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（山本地域振興局）

平成29年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：魅力的な職場と仕事～県内定着の促進～

日 時：平成29年７月21日（金） 14:00～16:30

会 場：【視 察】大栄木工株式会社

【意見交換】能代工業団地交流会館テクノサポートハウス第一研修室

（知事あいさつ）

大変お忙しいところ参加いただき感謝する。

知事の業務上、各市町村長や農協の組合長など各団体の幹部とは意見交換する機会があ

り団体の意見は聞こえてくる。しかし、それだけでは現場の話は上がってこない。私が知

事になってからはいろんな分野の現場の職員と意見交換する機会を設けている。今日の会

では管理職もいるし、勤めて間もない職員もいる。現在秋田県では人手不足であり、その

中で人口減少も進んでいるということで、県としてはできるだけ地元に残ってもらいたい。

全体の景気は世界的なものであるので、県や国では左右できないが、地域の働きやすい環

境づくりや地元企業の発展の補助は産業政策として県としても行うことはできる。そうい

う意味で企業の経営者側の皆様や、県内に勤めている若手の方の両側から自分のやってい

る仕事での夢や課題、問題点について思うところを話していただき、他の産業の意見交換

会で出た意見等と合わせたときに見えてくる共通項を県として政策にして対処していきた

いと考えている。働きやすい秋田県づくり、企業として事業をしっかりやれるような秋田

県づくりを進めることを目的として本日集まっていただいたところである。本日は皆様の

色々な意見を聞いて勉強しに来たということで、気楽に話していただければ幸いである。

（司会）

今日のテーマは魅力的な職場と仕事、県内定着の促進ということで進めていく。早速、

自己紹介から始めたいと思う。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

先ほど見ていただいたとおり、私の会社は木製の建具屋である。祖父が創業して今年で

70年目になる。木材産業が徐々に衰退している中でどうやって生き残っていけばいいか、

３年前に社長を交代させていただいてから現在も試行錯誤しながら続けている。現在、う

ちの会社は平均年齢が37歳で、私の年齢が38歳である。この業界では平均年齢37歳という

のは実は驚異的な数字であり、毎年高校生を２、３人新規で採用している。仕事について

から一人前の職人になるまでは10年かかるところであるが、本人と相談しながら色々な経

験をさせて育成している。

（Ｂ氏）

現在は能代火力の３号機建設工事に入って、取水口から排水処理施設までのルートとタ

ービン等の基礎工事を中心に行っている。監督業であり、資機材の調達から施工管理が仕

事の中心となる。人を動かす仕事であるので、仕事をスムーズに進めていくためにはコミ

ュニケーションが非常に大切であり、自分の親よりも年上の方へ指示をする必要があるし、
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年下への指示も当然必要であり、一方通行ではなく言葉遣い等について勉強させられると

ころである。

計画通りにいかないことがほとんどであるが、うまくいかない時に調整して知恵を出し

合ってスムーズにいくと達成感がある。また、今まで何もなかったところに自分の関わっ

たものができたりすると、頑張ってよかったと喜びを感じる。

（知事）

もともと土木建築を希望していたのか。

（Ｂ氏）

そうである。就職のときは就職氷河期であったため、選ぶ余地がなく県内で建設業の求

人が現在の会社しかなかった。

女性は一企業に一人いるかいないか程度。女性の働く環境が整っているかというと、整

っていない業種と思われる。個人的には、そういう業界だと理解したうえで就職したので、

不便を感じたことはない。また、会社の上司や同僚が助けてくれる人ばかりであったので

続けてこられたと感じる。

（Ｃ氏）

弊社ではお菓子を販売していて、私の業務内容としては、開店準備の掃除や品出し、開

店後は接客と販売業務を主に行っている。お客様の希望に沿った案内ができたときやりが

いを感じる。入社当時は求められたことだけをこなすという形になっていたが、最近では

求められたものにプラスして気遣いができるようになった。そういった点で自分でも入社

時点と変わっていると実感できる部分が出てくると、やりがいや達成感につながってきて

いる。能代市出身で、現在の会社で５年目になる。

（Ｄ氏）

入社２年目。能代工場での主な仕事内容は、産業用精密小型モーターを構成するケース、

冷却用ファンのフレームなどのダイカスト部品の製造を行っている。製品は、高速道路に

あるＥＴＣレーンのバーや、回転寿司の自動でシャリを握ってくれるマシン等に使われて

いる。仕事内容としては、総務経理の仕事のほか、現場で機械設備を使ってダイカスト部

品のネジを切ったりする切削加工の作業を主として行っている。

現在の現場に入って１年ほど経つが、当初は先輩や上司に教えてもらいながら段取り替

えや検査をやっていたが、今では一人でできるようになった。一通りの作業を自分ででき

るようになり、受注が好調である中で目標の生産数を作ることができたときはやりがいや

達成感を感じる。数をこなすうちに早く正確にできるようになったとき、達成感や楽しさ

を感じる。

（Ｅ氏）

弊社では主に軌道工事、一般土木工事を行っていて、私は一般土木の担当になっている。

入社数か月でやってきた作業としては、下水道の整備工事での作業であったり、道路の通

行の妨げになる雑草の除草作業であった。住民の暮らしやすさの一番基礎になる部分であ

るので、責任感を持って作業している。また、地域住民への挨拶などコミュニケーション

も大切にしている。まだ入社間もなく、日々勉強である。できることがどんどん増えるの

が実感でき、楽しみになっている。
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休日はバイクに乗ったりバイクの手入れをして過ごしている。

（知事）

同時に入社した人はいるのか。

（Ｅ氏）

私は４月末に入社したため同時入社はいないが、軌道工事の方に一人４月始めに入社し

た社員がいる。

（Ｆ氏）

市内の介護施設で、入居者の方のお世話として入浴介助や排泄介助などを行っている。

大変だと思うことは、入居者の方が一人ひとり性格が違っているので、それぞれに合わせ

たケアをする必要があること。入居者に感謝されるときや、毎日いっしょに過ごす中で信

頼関係を築けて入居者が笑顔を見せてくれるときにやりがいや達成感を感じる。

（Ｇ氏）

弊社は、鋳鋼部品の製造を行っていて、簡単に言うと鉄を溶かして型にはめてそれを加

工して販売する会社である。主力は火力発電所などの発電所関係の部品である。仕事内容

としては総務経理を担当し、労務管理や以前の職業経験を活かして社内のシステム管理も

行っている。総務は全社員と接する機会があるため、色々な職員から話が聞けるのが面白

いと感じている。

出身は能代市。大学が県外で、東京で就職し、そこで数年働いて戻ってきたＵターンで

ある。いずれは帰ろうとは考えていたが、結婚を機に働き方などを見直すことも含めて戻

ってくることを決断した。

（Ｈ氏）

誘致企業２社の総務関係を行っている。光通信関係の電子部品、スマートフォン等でデ

ータ通信をする際に使用する光ファイバーの部品の製造を行っている。ＩＴが発展したこ

とで、部品の必要な量も増えているため、現在、必要最小限の範囲で徐々に生産拡大を行

っている。両社とも、規模としてはそれほど大きな会社ではなく、歴史も十数年と浅い会

社であるため、定年退職を定期採用で補充する段階にはまだ至っていない。生産を拡大し

た際など、必要に応じて派遣職員や中途採用という形で補充している。また、開発要員の

ような特定の人材が必要な場合は、地元の高校から県外の大学に進学している人に個別に

働きかけをして採用した例がある。

Ａターンは、能代地域は全県的にも希望している人数が少なくなかなか採用に結びつい

ていない。プロフェッショナル人材の制度を利用して採用した２名は、想定とは違い地元

に住んでいる方であった。

人材を必要なときにタイムリーに集めるというのが難しいと感じている。特に、まとま

った人数を採用する場合には苦戦している。

（司会）

Ａターン希望者が能代地区は少ないという部分について、それは能代山本に来たいと希

望している方が少ないということか。
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（Ｈ氏）

Ａターン希望の登録情報を見ると、秋田市より南側を希望している方が多く、能代と書

いている登録者は少ないと感じた。

【就職の経緯及び意見交換】

（司会）

次に、今の職場を選んだ動機、理由などあれば教えていただきたい。

（Ｆ氏）

もともと介護職に興味があり親も介護の仕事をしていて、進路指導の先生と相談して今

の仕事に決めた。仕事を決める際には能代市内からの求人情報が少なく苦労したが、地元

で働きたいという気持ちがあったため、能代で働くことを決めた。学校に寄せられる求人

情報は県外からの方が多かったと思う。学校の先生からも初めは県外を勧められた。

（Ｅ氏）

中学の頃から就職に興味があってもともとは整備士などになりたかったが、時間が経つ

につれて、現実的に金銭的な障害などが大きくなり目標がぼやけてきた。そのような中で

色々あって高校を自主退学するという選択をして、アルバイト生活を送っていた。軌道工

事に携わっている先輩から工事の話を聞く機会があり、自分もやりたいと思った。学歴が

自分の中で不安要素としてあったが、そこを理解して受け入れてくれた現在の会社には感

謝している。就職活動をしている同級生から話を聞くと、学歴が重視されていると思った。

個人的にはやる気が一番だと考えているため、違和感があった。

（司会）

今の会社はその先輩に紹介されたのか。もしくは自分で調べたのか。

（Ｅ氏）

先輩からの話の中で、企業名が出てきたため、自分で面接を申し込んだ。

（Ｄ氏）

就職について考え始めたのは高校２年生の初めのころであった。地元に残ろうとは高校

に入る時点から思っていて、製造業に興味があり高校も工業系に進んだ。県外と地元だと

求人の数が違い、求人が出る時期も県外に比べると遅かったため、県外に就職することも

考えた。今の企業を教えてくれたのは進路指導の先生で、夏休みに相談をしたところ、見

学会に参加することを勧められた。実際に会社を見ると、社内が綺麗で福利厚生もしっか

りしており、女性でも働きやすそうだと感じ、受けることを決めた。

（知事）

同期は何人かいるのか。

（Ｄ氏）

同じ高校から男性が一人と、他校から女性が一人同期で入社した。



- 5 -

（Ｃ氏）

就職については高校３年のぎりぎりの時期になって考え始めた。関東に行きたいという

希望があり、神奈川の飲食業に就職した。しかし、実際働き始めてみると、就職する前の

説明と異なっている部分があり、離職し、地元で今の会社に中途採用してもらった。友人

から雰囲気の良い職場だと聞いて、通勤や勤務時間はどうかなどは自分でも調べて決めた。

（Ｇ氏）

Ａターン先を探すに当たって、前職のＳＥの仕事は秋田市内にしか無かった。能代市に

住みたいと考えていたので、職種よりも通勤を考慮して決めた。製造業は関わったことの

ない職種で不安はあったが、面接したときに事務系の担当であればそれでも大丈夫と言っ

ていただいたことと、また、会社で作っている製品が世界で使われていることに魅力を感

じ決めた。社内には中途採用も数人いる。

（司会）

入ってから会社は自分のイメージどおりであったか。

（Ｇ氏）

初めての業種と職種であり、先入観が無かったためか、ギャップは感じなかった。

（司会）

ご夫婦二人で納得して能代に戻ってこられたということか。

（Ｇ氏）

妻も秋田県出身で、いつ帰るかということを話し合った。若いうちに戻ったほうが、色

々できることもあるのではと思い戻ってくるタイミングを決めた。東京で県内企業が集ま

る面接会に参加し、現在の会社を含め複数企業から話を聞いた。その後、会社見学などを

して決めた。

（司会）

東京で行われる面接会の情報は、届いていたということか。もしくは自分で調べたのか。

（Ｇ氏）

自分で調べて情報収集した。

（司会）

建設業界の女性の労働条件の改善などが話題になっている中で、長く建設業界に勤めて

こられた秘訣のようなものはあるか。

（Ｂ氏）

周りの先輩方に助けられて、居心地が良かったから、ここまで続けてこられた。ざっく

り建設業というくくりでしか仕事を考えずに就職したところはあるが、分からないなりに

も、やる気を持って努力すればなんでもできると考えている。

（司会）
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今のＪＶの現場には女性用の更衣室やトイレはあるのか。

（Ｂ氏）

設置してある。仮設ではないトイレがあり、企業ごとの労働環境の違いを感じる。

（司会）

建設業では、現場で仕事をしていく上で、様々な資格を取っていく必要があると思うが、

会社でサポートはあるか。

（Ｂ氏）

入ってから複数の資格を取った。現場を任せるとなった場合に、必要な資格を持ってい

ないと配置することができず支障をきたすため、会社から積極的に取るように勧められて

いる。男女関係無く、そういった機会は得られている。

職場を去る理由として、先輩職員との人付き合いがうまくできなくて辞めていくケース

も多い。今の若い職員は、仕事内容を教えてくれるものだと思っているため、昔ながらの

見て覚えろというのが通用しない。教える側としても工夫しなければいけないと感じる。

（Ａ氏）

私は跡取りとして会社に入ることが決まっていたが、ちょうどリーマンショックや東日

本大震災があり、木材業界だけでなく日本全国の中小企業が大変な時期に社長交代するこ

ととなった。タイミングとして大変ではあったが、大変な時期だからこそ会社の仕組みを

思い切って変えることができた。

新卒の採用自体はうまくいっているが、一方で、定着率については苦戦している。10年

間勤め上げて一人前の職人となれるのは10人中３人いるかいないか程度となっていた。こ

のような定着率の低さをどのように改善すれば良いか、その大変だった時代に色々取り組

んだことで、現在では改善されてきたように感じ、経営する上でのやりがいとなっている

部分でもある。

（知事）

３、４年で地元企業で辞める人も多い。少子化の影響もあってか親がすぐに辛かったら

仕事を辞めろと言う場合もある。せっかくいいところに勤めたのに、どこにも次の就職先

を決めていない状態で仕事を辞めてしまい、アルバイトやパートなどをしているのはもっ

たいない。学校の教育の中で職業観というものについて改めてしっかり教育するようにし

なければいけないのではと感じる。最初から一人前という人はいない。４月１日に新規採

用の職員に対して、県庁の仕事を初めからできると思ったら間違いだということを伝えて

いる。テレビドラマでは20代のサラリーマンがおしゃれなオフィスでバリバリ仕事をして

いるようなことが流れているがそんなことはあり得ないので、そこで錯覚してしまう人も

いるのではと思う。今、県では、早い段階から仕事は厳しいものだと伝えるためにも、イ

ンターンシップをなるべく早くからやろうと取り組みを進めている。また、地元の企業の

求人票を早く出すように要請も行っている。

結婚観について皆さんはどう思っているか聞いてみたい。

（Ｆ氏）

結婚についてはいずれしたいとは思うが、今はまだ仕事を頑張りたい。
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（Ｅ氏）

結婚できたらいいなとは思っているが。

（Ｄ氏）

いずれはしたいと考えているが、まだ先のことだと思う。まず、出会いも少ない。

（知事）

今は、意外となぜか出会いがないと聞く。我々のころは出会いがあった。

（司会）

関東に憧れて就職したにも関わらず、すぐに辞めて戻って来てしまったことについて未

練はないのか。

（Ｃ氏）

趣味でコンサートや舞台を見に行くので、それが目当てで関東に住みたいと思っていた。

今の会社では、申請すれば休みを取ることができるし、今のところは満足している。

（司会）

地元で働いても自分の楽しみはちゃんとできると。

（Ｃ氏）

関東に行った人たちはそれはそれで自分のやりたいことや趣味が充実していると思うの

で、そこでの生活に満足している人が多いと思う。やれることの幅は関東に住んだほうが

確実に広い部分もある。

（司会）

御社では、会社として各従業員を多能工として育成しているのか。

（Ｄ氏）

会社として多能工を育成する方針であると思う。

現場の中だけでも、別の工程を経験すると、全体工程のうち今自分はどのような加工を

するのかが見えてくる。

（司会）

福祉関係では、求人も多いが辞めていく人も多いと思う。途中で辞めていく人に対して

どのような対策をすれば良いと思うか。

（Ｆ氏）

仕事に慣れる前に２、３か月で辞めてしまう人もおり、本人が頑張ることも必要だとは

思うが、職場環境を整えることが大切だと思う。休憩時間がなかったり、それが蓄積して

きつくなってくることはあると思う。また、友人にも介護の仕事を辞めた子がいるが、そ

の理由が、仕事内容をしっかり教わっていなくて上司と関係性が悪くなったというものだ

った。
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（知事）

介護の仕事は人を相手にする仕事であり、非常に神経を使うためストレスも溜まりやす

いのではないかと思う。

（司会）

首都圏に比べて収入は下がったと思うが、この地域の企業の給与は低いと思うか。

（Ｇ氏）

低いと思う。

（司会）

ほとんどの業種が県平均より低く、それをどうしろと言うわけではないが、管内就職割

合が上がらない大きな理由だとは思う。建設業ではどうか。

（Ｂ氏）

正直あまり考えずに入って、ふつうに貰えればいいと思っていた。結局現在まで給与は

低いまま、変わっていない状況。

（司会）

賃金が高くはない中で、このようなことをアピールすれば目を向ける若い人が増えるの

ではと思うポイントが自分の会社にもしあれば教えて欲しい。

（Ｅ氏）

これから就職をしようと思っている人がどう思っているかは分からないが、個人的には

先輩職員が親切にしてくれて、居心地がいいと感じている。

（Ｆ氏）

働いている会社では上司も先輩も良い方ばかりで、悩み事があったときには相談に乗っ

てくれたりもする。

（司会）

会社で若い人材を育てていくときに重要なポイントとしてどういったものがあるか。

（Ｈ氏）

先輩職員が新しい職員にうまく教えていくことが大切で、最初につまずくと仕事がうま

くいかなくなり、それでつまらなくなって辞めてしまうと思う。弊社でも、しっかり定着

してもらうために先輩職員が面倒を見るようにしている。20代から30代前半の主婦層も多

いため、同年代のつながりの中でうまく教えることで回っていると思う。

（Ａ氏）

先ほど、複数の工程を経験させるという話があったが、この５年間でうちの会社でもそ

の取組を行っている。今年の新入社員は、部門を１か所に固定せずに２、３か月おきに色

々な部門に行ってもらい、会社全体で育てているという形を取っている。全社的にも、遅
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れている部分や手が足りていない部分を常に報告し合って、分担を考えるようになった。

みんなで一つの仕事をやっているという一体感も生まれてくる。仕事を日中しっかり頑張

ってもらい、偏った残業を減らして、終業後はしっかり切り替えてもらう。このように取

り組んでから５年で、辞めた社員は１人しかいない。成果と言えるのではないか。

（司会）

女性を建設業の現場で増やすためにここは最低限直すべきという部分は何か。

（Ｂ氏）

建設業界では女性が現場に入ると男性が扱いに困るということで、苦労するらしい。た

だ、入った女性職員もそれを気にせずやっていくようにしないと仕事は覚えられない。女

性を受け入れる体制を整えるという面では、少なからず対策を取らなければいけないと感

じる。男女問わず同年代で話す人がいれば相談もできると思うので、その点が改善されれ

ば変わっていくのではと思う。ただ、新入社員を採るといってもそこまで大きい会社では

なく毎年５人も６人も採るわけではないので、その中でどのように周りがサポートするか、

会社の体制づくりが必要だと思う。

（知事）

同じような現場監督でネットワークはないのか。鷹巣で同じくらいの女性の現場監督が

いたと思う。

（Ｂ氏）

女性の現場監督で言えば県内でも複数名いるが、交流の機会は無く、仕事に追われて自

分でそういう時間を作るのは難しい。

（司会）

現在、販売を主に行っているということだが、製造は行っていないのか。

（Ｃ氏）

少し手伝う程度はある。製造の工程が分かるとお客様に説明もしやすい。製造の手伝い

をしたときは日頃触れていない部分に触れたということもあり、楽しいと思った。

（司会）

長く勤めるためには、自己実現のような充実感を得るために自分で色々なことを覚えて

いって成長していくということもポイントとしてあると思う。

長い都会経験を踏まえて能代の企業がここを改善すれば人を呼び込むことができるので

はという提案があれば教えていただきたい。

（Ｇ氏）

中の人も変わっていかないといけないと思う。外から戻ってきて自分が感じたこととし

ては、みんなやる気がなく自分からもっとやりたいという意欲が少なく見えた。そうした

ことを含め、ギャップを感じて辞める人もいる。会社の雰囲気をオープンにして外から分

かるような機会が増えれば定着率も上がるのではないか。
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（Ｈ氏）

弊社は、今のところ定着率が良く助かっているが、工場の人数をぎりぎりの状態で回し

ており余裕が無く、一つの工程を極めていくことで一人前になってもらうという状況。も

う少し人員の余裕を出して、隣の工程に移って新しく極め、充実感を得る機会を作ること

にも取り組めたらと考える。

（知事）

県北では鉱山と木材といった今あるものを利用して栄えていた。県南は純農村地帯であ

り、ゼロからの農作であった。そういった中で、少し県北のほうが保守的な雰囲気がある。

外部から人を呼び込む地域は刺激を受けることで色々な考え方が生まれる。外に行って

帰ってくるとそういった部分でギャップが生まれるので、そこをどう埋めるか考えなけれ

ばならない。

今、県内の企業はちょうど変わる時期にある。現在伸びている企業は大半幹部が若い世

代に変わっている。30代、40代くらいの社長が業績を伸ばしている。若い社長は意識が違

う。若い人材も集まる。

御社も、最近お菓子の分野では伸びている企業だと思う。

（Ｃ氏）

伸びていると感じる。色々な場所に品物を出させていただいき、県外にも出している。

（知事）

建設関係は、これから大変なのは災害である。災害のとき一番頼りにするのは建設業で

ある。そういう意味では一定の規模で一定の範囲にないと大変なことになる。そういった

意味で誇りを持って頑張って欲しい。

女性で工業分野の現場で活躍して、今後、企業を引っ張っていけるように頑張って欲し

い。

介護の分野はこれからさらに大変になると思う。大変な仕事だからこそ待遇改善につい

てこれからも取り組んでいかなければならない。いずれ高齢化社会の中ではなくてはなら

ない職業である。

鋳鋼では、航空機産業にも参入しつつあると聞いた。今後飛行機関係は県内の産業とし

て伸びてくると思われる。ソフト開発の技術を活かす場面もあると思われるので頑張って

欲しい。

木製品については、秋田の木材というと原木を切って製材するだけの印象であり、木材

加工分野は意外と知られていないので、もっと宣伝すれば良いと思う。木材加工業は様々

なものが一緒くたにされがちであるが一線を画している技術がある。文化財の修復につい

ては秋田でやっているなんて誰も思っていないと思う。旧来の技術に加えて新しいデザイ

ンをどうするかが大切であり、間口は広がっていくと思われる。能代の工業を引っ張って

いってほしい。

（終了）


