである。 

日本中を回ったが、これほど揃っている所はなかなかない。私の生まれ故郷の北海道もいい所だが、

寒くて帰りたいと思わないが、秋田ぐらいだったらちょうどいいと思うし、自然も良いし、食べ物も

良いし、人が非常に良い。 

５社５県の社長を務めたが、断然秋田人がいいと思う。それは、やはり小さいときからの教育では

ないかと思う。 

そういった良さがあるが、それを上手く構成して売り込んでいくというのは、実に下手な県だと感

じる。これを上手くまとめることができれば、とてつもなく素晴らしい県になるだろうと感じる。 

外から見たときにも、私は第一次ベビーブームの先頭バッターだが、そういった世代が来たいよう

な県になるはずなのに上手くまだつくっていないという感じがする。 

そういった点で、「高質な田舎」になる素質はナンバーワンなのに、まだ作り切れていない、非常に

もったいないというのが、秋田に対して感じることである。 

 

◎佐藤（家）委員 

 人口減少が深刻な地域で学校医を務めているが、ある学校では、来年入学する子どもが５人となっ

た。これは、昔から少かったわけではなく、15～20 年前には１学年に２クラスも３クラスもある学校

が周りにたくさんあった。何故、そこまで人口が減ったかというと、農家が少なくなってしまったか

らである。 

秋田県の基幹産業は農業だと思うので、若い人たちが農業に積極的に関われるようなことを行わな

ければ田舎からどんどん村がなくなってしまう。 

農業に対するイメージアップを図るなど、若い人たちが積極的に農業に従事していく取組を進めて

いかなければ、地方は再生しないのではないか。 

 

◎小林委員 

 若い人が農業に魅力を感じるためには、儲かるものでなければいけない。法人化により、一括した

流通体系や、販売時期やマーケットを考慮したダイナミックな経営ができるようになれば、若い人も

従事するのではないか。もちろん大学もそのつもりでいく。 

 

●三浦部会長 

 商工会議所でも現在、農業団体が会員に入ってきており、６次産業化という捉え方のもと、やはり

農業をやりたいという方も増えてきている。 

 秋田の強みの大きな部分は、田んぼであり、畑であり、山であり、この地形を利用した産業という

と、やはり農業だと思う。若者や技術者が取り組みたくなるような企業が農業分野に起こってくるだ

ろうと思う。 
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 我々も農商工連携を積極的に進めていきたいと思うので、ぜひご支援いただきたい。 

 

―議事終了― 


