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平成２８年度第２回秋田県総合政策審議会 議事録 

 

１ 日時 平成２８年１０月１７日（月）午後３時～午後５時 

 

２ 場所 秋田県庁 １階 正庁 

 

３ 出席者 

○ 総合政策審議会委員 

  伊藤 宏   秋田大学医学系研究科長、秋田大学医学部長 

  岩根 えり子 株式会社デジタル・ウント・メア専務取締役 

  丑田 香澄  五城目町地域活性化支援センター、五城目町地域おこし協力隊 

  打川 敦   一般社団法人横手市観光協会会長 

  加藤 寿一  秋田県ＰＴＡ連合会顧問 

  川村 教一  秋田大学教育文化学部教授・秋田大学教育文化学部附属中学校長 

  菊池 まゆみ 藤里町社会福祉協議会会長 

  児玉 一   鹿角市長 

  齊藤 民一  株式会社三栄機械代表取締役社長 

  境田 未希  株式会社境田商事取締役 

  佐々木 哲男 東成瀬村長 

  佐藤 家隆  秋田県医師会常任理事、佐藤医院院長 

  佐藤 浩世  株式会社ＳＫＯ若女将、男鹿温泉郷女将会会長 

  須田 紘彬  公募委員（秋田就職総合研究所代表キャリアプランナー） 

  高橋 秀晴  秋田県立大学総合科学教育研究センター教授 

  髙栁 智史  株式会社タカヤナギ代表取締役社長 

  富橋 信孝  秋田県演劇団体連盟理事長、一般社団法人秋田県芸術文化協会理事 

  深沢 義一  農事組合法人美郷サンファーム代表 

  福森 卓   株式会社古河林業阿仁林業所所長 

  藤田 智恵  秋田大学医学系研究科助教 

  藤原 弘章  ＮＰＯ法人ふじさと元気塾理事長 

  正木 俊介  株式会社ドリームリンク専務取締役 

  三浦 廣巳  秋田県商工会議所連合会会長 

  三浦 征善  秋印株式会社代表取締役社長 

  山﨑 純   ＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄ理事長 

  山本 智   農園れすとらんて「ハーベリー」経営者 

  涌井 良介  日本放送協会秋田放送局長 

  渡邊 竜一  株式会社アジア・メディアプロモーション代表取締役 
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○ 県 

  佐竹 敬久  知事 

  米田 進   教育長 

  扇澤 昭宏  警察本部長 

  天利 和紀  総務部長 

  佐々木 司  総務部危機管理監（兼）広報監 

  粟津 尚悦  企画振興部長 

  島崎 正実  企画振興部地方創生監 

  草彅 作博  観光文化スポーツ部長 

  田中 央吾  健康福祉部長 

  田中 昌子  生活環境部長 

  佐藤 博   農林水産部長 

  岩澤 道隆  産業労働部長 

  前佛 和秀  建設部長 

  金田 早苗  会計管理者（兼）出納局長 

  妹尾 明   企画振興部次長 

  高橋 修   企画振興部次長（兼）研究統括監 

  

４ 開会 

□ 妹尾企画振興部次長 

 ただいまから、平成２８年度第２回秋田県総合政策審議会を開会いたします。 

 

５ 知事挨拶 

□ 妹尾企画振興部次長 

 はじめに、知事から皆様に御挨拶を申し上げます。 

 

□ 佐竹知事 

 本日は、大変皆様お忙しいところ、総合政策審議会の第２回の会議に御出席

賜りまして、誠にありがとうございます。御承知のとおり、今年は「第２期ふ

るさと秋田元気創造プラン」の推進期間の３年目に当たるわけでございまして、

六つの戦略に基づく施策・事業等を現在加速的に進めているところでございま

す。また、国の地方創生との関係で、昨年「あきた未来総合戦略」を策定しま

して、特に重要な１５の重点プロジェクトに、現在鋭意取り組んでいるところ

でございます。そういう中で、全国的に一定の景気回復が見え、円高等の問題

もありますけれども、産業活動は押し並べて一定のレベルに達しているという
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こともございます。 

特に産業・エネルギー戦略では、自動車あるいは航空機といった成長産業分

野において、その中核となる企業の誘致が進んでいるほか、地元企業において

も大変積極的な動きが見られております。 

また、農林水産戦略では、若手を中心としたメガ団地等の園芸作物の産地化、

大手企業と連携した青果物の新たな販路開拓、あるいは、タイでは六つの「秋

田牛」の店が大きな看板を掲げてステーキ店等を開いておりまして、そういう

形での新たな輸出拡大という状況もございます。 

また、観光・交通戦略では、秋田はインバウンド観光客がまだまだ少ないわ

けではございますが、徐々に増えてまいりまして、台湾、韓国、タイのほか、

先日まで私は中国に行ってまいりました。天津は中国で一番の富裕層の集結地

であります。また、世界のクルーズ船はほぼ上海に集結してございますので、

上海の船会社に行って来年の交渉をしてきた次第でございます。クルーズ船は

これからの旅行の相当の部分を占め、国では、東京オリンピックが開かれる 

２０２０年にクルーズ船だけで５００万人という目標を掲げております。来年

は、たぶん相当な数の船が秋田港に着くという状況にもなろうと思います。 

また、健康・医療・福祉戦略では、大曲厚生医療センターなどの中核的な医

療機関の整備、あるいは成人病医療センターの一部分を吸収という形で、脳研

の循環器系統の整備も現在進んでおります。少しずつではありますが、研修医

が最近大分増えてまいりまして、今後の医師不足の解消に少しは目途が立ちつ

つあるのかなと思います。 

また、教育・人づくり戦略でございますが、現在工業高校を中心に大幅なカ

リキュラムの変更を行っております。例えば、情報通信や航空機等の分野に特

化したカリキュラムも産業界から求められておりまして、講師も産業界から招

いているところでございます。 

また、地域力創造戦略では、移住・定住対策で、何千人というわけではあり

ませんけれども前年から大幅に移住者が増えまして、これも東京を中心とした

様々なイメージ戦略の成果であろうと思います。 

そういう中で最近気が付くことは、同じ分野でも、百年一日がごとく不平不

満を言って何も動かないところは当然ダメになります。若手を中心に非常に幅

広い仲間と一緒に、あるいは様々な横のつながりの中で地域活性化プログラム

を行っている地域については盛り上がりも見えてまいりまして、行動が先行す

るところは、やはり色々な面で芽が出てきているという感じがいたします。特

に若い世代やチャレンジする企業については、積極的に応援しながら、私ども

も一緒にこれを盛り上げようとしておりまして、少しずつではありますけれど

も成果が出てきているのではないかと思います。 
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また、今回の国の補正予算で、秋田には東北６県で最高の予算が付いており

ます。私どもも財政的に豊かではございませんので、そういうものを活用しな

がらこれからもやっていかなければならないし、単に金を使うだけではなくて、

いかにこれが有効に成果に結び付くかが重要であります。そういうわけで、今

日は委員の皆様から様々な御提言をいただきながら、また、我々もそれを反映

しながら、来年度の政策に結び付けていきたいと思います。日頃から御難儀を

かけておりまして大変恐縮でございますが、一つよろしくお願い申し上げます。 

 

６ 会長挨拶 

□ 妹尾企画振興部次長 

 続きまして、三浦廣巳会長から御挨拶をお願い申し上げます。 

 

● 三浦会長 

 総合政策審議会会長の三浦でございます。本日は、佐竹秋田県知事を迎えま

して第２回の秋田県総合政策審議会ということで、各委員の皆様には大変お忙

しいところ積極的に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、

議事録を拝見していますけれども、専門部会の方でも前向きな意見交換をあり

がとうございます。 

 先ほど知事からもお話がありましたように、地方創生というかけ声ですべて

の地域が活性化に向けて進んでおりますので、ある意味では地域間競争がます

ます激しくなるということだと思います。「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」

については、皆様で作り上げられていきますし、また今日は中間ではあります

けれども、評価も御報告があると思います。しかし、やはりこれは県だけがや

るものではなくて、大きな指針やよりどころであり、今日御参加の各委員の皆

様が、カテゴリー別の業種・業態によって、まず自らがプレイヤーとしてやる

べきことを身の回りから進めていく地域のみが創生すると、私は確信しており

ます。 

立派な計画だけでは地域は良くなりません。しっかりした計画に基づいて、

世代別、性別、あるいは役割別に積極果敢にその計画を推進していこうという、

ブレイクダウンした地域に密着した行動力が、地方を元気にしていくのだと思

います。限られた時間ではありますが、各部会からの提言もございます。積極

的な意見交換を進めてまいりたいと思いますので、進行に御協力のほどお願い

申し上げたいと思います。簡単ではございますけれども、開会の挨拶とさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

 

７ 報告 
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□ 妹尾企画振興部次長 

 ありがとうございました。 

次に、次第４にあります「報告」に移らせていただきます。なお、ここから

の進行は三浦会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

● 三浦会長 

 それでは、進行を務めさせていただきます。次第に沿って進める前に、いつ

ものことでありますけれども、一言御確認を申し上げたいと思います。本日の

審議内容は、議事録として県の公式ウェブサイトに掲載されますが、その際に

各委員の氏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。皆さんよろしいでしょうか。 

 

 【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 御異議がないので、いつものように公開で進めてまいりたいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、（１）の「『第２期ふるさと秋田元気創造プラン』～これまでの成

果と最終年度に向けた推進方針について～」、（２）の「あきた未来総合戦略及

び地方創生交付金の検証について」、事務局から説明をお願い申し上げます。 

 

□ 粟津企画振興部長 

 企画振興部長の粟津でございます。私からは「２期プラン」の成果等につい

て、説明をさせていただきたいと思います。 

資料の１－１を御覧ください。平成２６～２９年度の４年間を計画期間とす

る「２期プラン」も折り返しを経過してございますので、その中間総括を行っ

たところでございます。その概要について、あらかじめ資料を送付させていた

だいておりましたので、簡単に説明をさせていただきたいと思います。 

１ページは産業・エネルギー戦略でございます。「主な取組と成果」といたし

ましては、企業の経営相談や技術指導、それから新商品開発や販路開拓支援等

に努めた結果、製造品出荷額等が増加し、２７年度実績はまだ出ておりません

けれども、２６年度では１兆２，０００億円超となっております。また、全国

に先駆けて支援に取り組みました事業承継の完了件数は、２６、２７年度の２

年間で２００件に及んでおります。さらに、先ほど知事からもお話がございま

したけれども、自動車、航空機関連産業におきまして、それぞれ一次サプライ

ヤーの企業誘致に成功したほか、県内企業が航空機部品の品質を保証する国際
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認証を取得するなど、輸送機関連産業における新たな事業展開が図られており

ます。風力発電設備導入量につきましては、２６、２７年度のそれぞれ単年度

で全国１位となるなど大幅に拡大したほか、メンテナンス拠点となります関連

企業が立地をしております。さらに、成長分野を含めた企業誘致等の件数が大

幅に増加し、資料にありますとおり新たな雇用の創出に結び付いております。

「主な課題と今後の推進方針」についてですが、左の二つ目の○、中小企業の

後継者確保に向けた支援の充実、それから右の一番上の○、航空機産業に係る

製造の一貫工程化等への支援、一番下の○、高校生、大学生、Ａターン希望者

等の県内就職の促進等に、引き続き力を入れていくこととしております。 

２ページをお開き願います。農林水産戦略でございます。「主な取組と成果」

といたしましては、えだまめ出荷量が日本一を達成いたしました。また、園芸

メガ団地が７地区で整備されまして、営農１年目で目標販売額１億円を達成し

た地区も出ているほか、県産牛の新ブランド「秋田牛」がデビューをいたしま

して、タイへの輸出も始まっております。それから、「秋のきらめき」、「つぶぞ

ろい」といった新品種に加え、「極上あきたこまち」等の差別化商品づくりなど、

県産米の多彩なラインナップの構築が進んでいるほか、ほ場整備等を着実に推

進しております。また、農地中間管理機構の活用によって、農地集積が進展し

たほか、２７年４月に開講しました林業大学校で、林業の担い手の育成を進め

ております。「主な課題と今後の推進方針」でございますが、左の一つ目の○、

産地間競争の激化等を見据え、メガ団地やネットワーク等を全県に展開するほ

か、右の一つ目の○、運送事業者と連携した新たな輸送サービスの活用による

販路拡大に取り組んでまいります。それから三つ目の○、林業木材産業の成長

産業化に向けて、オリンピック関連施設等への県産材利用、ＣＬＴ等の活用を

促進していくこととしております。 

３ページをお開き願います。観光・交通戦略でございます。「主な取組と成果」

といたしましては、インバウンド対策の強化によりまして外国人宿泊客数が増

加しているほか、国際食品見本市での県産材ＰＲ、それから商談会等の取組に

よりまして、日本酒等の県産品の輸出が増加しております。また、２０１４年

の国文祭では延べ２３２事業を実施するなど、秋田の文化を全国に発信すると

ともに、ＦＩＳワールドカップモーグルなどのスポーツ大会を通じまして、交

流人口の拡大を図りました。そのほか、東京オリンピックに向けて、県と美郷

町、それから今年度に入ってからは横手市もございますけれども、ホストタウ

ンに選定されております。また、県内高速道路の供用率は８５％まで伸び、今

週土曜日の日沿道・鷹巣大館道路の「鷹巣－二井田真中」、それから来月５日の

東北中央自動車道の院内道路の開通を含めますと、９０％の供用率ということ

になります。「主な課題と今後の推進方針」でございますが、左の一つ目の○、
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台湾などの重点市場への集中的プロモーションの展開等によりまして、宿泊客

数の更なる増加を図るほか、右の二つ目の○、２０２０年東京オリンピック等

の合宿誘致に向けたプロモーションなどを引き続き実施してまいります。 

４ページをお開き願います。健康・医療・福祉戦略でございます。「主な取組

と成果」でございますが、減塩に関する啓発活動の推進によりまして、脳血管

疾患の死亡率が低下したほか、大曲厚生医療センターや湖東厚生病院の整備を

支援いたしました。また、先ほど知事からもお話がございましたが、２８年度

に県内で初期臨床研修を開始した医師は過去最高となっております。さらに、

認知症の診断・治療の核となる認知症疾患医療センターを県内２か所に、現時

点では５か所ということになりますが、設置したほか、県内八つの障害保健福

祉圏域すべてに障害者就業・生活支援センターを設置したところであります。

「主な課題と今後の推進方針」でございますが、左の二つ目の○、がん拠点病

院等の空白二次医療圏の解消を図るため、北秋田市民病院の体制整備を推進し

てまいります。また、右の一番下の○、自殺率は６年連続で減少しております

が、依然として全国平均とは乖離がありますので、引き続き自殺予防対策の充

実・強化を図ることとしております。 

５ページをお開き願います。教育・人づくり戦略でございます。「主な取組と

成果」といたしましては、上から順に、少人数学習の推進等により小・中学校

の学力が全国トップレベルを維持しているほか、英語コミュニケーション能力

の育成に向けた多様な取組によりまして、中学３年生の英検３級以上の取得率

は全国１位となっております。さらに、秋田南高校母体の中高一貫校の開校、

それから統合高校３校の開校、また単独校も３校の校舎改築など、魅力ある学

びの場づくりを集中的に進めました。また、秋田南高校がスーパーグローバル

ハイスクールに指定され、グローバルリーダーの育成を進めているところでご

ざいます。「主な課題と今後の推進方針」でございますが、一つ目の○、地域等

と連携したキャリア教育を一層充実させるほか、右の二つ目の○、「ＣＯＣ＋」

に取り組む大学等の教育資源を活用しまして、県内就職率の向上等に努めるこ

ととしております。 

６ページでございます。地域力創造戦略でございますが、「主な取組と成果」

といたしましては、新規高卒者の県内の民間事業所等への就職率が６７％まで

向上しているほか、総合的な移住対策によりまして２７年度の移住者数が大幅

に増加しております。さらに今年度は、現時点で２７年度の移住者数の実績を

上回っているという状況にあります。「あきた結婚支援センター」における成婚

報告者数も順調に増加しておりまして、現時点では９００人を突破していると

ころでございます。また、子育て世帯の負担軽減のため、保育料・医療費助成

の拡充でございますとか、多子世帯向け奨学金助成制度の創設など、全国トッ
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プレベルの子育て支援策の更なる充実を図っているところでございます。さら

に、２５市町村すべてが県との協働による「未来づくり協働プログラム」を策

定いたしまして、観光・産業振興等の取組を進めているところでございます。「主

な課題と今後の推進方針」でありますが、左の二つ目の○、Ａターン希望登録

者数は増加しておりますが、Ａターン就職者数が伸び悩んでおりますので、そ

の増加に向けてマッチング機会の確保や情報発信の強化に取り組みます。その

ほか、四つ目の○でございます。本県の人口問題の課題であります出生数にお

ける第３子以降の割合を高めるため、充実させた子育て支援策を積極的に県民

に広報し、利用促進を図っていくこととしております。 

最後は７ページでございます。プランには５１の代表指標が設定されており

ますが、その達成状況を一覧的に取りまとめたものでございます。２７年度の

指標がまだ判明していない指標も一部ございますけれども、一番下に書いてあ

りますように、概ね８０％以上の達成率ということになっております。 

「２期プラン」の中間総括の概要につきましては、以上でございます。 

 

□ 島崎企画振興部地方創生監 

 地方創生監の島崎と申します。引き続き、私から「あきた未来総合戦略及び

地方創生交付金の検証」につきまして、資料２－１～５により説明申し上げま

す。御承知のように「あきた未来総合戦略」は昨年１０月に策定しております

が、その取組自体は、後ほど触れますけれども、国からの先行型交付金等を活

用して２７年度当初から推進してきたところでありまして、今回の御報告は、

昨年度１年間を通じた進捗状況を検証したものでございます。 

 はじめに、総合戦略における基本目標ごとの進捗状況についてでありますが、

時間の都合上、主に資料２－１の全体の概要を取りまとめたもので御説明する

ことといたしまして、必要に応じて他の資料も御覧いただくということにさせ

ていただきたいと思います。総合戦略には四つの基本目標があります。まず、

資料２－１の基本目標１の「産業振興による仕事づくり」では、（１）の数値目

標として「雇用創出数」を掲げたところでありますけれども、２７年度の目標

２，２３５人に対し、実績は２，０１１人と若干下回っております。達成度の

区分につきましては、ページ一番下の※に記載しておりますけれども、ここで

は達成率が９０％ですので、達成度はＢということになっております。（２）の

「基本目標を構成する施策検証の結果」には、「順調」や「概ね順調」など、四

つの区分に分けて数字を記載しております。これは、縦長の表になりますけれ

ども、資料２－３の一番右の欄にある自己評価の数をまとめたものであります。

「順調」が５、「概ね順調」が６でありますけれども、一つ「やや遅れている」

があります。これは、先ほども説明がございましたけれども、産業人材の育成
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で、詳しくは資料２－３の１ページの（１）（エ）に記載がありますけれども、

経済雇用情勢の改善により人材獲得競争が激化したため、Ａターン就職者数な

どが伸び悩んだということによるものであります。次に、資料２－１の（３）

の「施策ごとの重要業績指標（ＫＰＩ）の状況」についてであります。これに

つきましても、資料２－３の１ページを併せて御覧いただきたいと思います。

表の右から二つ目の欄に、達成度の欄があります。これは、達成率によりＡか

らＤまで区分したものでありまして、これを取りまとめたものが資料２－１の

（３）になります。Ａが２３、Ｂが１０などとなっております。このうち、Ｄ

は資料２－３の 1ページの（１）（エ）の③「企業等との連携強化と専門人材の

育成」で、ここでは「企業現場等における長期間の技術研修への参加人数」、具

体的に申し上げますと、高校生が１０日以上インターンシップに参加するとい

うものでございます。受入先企業の選定等に時間を要したことなどにより、伸

び悩んだものであります。資料２－１の右側の（４）の「推進状況」でありま

す。企業誘致や複合型生産構造への転換など着実に進んでいるものがある一方

で、県内大学生の県内就職率や延べ宿泊者数などは伸び悩んだところでありま

す。 

 次に、基本目標２の「移住・定住対策」では、（１）の「本県への移住者数」

は、先ほども説明がございましたが、大幅に増加し、達成度はＡとなっており

ます。一方、「Ａターン就職者数」は達成度Ｃであります。これは、Ａターン登

録者数は増加したものの、目標には至らなかったというものであります。（２）

で「やや遅れている」というものが一つありますけれども、ここは、「多様なニ

ーズに対応した移住の促進」で、資料２－３では２ページの２の（１）（ウ）に

なります。この①にあります「地域に活力を与える多様な人材の確保」に向け

て、移住と起業をセットにした「土着ベンチャー」、いわゆる「ドチャベン」事

業等に取り組んだわけであります。この事業による移住者数は、今年の３月ま

では１人にとどまっておりますけれども、移住が今年度にずれ込んだ方もおり

ます。 

資料２－１にお戻りいただきたいと思います。次が、基本目標３の「少子化

対策」であります。（１）の「婚姻数」につきましては、「あきた結婚支援セン

ター」における成婚報告者数は着実に増加しているものの、全国と同様に適齢

期人口が減少していることなどにより、目標値を下回っております。また、「合

計特殊出生率」は目標には届かなかったものの３年ぶりに改善し、達成度はい

ずれもＢであります。（２）と（３）は、いずれも概ね順調な推移を示しており

ます。 

次に、基本目標４の「新たな地域社会の形成」では、（１）の「住んでいる地

域が住みやすいと思っている人の割合」は目標値を上回っており、達成度はＡ
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となっております。（２）と（３）は概ね順調に推移しており、（４）に記載の

とおり、先ほども説明がありましたが、全市町村で「未来づくり協働プログラ

ム」に基づく取組が進められているほか、「お互いさまスーパー」の設置や、生

活排水処理の広域共同化なども進められているところであります。 

このように、総合戦略につきましては、昨年度は全体的に「概ね順調」に推

移しているものと考えられます。既に今年度も下半期に入っておりますけれど

も、数値目標に達していない施策につきましては更に取組を強化するとともに、

概ね順調に推移している施策につきましても着実に推進してまいりたいと考え

ております。 

なお、資料２－２は、基本目標ごとの数値目標の分析や施策の検証、課題や

今後の対応方針などについて記載したものであります。後ほど御覧いただきた

いと思います。 

次に、地方創生交付金の検証について、御説明申し上げます。資料２－４、

Ａ４のペーパーですけれども、お開き願いたいと思います。１の「地域活性化・

地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）の事業タイプ及び事業数」

であります。本県では、地方創生先行型交付金を４６事業に１５億５，２２１

万円充当いたしました。内訳は、①の基礎交付分に１５億１，６４１万円、②

の上乗せ交付分のタイプⅠに２，５８０万円、③のタイプⅡに１，０００万円

であります。２の「ＫＰＩの達成状況」でありますが、地方創生関連の交付金

につきましては、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定と、外部有識者等の意見

聴取も含めた効果検証が必要とされており、４６事業に関する４８のＫＰＩに

ついて、達成状況を検証いたしました。なお、検証に当たりましては、本審議

会の会長や各部会長なども委員とする秋田県地方創生有識者会議を８月２９日

に開催し御意見をいただいたほか、９月県議会においても報告したところであ

ります。達成度につきましては、表の下の一つ目の※に記載のとおりＡ～Ｄの

四つに区分しており、Ａが４０、Ｂが３などとなっており、概ね達成できたも

のと考えております。各事業の達成度などにつきましては、資料２－５に取り

まとめておりますが、このうち達成度がＣというものが２ページの１７番、「サ

ービス産業ビジネス展開支援事業」であります。また、達成度がＤの３件につ

きましては、３ページになります。２３の「秋田の観光宣伝力強化事業」、次の

２４の「隣県観光誘客促進事業」、それから一つ飛んで２６の「選ばれる観光地

づくり推進事業」であり、いずれも平成２７年度は北陸新幹線の開業ですとか、

前年度行った国民文化祭が終了した反動等によりまして、本県への宿泊者数や

入込客数が伸び悩んだものであります。以上が、地方創生交付金の検証につい

てであります。 

これらの検証結果を踏まえながら、今後の施策・事業の展開を図ってまいり



11 

 

ます。説明は以上でございます。 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。二つの資料に基づきまして説明をいただきました

が、ただいまの報告について、何か御質問・御意見はございますか。よろしい

でしょうか。 

  

８ 議事 

● 三浦会長 

それでは、また後ほど時間も取りますので、今日のメインであります５の「議

事」に入りたいと思います。よろしくお願いします。 

（１）の「各専門部会からの提言について」に入りたいと思います。「第２期

ふるさと秋田元気創造プラン」の次年度に向けた推進方策につきまして、各専

門部会で議論していただきまして、提言をまとめていただいております。戦略

ごとに専門部会長から提言の報告をいただき、その報告についての委員の皆様

からの質疑及び意見交換を行ってまいりたいと思います。全部で六つの部会が

ございますので、前半と後半に三つずつ分けまして意見交換をしてまいりたい

と思います。よろしいでしょうか。 

それでは最初に、産業・エネルギー部会の齊藤部会長から提言をお願い申し

上げます。 

 

◎ 齊藤委員 

 産業・エネルギー部会の齊藤です。私から産業・エネルギー部会の提言につ

いて、説明させていただきたいと思います。資料３－１を御覧ください。この

度の提言書は、「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」の産業・エネルギー戦略

について、各取組の実施状況を踏まえながら、更なる充実に向けて各委員の皆

さんの意見を取りまとめたものであります。 

 最初に、提言を取りまとめるに当たって重視した二つの視点について、申し

上げます。１点目は、「ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進」。施策をより有効

なものにするためには、施策の検証及び評価を行い、目先の変化だけではなく

今後の変化も見据えた上で、施策を改善していくことが重要であるということ

を挙げております。２点目は、「中小企業の強みを活かす施策の推進」でありま

す。過去の高度経済成長の時代は、いかに効率を上げて生産量を増やせるかが

企業の課題でしたが、今日の低経済成長時代では人口減少も影響し、量が縮小

する時代です。今までにない仕事づくりが重要です。そのためには、仕事の本

質を追求する必要があると考えます。仕事とは、我々が皆快適に生きていくた
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めの役割分担だと思います。着るものから食べるものと、すべて自給自足する

のは困難であります。何となく一生懸命努力したら結果が出る時代ではなくな

りました。そこで、各企業が自社の役割とは何かを深めていくことで、自社の

強みに気が付き、自立していくことが求められています。県の施策としては、

個々の企業の強みを引き出すような支援が重要だと考えます。相談窓口や支援

施策の積極的な活用を促すために、具体的な活用事例によるＰＲが重要であり

ます。それでは、各提言について説明させていただきます。 

 ２ページ目の提言１「企業の経営基盤の強化と地域産業の振興について」で

す。提言は、専門的な相談窓口の充実と具体的な相談対応事例の情報発信を通

じて、より多くの中小企業による積極的な相談窓口の活用を促すことです。ま

た、地域に根差した産業振興に関しては異業種企業との連携や、伝統工芸につ

いては海外への販路開拓を視野に入れた支援の重要性を提言しております。事

業承継に関しては、特に世代交代を迎える年齢層への普及啓発や支援の必要性

です。 

 次に、提言２について、「秋田の成長を牽引する企業の育成と成長分野への新

たな事業展開について」でございます。重層的でバランスの取れた産業構造の

構築に向けて、航空機関連産業や情報関連産業などの成長分野への県内企業の

参入促進や、地域経済を牽引するような企業の育成を図るための施策について

提言します。提言は、成長分野への県内企業の参入を促進するため、個々の企

業の持つ強みを高めることやマーケティングの支援のほか、物流コストの低減

を図ることの必要性を挙げさせていただきました。また、中核企業の育成に当

たっては、サプライチェーンの形成を図ること、起業促進については、大学等

と連携した取組による若者の県内定着を図ること、商業・サービス業について

は、商業者間の交流促進による新たな取組の創出を図ることを挙げております。 

 次に、提言３「『新エネルギー立県秋田』の創造と環境・リサイクル産業の拠

点化について」であります。ここでは、新エネルギー関連産業と環境・リサイ

クル産業の更なる振興を図るための施策について、提言をまとめたところであ

ります。提言は、発電施設のメンテナンスや部品供給などの新エネルギー関連

産業への県内企業の参入を拡大するため、風力などの再生可能エネルギーの更

なる導入拡大を図るとともに、県内企業の参入範囲拡大に向けた企業間連携の

促進や、メンテナンス技術者の育成・強化が重要であることを提言させていた

だきました。また、リサイクル技術の高度化への支援についても提言させてい

ただきました。 

 次に、提言４「海外取引の拡大と産業拠点の形成について」であります。県

内企業の海外展開の拡大や港湾機能の強化、成長産業の企業誘致を図るための

施策について、提言を取りまとめております。海外展開に関心を持っている県
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内中小企業が増えてきていることから、東南アジア諸国との経済交流事業の拡

大やフォローアップ、補助制度の充実などを提言しております。港湾機能に関

しては、長期的な視点に立って物流コスト低減に向けた交通ネットワークを整

備することの重要性、また、企業誘致については、県と企業との連携促進のた

めの仕組みを検討することを挙げさせていただきました。 

 最後に、提言５「秋田の産業を支える人材の育成について」でございます。

企業が必要とする人材ニーズを的確に捉えることや、発想力を高めるための人

材育成の重要性を挙げております。また、若者の県内就職やＡターン就職の促

進については、県内企業などに関する情報発信は、本人の就職先に関心を持つ

周囲の人たち、具体的には親御さんや学校の就職担当者といった人たちにも伝

える必要があることを、挙げさせていただいております。 

以上、これらの提言を踏まえ、平成２９年度の取組を更に充実させていただ

きたいということをお願いして、私の説明とさせていただきます。ありがとう

ございます。 

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。続きまして、農林水産部会の深沢部会長よ

り提言をお願いします。 

 

◎ 深沢委員 

 農林水産部会の深沢でございます。よろしくお願いします。当部会では、県

のこれまでの取組や成果を踏まえ、今後いかに秋田の農林水産業の課題を解決

し所得向上に結び付けられるかなど、県の皆さんとこれまで３度にわたり議論

を重ねてきました。そして、次の六つの提言に取りまとめてきたところでござ

います。それでは、提言を御説明させていただきます。 

 資料３－２の１ページ目を御覧いただきたいと思います。はじめに、「強い担

い手づくりと新規就農者の確保・育成について」であります。提言の背景とし

ましては、国の農政改革など農業を取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、

本県の農業が発展していくためには、担い手の経営基盤の強化や多様なルート

からの後継者確保などが必要であることや、中山間地域で営農を担う経営体の

支援が急務であるといったことを踏まえました。一つ目に、地域農業を牽引す

る経営体を育成するため、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化の

促進や、研修制度の充実、農業法人の経営継承の支援を行うこと。二つ目に、

多様なルートからの後継者確保・育成を図るため、県外からの移住就農や中高

年を対象とした就農給付金制度の創設など、新たな視点からの対策を講ずるこ

と。三つ目としまして、生産条件不利な農地の受け手となって農地を集積し、
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営農を展開する経営体に対して支援を講ずること。以上を提言としております。 

 次に、２ページを御覧いただきたいと思います。提言２「複合型生産構造へ

の転換の加速化について」であります。提言の背景といたしまして、県では、

園芸メガ団地の整備などの米依存の生産構造からの脱却に向けた取組により、

えだまめ出荷量日本一の達成などの成果を上げておりますが、こういった取組

を一層加速させる必要があります。また、中山間地域では、収益性の高い園芸

作物の生産拡大などを進める必要があるといったことを踏まえました。一つ目

に、園芸メガ団地などの大規模園芸拠点を全県域に整備し、園芸の大規模経営

体を育成するとともに、えだまめに続き日本一を目指す新たな品目の産地化を

図ること。二つ目に、「秋田牛」の全国ブランドとしての地位確立や比内地鶏の

新たな販路開拓と併せ、畜産の団地を全県域に展開し、畜産全体の生産拡大を

図ること。三つ目に、中山間地域において園芸作物の本作化に向けた支援を継

続するほか、企業などと協働した里地里山の保全活動を促進すること。以上を

提言としております。 

 次に、３ページ目を御覧いただきたいと思います。提言３「秋田の強みを活

かした６次産業化の推進と流通販売対策の強化について」であります。提言の

背景として、６次産業化によって地域としての所得向上や雇用創出につなげて

いくには、生産が拡大しているえだまめなどの加工販売や、企業との連携によ

る販売力強化が必要であります。また、マーケット動向や消費者などのニーズ

に的確に対応した生産販売体制の強化が必要であるといったことを踏まえまし

た。一つ目に、えだまめなどの加工販売による高付加価値化や異業種との連携

強化、農家民宿等のインバウンド態勢の構築など、秋田の強みを活かした６次

産業化の推進を図ること。二つ目に、関西などへの販路開拓や輸出促進など、

秋田の強みを活かした国内外への販路拡大を図るとともに、オリンピック・パ

ラリンピックに向け、県産農産物の供給体制や物流環境の整備に取り組むこと。

以上を提言としております。 

 次に４ページでありますが、提言４「構造改革を支える水田対策について」

であります。提言の背景としましては、近年、米の産地間・銘柄間の競争が激

化しているほか、平成３０年以降の米生産などを見据えると県産米の競争力向

上に向けた取組が必要であります。また、米消費量が減少する中で、飼料用米

などの生産拡大による水田のフル活用が必要であるといったことなどを踏まえ

ました。一つ目に、実需者との結び付きを強化した生産や販売に取り組み、県

産米のシェア拡大を図るとともに、直播技術やＩＣＴ技術などを活用した低コ

スト稲作経営の確立を促進すること。二つ目に、水田農業の効率化や複合化に

対応するため、大区画化や汎用化・畑地化など、ほ場条件の整備を加速するこ

と。三つ目に、水田のフル活用に向けて、「秋田牛」などとも結び付きが強い飼



15 

 

料用米や、近年国内産のニーズが拡大している大豆の作付拡大を推進すること。

以上を提言としております。 

 次に、５ページであります。提言５「木材を優先的に利用する『ウッドファ

ーストあきた』の推進について」であります。提言の背景といたしましては、

スギ資源が本格的な利用期を迎えている中で、木質バイオマス発電などの新た

な木材需要も高まっており、今後は県産木材の需要を更に作り出すほか、森林

資源の循環利用を促進する必要があります。一方、林業従事者の高齢化が進ん

でいることから、若い林業技術者の確保や育成が急務であるといったことを踏

まえました。一つ目に、木材を優先的に利用する県民運動の展開や新たな建築

部材の開発、木質バイオマスの活用などによって、更なる県産木材の需要拡大

を図ること。二つ目に、原木の安定供給体制の整備などの推進とともに、伐採

跡地への再造林の促進により森林資源の循環利用を図ること。三つ目に、将来

を担う若い林業技術者を確保・育成するため、林業大学校の研修内容の充実や

多様な研修制度の創設に取り組むこと。以上を提言としております。 

 次に６ページであります。最後の提言６になりますが、「水産物のブランド確

立と漁業の担い手確保について」であります。提言の背景といたしましては、

消費者の魚離れによる魚価の低迷、ニーズの多様化に対応するためには、ニー

ズにマッチした栽培漁業や県産水産物のブランド化に向けた取組が必要であり

ます。さらに、平成３１年には「全国豊かな海づくり大会」が本県で開催され

ることから、これを契機に水産業の更なる振興を図る必要があるといったこと

を踏まえました。一つ目に、消費者ニーズにマッチした魚種の種苗生産など、

つくり育てる漁業の推進とハタハタ等の適切な資源管理によって、漁獲量の維

持・増大を図ること。二つ目に、少量ながらも多様な魚種が獲れる特徴を生か

した加工や販売戦略により、高付加価値化とブランド化を図ること。三つ目に、

体験学習や技術研修、漁船導入の支援など、漁業の新たな担い手の確保・育成

を図ること。四つ目に、「全国豊かな海づくり大会」の本県開催決定を受け、大

会の機運醸成及び水産業の更なる振興を図ること。以上を提言としております。 

 以上で、農林水産部会からの報告を終わります。 

 

● 三浦会長 

 深沢部会長、ありがとうございました。続きまして、観光・交通部会の打川

部会長からお願いいたします。 

 

◎ 打川委員 

 観光・交通部会の部会長の打川です。この部会では、５月と７月と８月の３

回会議を開催いたしました。委員の皆様からは、大変アイデア溢れる活発な御
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意見をたくさん頂戴しまして、観光、交通、さらには文化やスポーツと、多岐

にわたるテーマについて提言書をまとめたところであります。それでは、提言

の内容について報告をさせていただきます。 

 まず、提言１ですが、「地域資源をフル活用した誘客の推進と受入態勢の整備

について」ということで、まず一つまとめております。秋田県への観光誘客は

なかなか厳しい状況にあり、伸び悩んでいるところであります。その中にあっ

ても、地域資源をきちんと活用しながらＰＲして誘客に努めていかないといけ

ないということで、秋田犬を活用しながら本県オリジナルの地域資源として誘

客を図っていこうというような内容になっております。中段の□で囲った部分

ですが、提言として、旅行者が秋田犬と触れ合える施設を県内各地に拡大させ

ながら、秋田犬を活用した観光地域づくりと国内外からの誘客を積極的に展開

するということであります。この秋田犬につきましては、大館を中心にＤＭＯ

が「秋田犬ツーリズム」として展開しておりますが、県北の地域だけではなく、

秋田県全域において秋田犬と触れ合えるような施設を展開するほか、全県を挙

げてＰＲしていこうというようなことになっております。主要な交通ターミナ

ル、東京メトロや山手線、羽田空港などへの積極的なＰＲ活動をすること。そ

れから、秋田犬を活用しながら雪と戯れるようなシーンを発信しまして、「秋田

犬と雪の秋田」のイメージ化を図ったり、さらには鰺ヶ沢の「わさお」のよう

な秋田犬としてのキャラクターコンテンツを育てて、一緒に朝お散歩できるよ

うなＰＲをしたりと、様々なアイデアが出されたところであります。また、Ｄ

ＭＯの育成を含め、地域との連携による整備を引き続きしていくこと。それか

ら、テレビドラマのロケを誘致して、その地域の発信力を高めていくことも話

が出ております。裏のページになりますが、本県を舞台とするドラマの誘致に

関しては、ＮＨＫの連続テレビ小説や時代劇という切り口もここに文章化され

ておりますが、さらにテレビや映画、漫画の素材としてロケ地になること。最

近の「君の名は。」ではないですけれども、聖地巡礼として訪れる観光客にもＰ

Ｒしていこうということで、様々な切り口から露出をかけたいというような提

言となっております。 

 次のページ、提言２であります。新たな切り口からのインバウンド誘客を進

めていこうということであります。「新たな切り口」というのは、これまでの切

り口と違うということです。どちらかというと、首都圏とか関西圏の空港ター

ミナルなどにおいてＰＲをして進めてきたというのが中心であります。中ほど

の提言の囲みの２番目にありますが、新幹線が北海道に延伸したことを踏まえ

て、セカンドデスティネーション戦略のターゲットを、北海道を訪れている外

国人としてはどうかという提言をしております。このページの下の方になりま

すが、北海道におけるインバウンド宿泊者数は既に５６４万人、本県の９４倍
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になっております。ここでＰＲをさせていただくと、新幹線の効果もあり移動

距離も短いことから、札幌を一度訪れた方が２回目の訪問先として秋田県を選

んでくれるというプロモーションが可能なのではないかということで話し合わ

れました。特に、札幌雪祭りでの秋田の小正月行事のＰＲなどが有効なのでは

ないかという話し合いがされています。次のページになります。４番目ですが、

環日本海クルーズの振興を推進していこうということであります。知事の冒頭

の挨拶にもございましたが、観光クルーズの人気は大変なもので、オリンピッ

クに向けて更に本数も人数も増えると伺っております。こちらの誘致活動を進

めながら受入組織を整えることや、秋田港の環境整備などが必要ではないかと

いうことで話し合いがされておりました。 

 次のページ、提言３であります。「食のＰＲと観光誘客との一体的な取組につ

いて」ということであります。旅行商品の観光客への見せ方としては、なんと

言っても一番魅力的なのが食であります。秋田県の魅力も、大変美味しい素材

がたくさんあるということが一つになっておりますし、近年日本酒の輸出量が

伸びたり、ラーメンやお寿司による日本食のブームがあったりということで、

海外、特に東南アジアを含め、さらには県も先月フランスでフェアを行ってお

りましたが、欧米にもＰＲ先を広げながら、輸出の拡大と魅力の発信をしてい

こうという内容であります。また、訪れた方々に対しては、秋田県はやはりご

はんが美味しくなければいけないだろうということで、観光客に美味しいごは

んを提供するという運動を更に進めていこうとの内容が話し合われております。 

 次に、提言４であります。「文化の継承・創造と地域の元気創出について」と

いう提言であります。地域に根差した伝統文化は次の代へ継承していく必要が

ありますし、文化資源を観光資源として活用することにより地域も活性化して

いくという考えから、更に様々な地域の行事を支援しながら進めていきたいと

いうような内容となっております。特に、ナマハゲにつきましては知名度も発

信力もありますし、きちんと文化が外に伝わるように発信していこうというこ

とで話し合われました。ここには具体的な記載がありませんが、角館のやま行

事や土崎の曳山まつり、花輪囃子、それから秋田県独特の行事である雄物川流

域の各地のぼんでん行事だとか、こういうものをきちんと外に発信していくこ

とが地域力を高めていくためには重要なことだろうということであります。ま

た、２０２０年のオリンピック・パラリンピックに向けて、様々な文化プログ

ラムが組まれるというお話もありまして、これに向けてどんな対応を取ってい

くべきかということも会議の中では触れさせてもらいました。 

 次に、提言５です。今度はスポーツの分野で、「スポーツ合宿の招致とワール

ドカップモーグル大会の継続開催について」という提言であります。２０２０

年のオリンピック・パラリンピックに向けたホストタウンとして、県内では美



18 

 

郷町と横手市が、既にホストタウン登録をしております。このホストタウンを

中心に、今後オリンピックに向けた合宿の誘致だとか様々な対応を支援しなが

ら、オリンピックのウェーブを秋田県にも取り込んでいこうということで話し

合いをされております。また、たざわ湖スキー場において３年間継続開催され

たワールドカップモーグル大会は、継続開催で今動き出しておりますが、これ

を秋田県の目玉行事として「モーグルの聖地・秋田県」というイメージを付け

ながら、２０１８年と２０２２年にアジアで行われる冬季オリンピックの練習

会場とか合宿会場としての誘致もここで図っていこうというような話し合いが

なされております。その裏のページになります。３番目ですが、さらに選手の

養成が重要ではないかということにも意見が及びまして、ジュニア期からトッ

プレベルに至るまでの体系的な一貫指導の体制についても、県として地元のス

ポーツ選手を育てるという立場や、競技力を高めるということが大切ではない

かということで、提言が出されております。 

 次に、提言６です。次は交通・道路ですが、「道路網の整備と『道の駅』の機

能強化について」ということで、提言が出されております。県内の高速道路も

だいぶ開通・着工が進みまして、全体像が見えてまいりましたが、２車線で対

面通行のところがありますので、県内の４車線化に向けた取組というのも進め

てほしいということで意見が出されております。また、スマートインターチェ

ンジの整備も進んでおりますが、このインターチェンジ周辺の開発だとか、既

にあるサービスエリアの機能拡充ということについても意見が出されました。

それから「道の駅」ですが、一般国道等に隣接されて造られていて、大変な人

気で一大観光施設に今なりつつあります。こちらの魅力の向上、情報発信力の

向上も進めていこうということで、話し合いがなされております。 

 次に、提言７です。「持続可能な公共交通の構築について」ということであり

ます。こちらは、三セクの鉄道やバス網と、新幹線も含めたＪＲの鉄道網につ

いての提言ということになります。人口減少が避けられない中、公共交通機関

を維持するということは、やはり大変なことではありますが、通勤・通学など

の生活利用だけではなくて、何と言っても来県する手段としての一次交通がな

ければ、県外から秋田県にいらっしゃるお客さんの道は閉ざされるわけであり

ます。一次交通も含めて、更に充実を図っていただきたいという提言でありま

す。具体的には「三セク鉄道の観光利用の促進」ということで、様々な企画列

車や旅行商品の開発で観光利用の促進をしていただきたいという内容ですが、

委員の意見としては、さらに三セクの駅周辺への公共施設の集中とかインフラ

の整備も含めて、鉄道を利用した方が便利だというまちづくりも検討するべき

ではないかということで意見が出されました。それから、３番目です。「奥羽・

羽越両新幹線の整備に向けた取組」も、引き続き取り組んでいきましょうとい
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うことであります。先ほども申し上げましたが、一次アクセスを強化しないと

他県から秋田県へ来県する手段が狭くなって、ボトルネックになってしまいま

す。来年の３月には開業２０周年を迎える秋田新幹線でありますが、片側交互

通行を解消するような複線化の運動も進めるべきではないかということで意見

が出されておりました。 

 以上、大変多岐にわたる分野で様々な切り口からの提言書ということになり

ましたが、来年度平成２９年４～６月は、ＪＲ東日本の重点販売地域に秋田県

が指定され、重販のキャンペーンが行われることになります。デスティネーシ

ョンキャンペーンからの一連の流れとして、恐らく最後のキャンペーンになる

かと思いますが、これに向けて様々な取組をしつつ、２９年度に実りのある事

業を行っていただきたいという提言になっております。以上です。 

 

● 三浦会長 

 はい、ありがとうございます。ただいま、産業・エネルギー部会、農林水産

部会、観光・交通部会から提言をいただきました。これらにつきまして、皆様

から御意見・御質問がございましたら受け付けたいと思います。どなたかいら

っしゃいますか。はい、川村委員。 

 

◎ 川村委員 

 秋田大学の川村と申します。観光・交通部会の御提言を伺いまして、大変賛

成するところがありましたので、希望を述べることをお許しいただければと思

います。資料３－３の提言書の提言１に関しまして、このページの下の方の「具

体的な取組方策」の２番目、「体験型プログラムへの、本県への地域資源の積極

的な活用」、是非ここもお願いできればと思います。 

 私は、この中の１行目にありますジオパークの研究に、２年前まで科学技術

振興機構等の国の研究助成をいただきながら取り組んでおりました。それが終

わってからも、県外からの修学旅行の団体が来て活用している話を伺いますし、

今年の夏も東京の方から私立学校の先生が是非子どもを連れて来たいというこ

とで来られました。子どもの反応を直に伺ったのですが、喜んでおりました。

教科書に載っているような、まさに実物が秋田県の男鹿半島にあるということ

で、満足されて帰られました。是非教育団体の利用を今後も進めていただけれ

ばと思います。 

 一方で色々なジオパークの中で課題として、ガイドの質の向上をこれからど

う取り組んでいくかということを聞いております。既にいくつか教育団体の利

用がある中で、その方の満足度を一層高めると利用が今後増えると思いますの

で、是非観光資源として体験型プログラムの満足度を高める取組も一層お願い
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できればと思います。以上でございます。 

 

● 三浦会長 

 どうも貴重な御意見ありがとうございました。どなたかほかにございますか。

はい、どうぞ。 

 

◎ 正木委員 

 ドリームリンクの正木と申します。今回私は農林水産部会に参加させていた

だきましたが、話している内容が観光であったりインバウンドであったり、人

材教育であったり人材採用であったり、色々な部会とリンクするところが多い

なとすごく感じました。今後「派閥横断」と言いますか、「クロスボーダー」と

言いますか、もちろん県ではやってらっしゃると思いますが、一体となって議

論できる環境づくりがもっと出てくると、より深みのある現実的な議論になる

のかなという感じがいたしました。以上でございます。 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。本日は専門部会からの提言を踏まえて、時間はち

ょっと短いですけれども、担当部会を越えて御意見をいただける機会と捉えて

おります。どうしても提言も長いものですから。今のような「クロスファンク

ション」と言いますか、これが新たな力を生み出すと思いますので、大変貴重

な御意見ありがとうございます。 

 ほかに、どなたか御意見はございますか。今申し上げたように自分の所属部

会に関係なくて結構ですので、どなたか。はい、涌井委員お願いします。 

 

◎ 涌井委員 

 ＮＨＫの涌井でございます。ドラマの誘致ということで、大変ありがたく拝

見しております。今どういう状況なのかということを、一言付け加えさせてい

ただきます。ＮＨＫには、本当に色々な自治体の市長であるとか知事が、非常

に頻繁に「ドラマを是非やってほしい」と訪れておられます。まだ秋田はそう

いう動きがないと思いますので、秋田でも手を挙げていただきましたら、私ど

も秋田放送局は支援をさせていただきたいと思いますので、実現できると良い

なと感じました。当然ドラマをやりますとロケで人は来ますし、その後観光客

が来ます。それから、さらに海外でも放送されますので、そうすると外国人の

観光客も来るということなので、是非頑張っていただきたいと思います。 

 

● 三浦会長 
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 どうも、大変力強いエールをありがとうございます。涌井局長は、海外のＮ

ＨＫの放送で竿燈を中心に秋田をメディアに非常に流していただいております

ので、是非皆さん、奮って積極的に提案をいただければと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 ほかにございますか。まだ３部会残っておりますので、この辺で次の３部会

の提言を受けまして、また時間を取りたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、進めさせていただきたいと思います。続きまして、健康・医療・福

祉部会でございますけれども、伊藤部会長からよろしくお願い申し上げます。 

 

◎ 伊藤委員 

 健康・医療・福祉部会からの提言について、御説明いたします。当部会では、

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」の戦略４「元気な長寿社会を実現する

健康・医療・福祉戦略」に関わる県の取組の中で、今後、特に力を入れて取り

組むべき施策について提言をまとめました。資料の３－４に基づいて、説明を

いたします。 

 まず、１ページ目を御覧ください。提言１としまして、「総合的な健康づくり

を目指す取組について」を挙げました。背景について簡単に説明いたしますと、

御存じのように本県の高齢化率は全国一高い状況が続いておりまして、平成 

２８年７月現在では３４．６％です。平成５２年には４３．８％になると推計

されております。こうした中で、県民が生涯にわたって元気に安心して地域で

生活できる社会を構築するためには、心身ともに健康で自立して暮らすことが

できる期間であります「健康寿命」を伸ばしていくことが重要であります。し

たがいまして提言といたしましては、１番目として、がんや脳卒中、心疾患、

糖尿病などの生活習慣病の予防に向けた取組として、小中学生などできるだけ

若い世代からの普及活動と、年齢やライフステージに応じた生活習慣の改善へ

の取組のほか、糖尿病予防対策にも力を入れていく必要があります。２番目と

しまして、たばこによる健康被害対策を推進するため、県が策定した「受動喫

煙防止対策ガイドライン」の周知とともに、行政・企業・団体等が一体となっ

て取組を強化していく必要があります。３番目として、働き盛り世代の健康指

標の改善に向けて、企業経営者等に対し従業員の健康管理への意識向上を図る

ための普及啓発活動を推進していく必要があります。４番目といたしまして、

特定健診やがん検診の受診率の向上を図るため、県と市町村の連携強化、そし

て分かりやすく役に立つ情報発信により県民意識の醸成を図ること。５番目と

いたしまして、高齢者については、トータルの肺炎予防対策といたしまして口

腔ケアや誤嚥の予防などに取り組むとともに、市町村が行うワクチン接種事業

を支援することについて、提言いたしました。 
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 次に、４ページを御覧ください。提言２では、「地域で高齢者等を支える取組

について」を挙げました。背景として、高齢化の進行が著しい本県では、平成

３７年度には要支援・要介護認定者数が８万８，０００人、それから認知症有

病者数が５万３，０００人に達すると見込まれておりまして、それに伴いまし

て医療・介護・福祉サービスを必要とする県民の更なる増加が予想されます。

また、障害者につきましても、平成２７年度末で９万０，３６４人と、平成  

２０年度末に比べて６，５７４人も増加しております。こうした状況の中で、

高齢者や障害者等が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、医

療・介護・福祉の分野の連携を強化し、それぞれの地域の実情に応じた切れ目

のないサービスの提供体制を構築することが重要であります。したがいまして、

次のように提言をまとめました。１番目として、高齢者や障害者等が抱える様々

な問題やニーズについて、地域で対応・支援する体制づくりを促進するため、「地

域包括ケアシステム」の早期構築に向けて市町村における人材の育成や、ＩＣ

Ｔ、すなわち情報通信技術を活用した医療・介護・福祉のネットワークづくり

などを行っていく必要があります。２番目としまして、増加が見込まれる認知

症患者に対しては、早期発見・早期対応を行う人材の養成や支援機関の設置と

ともに、県民への理解促進を図るなど多くの関係者の連携による総合的な取組

が不可欠であることから、より身近で専門的な相談や診断・治療を受けられる

よう、「認知症疾患医療センター」の開設や、「認知症初期集中支援チーム」、「認

知症地域支援推進員」の設置に向けて、市町村への支援を強化すること。３番

目としまして、障害者の社会参加に向けたサポート体制の充実により、様々な

ニーズに対応可能となるよう、きめ細かな施策の展開を図ること。そして４番

目としまして、高齢者や障害者に対する差別や偏見を除去し、虐待の防止を図

るために、県民の理解を一層推進するなど、高齢者等が安全・安心に生きがい

をもって暮らせる環境づくりを進めていくことを提言しております。 

 次に、提言３についてです。７ページを御覧ください。提言３は、「地域医療

の充実について」でございます。背景といたしまして、高齢者の増加に伴う医

療・介護需要の増加が見込まれることから、高齢者のニーズに合った医療及び

介護の提供体制の確保が重大な課題であります。限られた医療資源の中で、質

の高い医療を提供する体制の確保に向けて、医療機能の分化・連携を進め、そ

れぞれの地域の実情に合った医療及び介護サービスの充実を図ることが重要で

あります。提言内容としまして、１番、県民が安心して医療を受けられるよう、

病状に応じた切れ目のない医療提供体制の確保や救急医療体制の充実を図るこ

と。２番、県民の理解を得ながら、病院機能の分化・連携を推進するため、医

療資源の効率的な活用など医療機関情報を分かりやすく提供していくこと。３

番目といたしまして、患者の診療情報を共有し医療機関相互の連携・機能分担
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を円滑にする、ＩＣＴを活用した「秋田医療連携ネットワークシステム（あき

たハートフルネット）」の利用拡大を図ることを提言しております。 

 次に、提言４でございます。８ページを御覧ください。提言４としては、「自

殺対策について」を挙げております。背景につきましては、本県における自殺

率は平成７年から２５年まで１９年連続で全国で最も高い状況が続きまして、

平成２６年におきましては一旦最下位を脱したものの、２７年は再び最下位で

す。県内の自殺率は６年連続で減少はしているものの、減り幅は鈍化しており

まして、依然として全国平均との間には乖離があるため、自殺対策の一層の推

進を図る必要があります。そのため、１番目として、よりきめ細かな自殺対策

を推進するため、家庭・職場・地域における気づきや見守りの促進等に向けた

普及啓発を強化し、民・学・官一体となった施策を県民運動として展開するこ

と。２番目として、若年層向けの啓発として、学校において児童・生徒の心の

健康づくりを図る教育・啓発を行うこと。３番、自殺対策は健康のみならず経

済・雇用など様々な要因と関係することから、地域づくりの問題として、引き

続き「秋田県自殺予防対策推進会議」などの場を活用して各部局が有機的に連

携し、対策を効果的に推進すること。４番、地域で身近な人の変化に気付き必

要に応じて相談機関につなげることができる「ゲートキーパー」等の人材を県

内全域で幅広い年代で養成するなど、支援体制を強化していくことなどを提言

としております。 

 以上、戦略４「元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略」の推進に

ついて、提言いたします。当部会で所管する健康・医療・福祉分野は、県民に

とって最も身近であると考えております。健康で安心した生活を送る上で根幹

となる分野ですので、是非とも積極的に取り組んでいただきたいと思います。

以上でございます。 

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。続きまして、教育・人づくり部会の高橋部

会長からお願いいたします。 

 

◎ 高橋委員 

 報告申し上げます。当部会では、事務局から教育を巡る現状と課題について

丁寧な説明を受けた上で、それを踏まえて各委員が更に推進すべき問題、ある

いは新たな視点などを巡って議論を戦わせました。３回の部会を通じてまとめ

たものが、以下の提言書ということになります。最初は７項目くらいあったの

ですが、まとめられるべきはまとめ、整理すべきは整理して、三つに焦点化い

たしました。 
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資料３－５を御覧ください。提言１は、「校種を超えた系統的な理数教育の推

進」ということです。これについては、先ほどから話に出ております、県で今

推進している航空機産業とか自動車産業について、教育としても関わる必要が

あるのではないかという問題意識の下で話し合われました。全国的に工学系学

部への志願者も減っていて、本県も例外ではありません。さらに、県の学習状

況調査によれば、理科が好きな小学生の割合は８９％と高いものの、理科や科

学技術に関する職業に就きたいと思う児童・生徒の割合は６年生で３４％、中

３で２７％と低いです。好きだけれども職業に結び付いていないという実態が

浮き彫りになりました。したがって、今後の産業構造を見据えたキャリア教育、

理科や数学などの科目がどのような職業や将来に結び付くのかということを、

意図的に強い角度を付けて教育することが必要ではないかというふうに考えた

わけです。また、科学技術には国や地域の違いはありませんので、やはりグロ

ーバル、英語コミュニケーションはどうしても欠かせません。そういった問題

も合わせて考えていこうということで、以下四つの提言にまとめました。下の

「具体的な取組方策」というのは、提言につながっていますので、併せて御覧

いただきたいと思います。１番は、「幼少期から理科・科学に対する興味・関心

を醸成する取組を推進すること」。具体的には下の方を御覧ください。読書ボラ

ンティアの読み聞かせは、文学や絵本、小説や物語や童話などに偏りがちです

が、読書というのはもっと幅広いものであることから、自然科学などの本を積

極的に取り入れることで、幼少期からそういうものに関心を持つ環境を整える

べきだということです。２番は、「『ものづくり』や『新しい産業』において創

造力を発揮するため、複数の理数系教科で学んだことを活用する系統立てた教

育について検討すること」です。大学入試改革においても教科の枠組みを超え

た入試方法が今検討されていることも併せまして、教科の枠組みをいかに超え

るか。そこに新しい可能性があるのではないかということを考えて、検討を続

けるべきだという判断をしました。下の方で見ますと、理科系に限らずそれぞ

れの教科が分断的で独立しているのですが、世の中の現象に関してはつながっ

ていたり横断的であったりするわけであります。そういったところを教育の中

で明らかにしていくということが、子どもたちにとっても興味・関心を喚起す

る一つの手立てになるのではないかと考えております。３番は、理科や科学技

術に関する職業への就業意識を醸成するため、小中学校のキャリア教育に本県

の産業構造に関する今後の視点を取り入れるということで、航空機産業や自動

車産業をキャリア教育の中にどう組み込んでいくか。抽象的なものではなくて、

それが秋田県のどういう課題とつながっていてどういうメリットを出すのかと

いうことを、具体的に授業の中で示していくような工夫が必要ではないかと思

われます。４番は、科学技術分野等において、英語で自分の考えを表現して適
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切に交渉する人材の育成に向けて、県内高校と海外高校との相互交流の取組を

一層推進することにより、英語コミュニケーション能力の向上を図るというこ

とであります。科学技術分野に限ったわけではないですが、その辺も視野に入

れて更に展開していくということを提言したいと思います。２ページ目の４番

のところに詳しく書いてありますが、特に県内の高等教育機関には国際教養大

学などもございますし、そこへの留学生であるとか外国人の教員であるとか、

そういった方々とより関係を深めることによって、秋田県にいながら国際化を

小中学校においても体験させられるという可能性を、更に探っていく余地があ

るのではないかと考えます。 

提言２にまいります。３ページです。提言２は、「地域社会で教育を支える体

制づくり」ということです。その背景には、学校が抱える課題が複雑化・困難

化している状況の中で、これらの課題を解決していくためには学校だけではな

くて地域社会における教育の取組が重要であり、地域住民の参画・協力の重要

性が増しているということは一般的にも言われていることであります。それに

学習支援であるとか読書活動といったことを盛り込んでいって、よりスケール

の大きな地域と学校との連携を考えてはいかがかということが背景にございま

す。提言を御覧ください。１番ですが、「学校と地域が一体となり、それぞれが

抱える様々な課題の解決に取り組むとともに、学校を核とした地域づくりを進

めていく新たな体制づくりを推進すること」ということです。今までももちろ

ん関係はありますが、学校がむしろ中心となって様々な地域の問題に取り組み、

地域住民が学校に集うことによって、教育だけではなくて色々な問題を考えて

いくというような体制がつくれないか。具体的な取組方策のところですが、「次

世代型コミュニティ・スクール」の推進ということで、現在も一部で実行され

ていますけれども、保護者や地域住民等の意見を学校運営に反映させる「コミ

ュニティ・スクール」を文科省が強く推進しているところです。それを更に発

展させて、ただ協議会をつくるのではなく、より地域と密接に結び付いて複雑

化・困難化する学校や地域の様々な課題に関わっていく、「次世代型」というと

ころがポイントですが、「次世代型コミュニティ・スクール」を推進するという

ことを提言したいと思います。この背景には、子どもの貧困問題とか貧困の連

鎖という問題があります。地域が支えなければ教育が受けられない、あるいは

学力が付かないという状況も視野に入れながら、地域でいかに貧しい家庭の子

どもたち、あるいはそれが連鎖していく状況を食い止めるかということを考え

る必要があるということです。２番は、「全ての子どもに質の高い学習支援を提

供するため、幅広く地域の協力を得ながら子どもたちが学ぶことのできる仕組

みづくりを推進すること」です。具体的には下の方ですが、学生ボランティア

や退職教員などが中心になろうかと思いますが、地域住民の協力を得ながら放
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課後・休日・長期休業中に無料で利用できる学習支援の場を整備するというこ

とを、一部の地域では行われているのですが、それを更に大きなスケールで全

県的に展開していくための準備を進めていただきたいということです。これは

貧困の問題とも関わりますが、例えば学習塾に行けない子ども等に対して、地

域として無料で学力を保障するということになるわけです。学力テストトップ

クラスというようなことが今年も維持されて、非常にホッとしているところで

すけれども、そのためにというわけではないのですが、全ての子どもたちの力

を底上げしていき伸ばしていくということは、非常に大事な視点でしょうし、

秋田県がこの後もまたトップクラスを維持していくためにも有効な方法ではな

いかと考えます。３番は、「学校と地域が連携した学校安全活動の取組が十分と

は言えない」、これも一部ではやっているのですけれども全県的な取組にはなっ

ていないので、「地域社会全体で学校安全に取り組む体制づくりを推進する」と

いうことを提言しております。４番は、読書活動です。読書活動の推進を県で

はやっておりますけれども、それが教育とどういうふうに結び付くのか、「更な

る展開を図っていくため、地域において読書活動の普及に取り組む団体・個人

を増やしていく取組を推進すること」です。それぞれ分断するのではなくて、

その地域で核になっているような組織や団体と連携することで、隅々まで行き

渡るような仕組みをつくっていく必要があるのではないかということを考えて

いるわけです。 

最後は、５ページの提言３です。「教育留学の拡大と秋田の教育力の発信」と

いうことで、本県の教育レベルの高さはもちろん知られてはいるのですが、よ

り具体的に、例えばどのようなシステムでやっているのかとか、きめ細かな指

導の内実だとか、学校と地域との連携などといったことについてはまだまだ周

知されているとは言い難いです。こういったことを様々な方法を使って更に発

信していくことが大事なのではないかということで、提言の１～３を考えたわ

けです。１番は、「本県の優れた教育環境に関するアピール効果が高い教育留学

事業における受入体制の充実を図ること」です。これも既に行われていますが、

申込が殺到してたちまち人数が埋まってしまうという事態もありますので、更

に拡充していく余地はあるだろうと思います。２番は、「教育留学事業の参加者

に県内高等教育機関をはじめとした本県の教育資産の魅力を知ってもらうため

の取組を推進すること」です。ただ来ていただくというだけではなくて、せっ

かくなので県内にある高等教育機関でやっている様々な取組であるとか良さも、

来たついでにと言うと語弊がありますが、色々なところを知っていただくと進

学につながるほか、秋田県における高等教育の存在感を示すということにもな

るのではないかと感じました。３番は、「本県の優れた教育環境とその取組を広

く知ってもらうため、様々な機会を捉えて情報発信に努める」です。教育とい
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う分野は、先ほどどなたかの御意見にもございましたが、分野に閉じるもので

はなくて、関係した様々な部局や自治体と連携することで教育に閉じないで広

く発信していく必要があるだろうと考えたわけです。 

以上、提言の背景と提言、そして具体的な取組について御報告申し上げまし

た。 

 

● 三浦会長 

 どうも、高橋部会長、ありがとうございました。次に、地域力創造部会の山

本部会長から提言をお願いいたします。 

 

◎ 山本委員 

 地域力創造部会より御提言申し上げます。この部会では、人口減少・少子高

齢化社会に向けて、移住・定住の促進、結婚・出産・子育てにやさしい社会の

実現、地域協働社会の形成ということを主に議論しております。部会は、私と

山﨑委員、藤原委員、丑田委員の４名の顔触れですが、この委員の皆さんが非

常に熱心で、通常の部会の論議だけではとてもまとめることができないので、

少しメールで議論を深めましょう、ということになりました。委員の皆さんか

ら届いたメールは、２００通ほどに上りました。提言を具体的にまとめるため、

委員だけで集まりましょうということもしました。委員の知識や理解の不足な

どによって偏った提言になってはならないということで、それとは別に県の実

務方の皆さんとディスカッションさせていただく機会も設けました。このよう

な背景の下、提言書は委員の手で草稿を作り、そこに県から意見をいただいて

積み重ねていくということにしましたので、長めの文章になっております。言

い回しなどを含めて、委員の思いが込められたものになっていると思っており

ます。 

 春から夏にかけては、斬新なアイデアがたくさん寄せられました。それらを

取りまとめて、次年度の施策に加えていくように提言すれば良いと考えており

ました。ところが、夏が過ぎて更に議論を深めていきますと、原点に帰ってい

くとでも言うのでしょうか、色々な花を咲かせていくということよりは、今あ

るものをきちんと機能させていくことが一番大事だねというような議論に変わ

ってまいりました。端的な症状を申し上げますと、例えば本日の「第２期ふる

さと秋田元気創造プラン」あるいは「あきた未来総合戦略」の評価において、「移

住・定住対策」や「少子化対策」、「新たな地域社会の形成」はいずれも「概ね

順調」であります。しかし、人口の自然減や社会減の抑制、出生数などの数値

にその結果が兆候として現れているふうでもないのです。また、「県民意識調査」

では、少子化対策、子どもを産み・育てる環境などについて、「不十分」だとい
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う否定的な見方が大勢を占めています。肝心な２０～３０歳代の７割～８割が

ネガティブに受け止めていることに問題意識を働かせるべきかと思います。同

じようなものを見ているはずなのに、立場の差があるにせよ、なぜ白と黒の差

ほどの違いが出てしまうのか。戸惑うほどに不思議なことだと感じられます。

この「戸惑うほどの不思議さ」を深くえぐっていかない限り、前に進まないね

ということが部会の総意であります。 

浮かび上がってきた三つのキーワードがあります。はじめに、「第三者と当事

者の視点」ということ。次に、「創意工夫による再設計の視点」ということ。最

後が、「協働の視点」であります。提言１を代表として説明します。県では、子

育てに関し「全国トップクラスの経済的支援」を行っていると自負しておりま

す。また、結婚から出産、子育てまでの「切れ目のないサポート体制」を築こ

うとしています。ですから、子育て対策は「概ね順調」なわけであります。と

ころが、これを先ほどの「第三者と当事者の視点」で捉えるとどうなるでしょ

うか。「切れ目のないサポート」について、他の県や国の先進事例も踏まえたあ

るべき姿と、現在の秋田の姿が客観的に捉えられ、ギャップやＳＷＯＴ分析な

どがされているでしょうか。どこを目指し、何をやっていくかの道筋が見えて

いないようにも感じられます。また、これらの施策は当事者であるパパママ世

代、あるいは次の親世代に向けて、きちんと寄り添うように届けられているで

しょうか。例えば、「切れ目のないサポート」というお題目の中、県のホームペ

ージはそれぞれ主管の部・課単位のぶつ切りの状態であります。結婚するとき、

子どもができたとき、産まれたとき、保育所に入るとき、進学のときなどのス

テージに変えていくべきであります。市町村で開催される「子ども・子育て会

議」はどうでしょうか。この場が子育て議論の場として、ホットなものになら

ないといけないと思います。進捗管理にとどまっているのが実態ではないでし

ょうか。県民の目から見ますと、子育て対策はまだまだ「不十分」なのであり

ます。この際、今県や市町村が行っている施策をすべて棚卸しして、行政の目

線ではなくて当事者目線で再評価をするということをしてみてはいかがでしょ

うか。「切れ目のないサポート」に、本当に隙間はないのか。逆に、ダブりや要

らないものはないのか。あるけれど、使いづらいものはないのか。行政よりも

民間に委託した方が効率的な事業があるのではないか。それらの情報が、分か

りやすく整理して届けられているか。次は、「創意工夫による再設計の視点」で

す。現在の財源そのままに、最大限の効果を上げるということであります。取

捨選択があり形の選択があって、リソースの組み替えが生じます。民間のパワ

ーを生かすために、お金の流れを変えることも必要になります。この問題は、

県民が自分たちの問題であるという意識を持たない限り解決しないことであり

ます。そのために、自ら行動しようとするパパママ世代のグループに的確な支
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援を行うことが必要になってきます。これが、最後の「協働の視点」につなが

ってきます。企業やＮＰＯなどを含めた民間や住民グループとの協働を進め、

県民の社会運動になっていくような機運づくりが大事であろうと考えている次

第です。地域力創造を叶える救世主はいないのであって、また、要らないのだ

と思います。今あるものを、目線を変えて設計し、多様な力を生かしていくこ

とであります。「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」の最終年に向けて、是非

具体的な行動を起こしてほしいと願うものであります。 

内容の説明は割愛しますが、提言２には、「仕事と子育てを両立できる社会、

女性が輝く社会づくり」として働き方の改革を、提言３では、「秋田ファンづく

りと移住・定住の促進」で起業や地域おこし協力隊の定着の推進を、提言４で

は、「地域協働の多様性のサポートについて」を提言しております。基本的には、

いずれも先ほどの三つの視点を共通軸にしたものであります。どれにもまだま

だやれることはあるし、また、やるべきことはたくさんあるなというのが、私

たち委員の所感でございます。県の力強いリーダーシップに期待しております。

以上で、提言とさせていただきます。 

 

● 三浦会長 

 どうも、山本部会長ありがとうございました。以上、後半三つの部会からの

提言をいただきました。ここで皆様から、御意見・御質問・補足等あれば、い

ただきたいと思います。どなたか、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

 

◎ 藤原委員 

 教育になるか、もしかしたら産業にも絡むのかもしれません。私は昨日、白

神山地に国際教養大学の留学生を案内したのですけれども、やはり世界中から

来ているなと実感いたしました。彼らはその場では発信できないですけれども、

動画を撮りまして友達に発信してくれると思っています。そこのところをどこ

で捉えてくれるか。彼らがもしかしたら秋田県との架け橋になってくれるかも

しれません。今は秋田大学にも海外から多くの学生が来ておりますけれども、

彼らと一緒に協働しようという視点があってほしいなと思うし、もしかしたら

彼らが秋田県に残って起業してくれるということも期待できないのかなと思い

ます。そういう視点があれば、やはりかなり未来に向けて開けたものになるの

かなという感じがしています。 

 それから、最後の山本部会長の話のところで、私はＮＰＯをやっていますの

で、ＮＰＯとして一つお願いがあります。たしかに、秋田県ではＮＰＯがあま

り活発ではないという新聞記事も出ておりますけれども、中にはかなり頑張っ

ているところもあって、地域のことをかなりよく分かっているＮＰＯもあると
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思います。秋田県の企業、できれば中小企業が良いと思いますが、そういうと

ころとＮＰＯをつないでくれないかなと考えています。我々も頑張って、こん

なことをできるということをＰＲするのですけれども、県で、民間の中小企業

と地域の問題を解決しようと努力しているＮＰＯをつないでいただければと思

います。企業も持続可能なビジネスだとすれば乗ってくると思うので、県の方

で橋渡ししてくれることはないのかなと思います。 

 

● 三浦会長 

 ２点ですね。どうも、貴重な意見をありがとうございました。ほかにありま

すでしょうか。はい、どうぞ。 

 

◎ 山﨑委員 

 ＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄの山﨑と申します。私も山本部会長の下、地

域力創造部会に所属しておりました。先ほど部会長もおっしゃっておりました

ように、少子高齢化の問題や人口減の問題を「仕方がない」と諦めずに、県民

が自分たちの問題であるという認識を持ち、考え行動していく主体性を育むた

めにも、協働の促進というのは重要だと感じております。戦略６にあります協

働に関する方針には、協働の多様な担い手の確保や人材育成を図ることが謳わ

れております。先ほどの藤原委員のお話にも通ずるものがありますが、私も長

年ＮＰＯ活動をして思うことは、協働に関するマネジメントをできる人やコー

ディネートをできる人が県内にはまだまだ少なくて、是非この機会にそれらの

育成にも力を注いでいただければと感じています。協働の本来の目的でありま

す地域の問題解決度からの評価や、効果的な見直しを図ることはもちろん重要

ではありますが、成果を生み出す協働を推進するためにも取り組んでいただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

● 三浦委員 

 どうも、建設的な御意見をありがとうございました。当局の方もよろしくお

願いいたします。ほかにございますか。前の三つの部会も含めて全体を通して

結構でございますから、よろしいでしょうか。本日は委員の皆様にお諮りいた

しまして、この六つの専門部会からの提言を、総合政策審議会として県へ提言

させていただくということでございますので、まだ何か申し添えることがあれ

ばいただきたいと思います。 

発表時間も十分でなかったですけれども、今の山本部会長のお話のとおり専

門部会でお忙しい中揉んでいただきまして出た提言でございます。今回の六つ

の提言について、審議会から県へ提言するということでよろしいですか。 
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 【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 それでは、県には、提言や貴重な建設的な意見が出ておりますので、それも

踏まえて今後の予算編成や「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」の推進に是

非取り組んでいただきたいと思います。また、予算への反映等の提言に対する

対応状況については、当局から審議会委員の方に適宜分かるような仕組みをつ

くっていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

長時間にわたりまして、ありがとうございます。 

 

９ 知事所感 

● 三浦会長 

 まだまだ意見を十分に述べていない方もいるかと思いますが、時間の関係も

ありますので、ここで知事の方から全体を通した所感をいただきたいと思いま

す。佐竹知事、よろしくお願いいたします。 

 

□ 佐竹知事 

 皆様には大変御難儀をおかけしまして、真剣な議論な中でこのように御提言

いただきましてありがとうございます。具体的なものもございますし、大変示

唆に富む御提言もございます。そういう中で、私どもも今後これを更に咀嚼し

て、どういうふうにこれを生かしていくかということだと思います。県の裁量

権でできるものと、特に福祉政策などは縦割りですので、どちらかというと国

との関係でそう簡単にいかないものもございます。どう工夫すればより分かり

やすいかという視点も当然必要であろうと思います。ただ、我々がかなり具体

的に力を入れている部分であっても、前向きに捉える方とそうでない方の意識

の違いも大分あるのかなと思います。そこら辺をいかに平準化するか。よりよ

く分かってもらえるようにするという工夫も必要であろうと思います。 

また、若干言い訳がましいですが、「県民意識調査」では「十分」と「不十分」

が出ているのです。あれは足しても２割か３割です。「ふつう」というのが中に

あって、「ふつう」が大体一番多いのです。例えば「不十分」だという方が２割

いて、「十分」だという方が１割いると、あとは「ふつう」なのですね。ですか

ら、９割がダメだと言っているわけではなくて、２割がダメだと言って、他の

県と同じようだという「ふつう」が、より良くなればいいのでしょうけれども

多いのです。そこら辺にどうも誤解があるようです。ああいうものを途中で意

識的に変えるわけにもいきませんので。毎年同じようにやらないとスタンダー
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ドが違いますから。 

これは経済と相当関係がありますね。最近良くなってきたなと思うのが、特

に雇用と産業振興です。これに対して重点的に取り組んでほしいという回答が、

この１年でガクッと減っています。たしかに税収を見ると、この１年で県民所

得が上がっていますね。給料が上がっています。それから、雇用状況が大分良

くなって、逆に今は人手不足という状況です。実は、バブルのときに企業誘致

をやめろという声が多かったということがありました。でも、最近の企業は非

常に賃金が高いのです。特に車関係や航空機関係、あるいは、ソフトウェアで

もかなり高度なものは相当高いです。逆に言うと、秋田で高くすると地元企業

に迷惑をかけるだろうということで、本社の７割にしても高いです。そういう

ところに人がすごく集中するものですから、そういう企業が来て、高校生でも

就職ができるところは非常に評価が良いですね。ところが、そういう企業が来

ていないところはグッと下がるのです。ですから、なかなか難しい議論ですけ

れども、いずれ秋田県全体の底上げを図るためには必要です。やはりそれに応

じて、地域の中小企業も側にそういうものが来ると努力して上げますね。それ

に応じて少しずつ給与水準が上がります。すべての方に上手くいくというわけ

にいきませんから、これはこれで仕方がないと思っておりますけれども、頑張

るところは一生懸命やろうということで今頑張っております。 

来年の予算編成にこういうものをいかに反映させるか。あとは制度設計につ

いて、もう一回御提言に基づいて見直しながら、これから頑張ってまいりたい

と思いますので、一つよろしくお願いいたします。今日は、本当にありがとう

ございました。 

 

● 三浦会長 

 佐竹知事、どうもありがとうございました。また、今回各部会長はじめ、各

委員の皆様、提言までまとめていただいて本当にありがとうございました。特

に山本部会長から御意見が冒頭にありました評価の考え方ですが、いわゆる県

民目線でよく評価を考えるという非常に大事な視点であります。 

また、私も知事もいつも口にしていることでありますけれども、行動してい

くのは我々一人ひとりの中小企業であり、それぞれの家庭であり、あるいはそ

れぞれの人であります。たくさんの建設的で前向きな意見もいただきまして、

本当にありがとうございました。どうか皆さんのお力を借りながら、秋田県創

生のために向かっていきたいと思います。本日は大変長時間にわたりましてあ

りがとうございました。 

これでマイクを当局へお返しします。 
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１０ 閉会 

□ 妹尾企画振興部次長 

 長時間の御審議、ありがとうございました。本日いただきました御提言に対

する対応状況につきましては、来年度予算が確定した段階で各委員の皆様へお

知らせしたいと考えております。 

以上をもちまして、平成２８年度第２回秋田県総合政策審議会を閉会いたし

ます。本日はどうもありがとうございました。 

 


