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平成２９年度第３回秋田県総合政策審議会 議事録 

 

１ 日 時 平成３０年１月２４日（水）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   秋田大学副学長 

  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 

  齊藤 民一  株式会社三栄機械代表取締役 

  境田 未希  株式会社境田商事取締役 

  佐藤 家隆  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（株式会社あきた総研代表取締役） 

  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 

  深沢 義一  農事組合法人美郷サンファーム代表 

  福森 卓   古河林業株式会社阿仁林業所所長 

  藤原 はるみ 幼保連携型認定こども園勝平幼稚園ひよこ保育園園長 

  藤原 弘章  ＮＰＯ法人ふじさと元気塾理事長 

  二田 幸子  全国健康保険協会秋田支部保健グループ長 

  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 

  山﨑 純   ＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄ理事長 

  山本 智   農園りすとらんて「ｈｅｒｂｅｒｒｙ」代表 

  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 

  島崎 正実  総務部長 

  鎌田 雅人  総務部危機管理監（兼）広報監（兼）次長 

  佐々木 司  企画振興部長 

  妹尾 明   あきた未来創造部長 

  草彅 作博  観光文化スポーツ部長 

  保坂 学   健康福祉部長 

  田中 昌子  生活環境部長 

  水澤 聡   産業労働部長 

  柴田 公博  建設部長 

  出口 廣晴  企画振興部次長  

 

４ 開会 

□ 出口企画振興部次長 

ただいまから、平成２９年度第３回秋田県総合政策審議会を開会いたします。  

  

５ 知事挨拶 

□ 出口企画振興部次長 

初めに、知事から御挨拶申し上げます。  

 

□ 佐竹知事 

 まずもって、今日は大変お寒い中、また、お足元の悪い中、お集まりをいただき

まして誠にありがとうございます。また、この会場も少し、暖房がまだ少し届いて

ないのか、少し寒いのではないかと思いますけれども、一つ御容赦願いたいと思い

ます。  

 さて、皆様には、この「第３期ふるさと元気秋田創造プラン」の策定に向けまし

て、これまで大変熱心に御議論をいただいたところでございます。また、このプラ

ンの素案という段階で、１２月議会の中でも詳細に御議論、御審議をいただいてお
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ります。さらに、パブリックコメント等、県民からの御意見を伺ったところでござ

います。今日は、そうしたこれまでの御意見、あるいは、様々な御提言等を踏まえ

まして、ある程度まとまったもので、最終的に御確認をいただきまして、更に御意

見等を伺いながら、この３月に成案ということにしたいと思っております。  

 いずれ、人口減少、少子高齢化、様々な課題がございますが、例えば今日、今こ

の現時点において、市内のホテルで農業の複合経営の関係で大きな大会が開かれて

おります。農業の複合経営化も長年の課題でございましたが、平成２７年が、全国

で伸び率ナンバーワン、昨年は水害のせいで少し落ちましたけども、それでも東北

では伸び率ナンバーワンということで、順調にと言いますか、一定程度の複合化、

あるいは農業所得の向上というものに結び付いております。  

 また、先々週、大阪、東京で秋田の誘致企業の親会社との意見交換がありました

が、ＡＩ、ＩｏＴ、それからＥＶ、自動運転、この関係で県内の誘致企業の中で、

特にエレクトロニクス関係の設備投資が軒並み増、あるいは増産、あるいは工場の

拡張がありました。そういう意味では、秋田は逆に電子産業が非常に多かったもの

ですから、車のＥＶ化とＡＩ、自動運転というのは、ほとんどエレクトロニクス分

野ですので、その関係や、あるいは、ジェイテクトのように、トヨタのソフトウェ

アセンターができたということで、大変そういう意味では、これからその分野もか

なり活況を呈するのかなと思います。また、それに応じてかなり高度な人材を求め

ているようでございますので、移住・定住、あるいはＡターンでも、今まで県内の

高学歴者の就職先に課題があったのですけれども、そういう企業を求めていますの

で、少しプラスの要素もあるようです。  

いずれ、色々なことがございますが、特に、今年は戌年です。我々も秋田犬に負

けないようにブレイクして、色々な課題を克服しながら前に進む必要があると思い

ます。  

そういうことで、私どもも、皆様方に御議論いただいたプランを、しっかりと踏

まえながら、次にプランの実行に向けて全力を尽くしてまいる所存でございます。

改めて、これまでの皆様の様々な面での御協力、あるいは御意見、御提言について

御礼を申し上げ、私からの御挨拶にいたします。  

 今日もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。  
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６ 会長挨拶 

□ 出口企画振興部次長 

続きまして、三浦会長より御挨拶をいただきます。  

 

● 三浦会長 

 会長の三浦でございます。本日は佐竹知事をお迎えしまして、第３回目の総合政

策審議会ということで、皆様にはお忙しいところ多数御出席いただきましてありが

とうございます。  

 また、３回目でございますので、ずっと皆さんから貴重な御意見、御提案をいた

だきながら、そして企画部会、それから、それぞれの専門部会で建設的、積極的な

御発言、御提言をいただきまして本当にありがとうございます。今日が一つの締め

くくりと言いますか、最終的に皆さんの御意見を集約して、最終的にこの「第３期

ふるさと秋田元気創造プラン」の答申に向けて進めていきたいと思いますので、本

日も限られた時間ではありますけれども、どうか皆さんの意見を集約して知事に提

出できますように、よろしく御協力のほどをお願い申し上げまして、開会のあいさ

つとさせていただきたいと思います。  

どうかよろしくお願い申し上げます。  

 

７ 議事 

□ 出口企画振興部次長 

 ありがとうございました。  

 それでは、議事に入りますが、ここからの進行は三浦会長にお願いいたします。 

 

● 三浦会長 

 それでは、暫時進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。  

 いつものことでございますけれども、議事録として県のホームページに掲載をす

る際に、委員名は特に秘匿する必要はないということで、公開で行いたいと思いま

す。よろしく皆様の御承認をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。  
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【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。それでは、従来どおり公開ということで進めていきたい

と思います。  

 それでは、議事の（１）の「『第３期ふるさと秋田元気創造プラン』の案につい

て」、入りたいと思います。初めに、県から第３期プランの案につきまして説明を

いただき、その後、意見交換を行いたいと思います。案の説明には、ちょっと時間

がかかると思いますので、案全体を総論部分、それから６つの重点戦略部分、それ

から基本政策という形に分けて審議を進めていきたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。  

 また、本日欠席されております日本銀行秋田支店長の吉濱委員から、戦略２に関

して、あるいは全体を通しての意見を書面でいただいております。それは、その都

度合致した場面で事務局から御紹介いただくことにしておりますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。  

 それでは、初めに総論部分につきまして、県から御説明をお願い申し上げます。 

 

□ 佐々木企画振興部長 

 それでは、私から３期プランの案のうち、総論部分、全体像につきまして、御説

明を申し上げたいと存じます。  

資料はＡ３判横長の資料－１ということになりますけれども、その資料の説明に

先立ちまして、この案の作成に至るまでの経緯について若干触れさせていただきた

いと思います。昨年１０月に、総合政策審議会からプラン策定に向けた提言を頂戴

したところでございますが、その後、県では、いただいた御提言をベースにしなが

ら、プラン素案の作成をしたところでございます。そのプランの素案につきまして

１２月議会において説明し、御議論をいただくとともに、さらに、先月開催いたし

ました企画部会におきましても、会長、各専門部会長の皆様方から御意見を伺った

ところでございます。また、同時並行的に、昨年１２月中旬から年明けの１か月間、

パブリックコメントも行っておりまして、本日御説明をいたしますプランの案につ

きましては、そうした１２月議会の議論や先月の企画部会の御意見、パブリックコ
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メントによる県民の皆様から頂戴した御意見などを踏まえながら、素案に肉付けを

して作成したものとなっております。  

 今後は、本日の議論等、あるいは、２月議会における議論等を踏まえまして、３

月には３期プランの成案を仕上げたいと考えているところでございますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、Ａ３判の資料－１を御覧いただきたいと思います。資料－１は、１ペ

ージ目がプランの総論部分と全体像の概要、２ページ以降が６つの重点戦略、基本

政策のそれぞれの概要となっておりますけれども、私からは１ページ目の総論部分

について説明をさせていただきます。  

 まず、資料の一番上の段でございます。本県の現状と課題について記載しており

ます。本県では、全国の趨勢を上回る速いペースで進む人口減少を抑制し克服する

ことが最重要課題となっているほか、生産性の向上などを図ることによりまして、

県全体の産業の「稼ぐ力」を強化して本県経済の停滞を打破していくこと、さらに

は、女性や若者に魅力のある仕事をつくり出すとともに、全国的な人材獲得競争の

中にあっても、本県において必要な労働力をしっかり確保していかなければいけな

いことなどを課題として整理しているところでございます。  

 資料の２段目には、本県が目指す姿といたしまして、大きな方向性といたしまし

ては、「高質な田舎」を目指すということを頭に置きながら、１０年後の姿として

は、時代の大きな変化に今は果敢に立ち向かい、しっかりとこれに対応しながら、

本県が力強く明るい未来を切り拓いていくという思いを込めまして、「時代の変化

を捉え力強く未来を切り拓く秋田」としているところでございます。  

 資料の次の段、中ほどになりますけれども、３期プランの推進方針といたしまし

て、人口減少の克服を最重要課題に位置づけて、その克服に「攻め」と「守り」の

両面から取り組んでいく。さらには、第４次産業革命といった世の中の流れを先読

みし、時代の変化を先取りして対応していく。実効性ある施策を計画的・重点的に

推進していくという、この４点を推進方針として挙げているところでございます。

こうした取組を通じまして、特に６つの重点戦略を中心にプランを推進することに

よりまして、資料の中ほどからやや下になりますが、秋田に元気Ａ～Ｄまでの「４

つの元気」を、しっかりとつくり出していくということを目指したいと考えており

ます。  
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 さらに、６つの重点戦略を推進する上での重要な視点ということで、女性や若者

に魅力ある仕事の創出などの４点を挙げておりまして、こうした視点をしっかり折

り込みながら、施策・事業を推進していきたいと考えているところでございます。 

 一番下の段になりますが、こうした６つの重点戦略と併せまして、県民の基礎的

な生活環境を守る大事な取組といたしまして、基本政策と位置づけまして、４つの

分野について、県民生活の安全・安心を守る基盤づくりを進めていくこととしてい

るところでございます。基本政策につきましては、後ほど改めて説明をさせていた

だきます。  

 ３期プラン案の総論部分、全体像につきましては、以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 総論部分につきまして、今、資料に基づきまして説明いただきましたが、皆様か

ら御意見・御質問はございますか。総論部分につきましては、よろしいでしょうか。  

 それでは、次に６つの重点戦略の審議に移りたいと思いますが、初めに、戦略１

について説明をお願いいたします。  

 

□ 妹尾あきた未来創造部長 

 私からは、戦略１について御説明申し上げます。資料－１の２ページ目をお開き

ください。  

 まず、戦略１の戦略名につきましてですが、人口減少の抑制を図るとともに、人

口減少下でも安全・安心で持続可能な地域づくりを目指していくものであり、ふる

さと秋田の未来像を描いていく戦略であるという位置づけから「秋田の未来につな

がるふるさと定着回帰戦略」という題名を使っております。  

 次に、それぞれの施策について御説明申し上げます。資料の左側に、上から順に

施策１～５を列記しておりますが、まず、施策１の「社会減の抑制に向けた雇用の

場の創出、人材育成・確保」についてであります。人口減少対策で、まず重要なの

は、女性や若者に魅力ある雇用の創出であるという視点から、ここでは、後で説明

があるかと思いますけれども、戦略２以降の他の戦略に基づいた取組から抜き出し

て掲載しております。例えば産業分野におきましては、輸送機等成長分野の振興、
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農業分野では、複合型生産構造への転換などの取組に加え、それぞれの産業におけ

るＩＣＴの活用や人材の確保・育成など、全庁的に取り組むものを掲げております。 

数値目標としましては、各戦略の施策の成果による目標値ということで、「雇用創

出数」を設定しております。  

 次に、施策２でございますが、大学生の県内への定着・回帰と高校生の県内就職

による定着促進を進めるとともに、本県の魅力を発信し、移住の促進を図ってまい

ります。この分野につきましては、将来の秋田を支える高校生や大学生等の定着と

回帰が必要であり、そのためには若者や親世代に県内企業等の情報をタイムリーに

提供していく必要があること、また、移住促進につきましては、移住者の定住や移

住者が新たな移住者を呼び込むネットワークの形成などが進められるという提言

を皆様からいただいたところでございます。こうした御提言も踏まえながら、首都

圏の大学新卒者に対する学生就活サポーターの活動強化による県内就職支援や、移

住相談窓口の強化に加え、スマートフォンアプリ「ＧＯ！ＥＮ（ご縁）アプリ」に

よる就職情報提供の強化や、先輩移住者の体験等を生かした移住情報発信、移住受

入体制の充実・強化などに取り組むこととしております。数値目標としましては、

「人口の社会減」を抑制するという大きな目標を掲げておりまして、平成２７年度

の社会減４，１００人を半減させるという目標を掲げております。  

 次に、施策３でございます。自然減に歯止めをかけるため、子育て環境日本一の

秋田を目指し、結婚、出産、子育てしやすい環境づくりを進めてまいります。この

分野につきましては、結婚、出産、子育てに安心して臨んでいただくための取組と、

行政の枠組みを超えた「オール秋田」での取組について提言をいただいたところで

あります。具体的には、若いうちからの意識の醸成、結婚支援センターの利用促進、

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援などについて御意見をいただいてお

ります。こうした御意見も踏まえながら、現役子育て世代や次の親世代となる若者

の意見を踏まえた県民運動、結婚支援センターのサテライトセンターの開設、さら

には保育料助成の更なる拡充とともに、ファミリーサポートセンターや一時預かり

など、在宅子育て等に対する新たな支援策を主な取組として掲げております。数値

目標としましては、自然減の抑制という観点から、特に重要と思われる指標として、

「婚姻件数」を現在の３，５１０組から３，８００組の水準まで回復させるととも

に、「出生数」を現在の５，６６６人から６，０００人とすることを代表指標とし
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て掲げております。これらは、どちらの指標も、現在の趨勢から見れば非常に厳し

い目標ではありますが、将来において人口減少に歯止めをかけるという大きな目標

を達成するためには、是非この水準を確保する必要があるという観点から、あえて

高めの目標を設定しているところでございます。  

 次に施策４は、女性と若者の活躍推進という観点から、女性が活躍し続けられる

職場づくり、家庭と仕事との両立を図る取組や次代を担う若者に地域で活躍しても

らうための取組を進めてまいります。この分野につきましては、女性や若者が活躍

する社会では、安定的な雇用とワーク・ライフ・バランスが尊重されるべきことや、

自らが地域の課題解決に臨むことが重要であるとの御提言をいただいているとこ

ろでございます。具体的には、女性活躍に関する企業への働きかけや若者の地域活

動の促進と人材育成について御提言をいただいております。また、県議会の「地域

社会の維持・活性化に関する調査特別委員会」の中間報告におきまして、若者によ

る地域活動への支援や支え合える場づくりへの提言もいただいているところでご

ざいます。こうした提言等を踏まえまして、女性の管理職登用や職域拡大等に取り

組む中小企業への支援、仮称でございますけれども「あきた女性活躍・両立支援セ

ンター」の設置による支援強化や地域づくりに取り組む若者の育成などを主な取組

として掲げております。数値目標としましては、企業における両立支援と女性活躍

の取組状況を示すものとして、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法、そ

れぞれに基づきます「一般事業主行動計画策定企業数」を代表指標としております。 

 施策５でございますが、人口減少が続く中にあっても安心して暮らせる地域をつ

くる観点から、地域住民、ＮＰＯなど多様な主体との協働による地域づくり、ＣＣ

ＲＣやコンパクトシティの取組や市町村との協働などによる行政サービス水準の

維持・効率化などを進めてまいります。この分野では、ＮＰＯや企業、行政など多

様なプレイヤーがそれぞれの力を発揮しながら相互に連携する協働社会、参加型社

会の形成を進めることが不可欠であるとの提言をいただいております。また、県議

会の特別委員会の中間報告におきまして、地域活動を牽引するリーダー及び後継者

の育成、地域活動に取り組む組織等の交流・連携の推進、共助組織やＮＰＯ法人に

対する支援などの提言をいただいております。こうした提言を踏まえまして、「お

互いさまスーパー」の機能強化と拡大、県と市町村の地域課題解決に向けた新たな

取組の実施などを主な取組に掲げるとともに、地域活動のリーダーの育成や企業と
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ＮＰＯの連携など、多様な主体による協働にも取り組むこととしております。数値

目標としましては、県民の社会活動・地域活動への参加状況を代表指標として掲げ

ているほか、「小さな拠点の形成数」も目標値としております。  

 戦略１につきまして、説明は以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 ただいま戦略１につきまして説明をいただきました。この部分につきまして、皆

様から何か御質問・御意見はございますか。  

 

◎ 藤原（弘）委員 

 私たちが提言したものを、割と事細かく触れながら、プランの内容を説明してい

ただいたと思うのですけれども、実際にこの提言が、これから県で政策を遂行して

いく際に、どの程度採用されているものかというのを具体的に回答してもらうとい

うことはできないでしょうか。例えば「提言のここに関しては予算化できるけれど

も、ここに関しては現時点では無理です」とか、それから、「来年度は無理として

も、継続して考えていきます」とか、我々の出した提言に対して回答をいただけれ

ばありがたいなと思います。と言うのは、我々も専門部会以外に特別に時間を割い

てわざわざ県庁まで来て話し合ったり、メールでやり取りしたりして、相当の時間

をこれに割いているので、今この場にいない専門委員もいるものですから、できれ

ばそういう人たちにも分かるような形で回答していただけないものでしょうか。お

願いであります。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 貴重な問題提起、どうもありがとうございます。委員の皆様方には、お忙しいと

ころ、本当に御協力をいただいておりますことに感謝を申し上げたいと思います。 

 提言とプラン本体との関わりについて、まず申し上げますと、基本的には提言い

ただいたことが、例えば資料－１のレベルですと、「主な取組」というところに基

本的には落とし込まれているという整理をしておりますけれども、提言の内容によ

っては、まさに個別の取組といったレベルのものもあるだろうと思っております。
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プラン自体は、平成３０～３３年度の４か年で具体的な取組として整備をすること

になっておりますけれども、この３月までに一旦取りまとめます３期プラン全体、

さらには平成３０年度の取組、これは予算で具体化しますので、その提言との関わ

りについては、最終的なプランを策定して皆様方にお送りする段階に、一旦は提言

との関わりを整理したものをお示ししたいと思います。  

 あと、年度ごとにそれぞれの予算化によって提言を反映させていった取組という

のも具体化していく場合もあろうかと思いますけれども、それも適宜情報として伝

わるように配慮させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 

● 三浦会長 

 どうも貴重な意見、ありがとうございました。  

 ほかにございますか。戦略１についてよろしいですか。  

 それでは、次に戦略２について説明をお願いいたします。  

 

□ 水澤産業労働部長 

 戦略２について説明させていただきます。  

 戦略２の「社会の変革へ果敢に挑む産業振興戦略」でございますけれども、この

戦略名につきましては、第４次産業革命の進展、あるいは人口減少による人材不足、

需要の減少など、今後大きな時代の潮流がやってまいります。こうした社会の変革

に対して県内産業全体が挑んでいくことが産業振興につながるということで、スロ

ーガン的な名称としております。  

 「現状と課題」について、１つは第４次産業革命が速いスピードで進んでおりま

して、こうした状況の変化、それから、２つ目にあります「働き方改革」が必要な

状況になっております。これが今回の戦略策定に当たっての大きな環境変化、課題

でございます。  

 施策につきましては、４つに整理してございます。１つ目は、「成長分野の競争

力強化と中核企業の創出・育成」でございます。「施策の方向性」としましては、（１）

～（４）までの成長分野のところ、それから（５）の中核企業の育成といった６つ

の方向性で取り組むことにしておりまして、こうした取組を進めることによって本
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県が抱える環境変化に対して柔軟に対応できる重層的な産業構造を構築してまい

りたいと考えております。「主な取組」としまして、１つはＥＶ化対応の部分でご

ざいます。成長産業を振興する中で、特にＥＶ化の動きが速くなっておりまして、

この部分につきましては、本県が持っております電子デバイスの強みを生かすこと

ができる分野ということで、自動車産業の振興でありますけれども、ＥＶ化に向け

た取組も一緒に合わせて進めていくということにしております。それから、もう１

つは、ＩｏＴ、ＡＩ技術の普及促進、さらには、そういった技術を活用した生産性

の向上、製品開発も進めていくこととしております。この取組につきましては、専

門部会におきまして先ほど申しました、電子デバイスや本県の光学関係の強みを生

かした自動車分野への参入を進めるべきといった提言や、あるいは、第４次産業革

命に乗り遅れることなく、その技術を生かした製品・サービスの開発、生産性の向

上を図るべきといった提言をいただいておりますので、こうしたことにしっかり対

応してまいりたいと考えております。数値目標につきましては、航空機と自動車を

合わせた輸送用機械の製造品出荷額、それから医療機器の製造品出荷額、これらを

数値目標として、国で試算しております経済成長率を上回るぐらいの伸び率で目標

値を設定しているところでございます。  

 施策の２につきましては、「中小企業・小規模企業者の活性化と生産性向上」で

ございます。経営基盤の強化など６つの施策を進めることによりまして、本県が抱

えております構造的な問題である、下請型や加工・組立型が多く、付加価値生産性

が低いといった課題を克服する、さらには、事業承継や起業の促進、商業・サービ

ス業の振興などによりまして、地域経済の活性化と安定的な雇用の創出を進めよう

とするものでございます。主な取組としましては、小規模企業者が行います販路開

拓、あるいは生産性向上といった新たな取組に対しまして支援を強化したいという

ことが１つ、それから、ＩｏＴ・ビッグデータ等を活用しました新しいビジネスの

創出にも支援を強化したいと考えております。専門部会では、秋田ならではの特色

ある産業の創出、あるいはニッチな分野でトップシェアを目指せる企業の育成が必

要だといった提言をいただいておりまして、地域資源を活用した新商品や新サービ

スの開発支援も行うことにしております。  

 施策の３でございますが、「国内外の成長市場の取り込みと投資の促進」でござ

います。成長著しい東南アジア等との経済交流を拡大することや、県内企業の海外



- 13 - 

 

展開を支援するということ、あるいは成長分野の企業誘致を進めるといったことに

よりまして、県内経済の拡大を図っていくということを目指しております。取組と

しましては、これまでも県内企業の海外展開を支援してまいりましたが、なかなか

継続的な取引まで辿り着けないということがございましたので、次のステップとし

まして、継続的な海外取引につながるような集中的な支援を展開してまいりたいと

考えております。また、成長分野の企業誘致は、引き続き取り組んでまいりますが、

加えて、こういった先進的な、今後の発展が見込まれるベンチャー企業の誘致につ

いても取組を強化したいと考えております。数値目標としましては、本県の海外展

開の重要拠点であります「秋田港国際コンテナ取扱量」の増加、あるいは誘致企業

の設備投資の増加といったものを目標として掲げております。  

先ほど施策２で、数値目標の説明を忘れましたが、「製造品出荷額等」の増加、

あるいは「製造品付加価値額」の増加といったものを目標として掲げております。 

 施策の４でございます。「産業人材の確保・育成と働きやすい環境の整備」でご

ざいます。「施策の方向性」としまして、「働き方改革」の推進、あるいは社会のニ

ーズや就業構造の変化に対応した産業人材の確保・育成を図るということによりま

して、県内産業の持続的な発展に向けた人材の確保・育成を進めようというもので

ございます。具体的な取組としまして、１つは「働き方改革」でございます。就業

環境の整備などの働き方改革に取り組むことの必要性を県内企業に広く普及する、

あるいは実際に取り組んでいる企業を紹介することによって、多くの企業に取り組

んでいただけるような普及啓発の取組、あるいはＩＣＴ人材の確保・育成でござい

ますが、情報産業のみならず県内の産業、幅広い分野におきまして、今後こういっ

たＩＣＴ人材が求められるということがございますので、そういった人材確保を進

めてまいりたいと考えております。数値目標としましては、先ほどの航空機、情報

産業などの「成長産業等における雇用創出数」を増やしていくというのが１つ、そ

れから、「若者や女性等の働きやすい職場環境の整備に取り組む企業数」を増やし

ていくといった目標に掲げております。  

 以上、４つの施策で戦略を構成しておりますが、これらの施策を戦略的に展開し

まして、県内企業の競争力の強化、産業の活性化、ひいては魅力ある職場や質の高

い雇用の創出といったものにつなげてまいりたいと考えております。若者の県外流

出に歯止めをかける、あるいは若者の県内定着を進めるといったところに、是非と
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もこういった施策を展開してつなげてまいりたいと考えております。  

 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。  

 ただいまの戦略２につきまして、御意見がございましたら、承りたいと思います。

どなたかいらっしゃいますか。  

 

◎ 高橋委員 

 「雇用創出数」の数値目標についてですが、ここで「成長産業等における雇用創

出数」というのが１，６９１人から２，０１０人となっていますが、先ほどの戦略

１のところでは、２，５５２人から２，９８５人となっていて、成長産業であるか

ないかというところが関係してくるのか、この数値の関係性について教えていただ

けませんか。  

 

□ 妹尾あきた未来創造部長 

 私から説明させていただきます。  

 先ほどの戦略１の「雇用創出数」につきましては、いわゆる商工業だけではなく

て、農林水産分野であるとか、あるいは観光分野、全てひっくるめて、産業分野に

おける「雇用創出数」ということで数値を出しておりますので、それで多くなって

いるということでございます。  

 

● 三浦会長 

 よろしいですか。  

 

◎ 高橋委員 

 はい、けっこうです。  

 

● 三浦会長 

 ほかに御意見・御質問はございますか。  
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 それでは、今日欠席の吉濱委員から、ここの部分について御意見が文書で出され

ていますので、紹介をしていただきたいと思います。同時に、それに対するお答え

もお願いしたいと思います。  

 

□ 奈良企画振興部総合政策課長 

 それでは、吉濱委員からいただいた御意見を代読させていただきます。  

 「人口減少問題の克服を最重要課題と位置づけ、『攻め』と『守り』両面の取組

みにより、その克服を目指す本プランの課題認識および重点戦略に賛同します。当

県を取り巻く厳しい現実も真正面から捉えた、よく練られたプランだと思います。

特に、産業振興の観点からは、施策を着実に実行し、県内企業の労働生産性を着実

に高めていくことが肝要です。 

労働生産性の向上のためには、設備投資等を通じた生産工程の見直し等のイノベ

ーション、経営効率化といった企業の取組みが必要となります。ただ、足もと、県

内の多くの方々から、事業承継問題により、未来志向の経営戦略が描けず、前向き

な設備投資等に踏み切れないとの声も伺っています。 

この点に関して１点要望です。『施策２－２：中小企業・小規模企業者の活性化

と生産性向上』のなかで、事業承継問題について採り上げています。しかしながら、

成果指標である『事業承継計画策定件数』の各年度の目標値は、現状値（平成２８

年度）３３件を下回る２０件となっております。成果指標について、特段の事情が

なければ、もう一段高い目標を定める余地もあると考えますが、如何でしょうか。」 

 以上が、吉濱委員からいただいた意見でございます。  

 

● 三浦会長 

 では、これについて、どうぞお願いします。  

 

□ 水澤産業労働部長 

 吉濱委員の御意見のとおり、県内中小企業の持続的な発展のためには、円滑な事

業承継が大変重要であると考えております。この円滑な事業承継のためには、企業

が前もって事業承継計画を策定することが有効である、必要であるということから、

この計画策定数を指標の１つとしております。  
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 現在設定しております数値につきましては、県が直接関与し、把握できるものと

いうことで、当部で実施しております後継者育成塾の定員が６０名でございますが、

その３分の１程度の策定件数を目指すということで、２０件という数値になってお

ります。平成２８年度の実績につきましては、３３件と大変高い数字になっており

ますけれども、２９年度の見込みにつきましては１０数件ということで、今後の見

込みを考えますと、３分の１程度というような目標値がある程度、目標値として目

指すべきものかなということで設定しております。ただ、今回吉濱委員からこうい

った御意見が出されておりますので、その目標値の上積みにつきましては、可能か

どうか、今一度精査してまいりたいと考えております。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 今の件でも、ほかの件につきましても、何か皆様から御意見はございますか。  

 よろしいでしょうか。それでは、今の吉濱委員からの御意見に基づいて、よろし

く検討をお願い申し上げたいと思います。  

 続きまして、戦略３につきまして説明をお願いいたします。  

 

□ 湯元農林水産部次長 

 今日は佐藤部長が所用で欠席しておりますので、戦略３について私から説明させ

ていただきます。資料の４ページを御覧ください。  

 まず、戦略の名称についてですが、従前が「稼ぐ農林水産業創造戦略」でありま

したけれども、「新時代を勝ち抜く攻めの農林水産戦略」に変更しております。  

 稼ぐ農林水産業創造部会からは、深刻化する労働力の不足や米依存からの脱却な

どの課題に対応するため、秋田の農林水産業を牽引する多様な人材の育成、あるい

は先ほど知事からも発言がありましたけれども、複合型生産構造への転換の加速化

など、７つの項目について提言をいただいております。その提言を基に、担い手対

策から活気ある農山漁村づくりまで７つの項目を柱に、分野ごとに推進方向や取組

を記載しております。  

 資料の上段にございますが、「戦略の目標（目指す姿）」については、１つ目とし

て、米の生産数量の配分廃止というような国の農政改革等による産地間競争の激化、
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あるいは労働力不足などへの的確な対応による農林水産業の成長産業化、また、２

つ目は、米依存からの脱却や複合型生産構造への転換に向けた、これまでの取組を

もう一段ステップアップするということなど、４項目を目標に掲げております。  

 その右側に「戦略の視点」を記載しております。構造改革や労働力の確保、さら

にはＩＣＴやＡＩを活用した次世代型農業のあり方など、３つを記載しております。 

 次に、具体の施策及び数値目標等についてですが、施策１「秋田の農林水産業を

牽引する多様な人材の育成」につきましては、（１）秋田の農業をリードする競争

力の高い経営体づくり、あるいは（２）幅広い年齢層からの新規就業者の確保・育

成など、本県の農林水産業の経営基盤の強化を図っていくもので、左にございます

数値目標といたしましては、「農業法人数（認定農業者）」を、現状の５７６法人か

ら年間６０程度ずつ上げていき、８５０法人にするなどの目標を掲げております。 

 次に、施策２「複合型生産構造への転換の加速化」については、（２）シイタケ

やエダマメなど日本一を目指す園芸産地づくり、あるいは（４）大規模畜産団地の

全県展開など、本県農業の成長産業化や収益性の高い複合型生産構造への転換を更

に加速してまいります。左にあります数値目標については、「主要園芸品目の系統

販売額」を現状の１６０億円から２１２億円にするなどの目標を掲げております。 

 次に、施策３でございます。「秋田米の戦略的な生産・販売と水田フル活用」に

ついてですが、（１）業務用や特定需要など実需と結びついた米づくりの推進、あ

るいは（３）省力化技術やＩＣＴ導入による超低コスト稲作経営の確立など、産地

間競争に打ち勝ち、担い手経営の向上に向け、需要に基づいた米の生産などに取り

組んでまいります。左側の数値目標といたしましては、米の生産コストを現状の  

６０ｋｇ当たり１０，５００円、これを９，０００円へ低減するなどの目標を掲げ

ております。  

 次に、５ページでございます。施策４「農林水産物の高付加価値化と国内外への

展開強化」についてです。（１）異業種連携による６次産業化の促進、あるいは（３）

秋田の強みを生かした農林水産物の輸出促進など、県産農林水産物の付加価値向上

と国内外への販路拡大を目指してまいります。数値目標といたしましては、「６次

産業化事業体販売額」を現状の約１４３億円から２００億円にするなどの目標を掲

げております。  

 次に、施策５「『ウッドファーストあきた』による林業・木材産業の成長産業化」
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についてです。（１）秋田スギを活用した新たな木質部材等による需要拡大や（２）

林業の成長産業化に向けた生産・流通体制の強化など、木材の新たな市場の開拓等

による需要拡大、あるいは川上から川下まで競争力の高い木材・木製品の安定的な

供給体制の整備を促進してまいります。左側にございます数値目標は、「素材生産

量」を現状の１４７万ｍ３から１７０万ｍ３にするなどの目標を掲げております。  

 次に、施策６「つくり育てる漁業と広域浜プランの推進による水産業の振興」に

ついてです。（１）つくり育てる漁業の推進による水産資源の維持・増大、あるい

は（５）平成３１年に開催予定の「全国豊かな海づくり大会」等を契機とした水産

業の活力向上など、新たな魚種を含めたつくり育てる漁業による資源の維持・増大、

あるいは広域浜プランに基づく生産の効率化などにより水産業の振興を図ってま

いります。数値目標は、「海面漁業協同組合員１人当たりの漁業生産額」を、現在

の２８８万円から３１７万円にするなどの目標を掲げております。  

 最後に、施策７「地域資源を生かした活気ある農山漁村づくり」につきましては、

（１）多様な資源を生かした地域ビジネスの展開、あるいは（３）森林の多面的機

能の高度発揮など、中山間地域の農業と農山漁村の持続的な発展に向けた取組を進

めてまいります。数値目標につきましては、「中山間地域資源活用プラン策定地域

数」を、累積で現状の３７地域から６０地域にするなどの目標を掲げております。 

 なお、１２月議会で農林水産委員からは、複合型生産構造の推進のためには農業

法人の数を増やすことが重要である、あるいは、農業産出額に大きな割合を占める

畜産の今後の見通しなどへの意見を頂戴しております。  

さらに、専門部会の皆様からは、ハタハタの資源量の確保など資源確保に関わる

部分、それから林業については、植えてから伐採までの長期的な視点、いわゆる皆

伐再造林の対策、それからえだまめなどの品質のばらつきへの対応、そして秋田ブ

ランドの形成というような意見を頂戴しております。  

 こうした意見を踏まえながら、本県の農林水産業の成長産業化を一層推進してま

いりたいと考えております。戦略３についての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。  

 ただいまの説明につきまして、御意見はございますか。どうぞ。  
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◎ 山本委員 

 今回のプラン全体のベースとなっているのが、人口減少社会にどうやって向かっ

ていこうかということですけれども、今回、この戦略３の中で、現在の農林漁業の

県内の従事者がどのくらいいて、例えば法人をこれだけ増やせば、このように稼げ

る農業をやっていけば、その人たちを維持できる、あるいは積極的な新規就農でパ

イとして増やしていくことができるといった、人口面、従事者面での見方というも

のは何かあるのでしょうか。  

 

□ 湯元農林水産部次長 

 現在、４万戸を超える農家の方々がおられますけれども、人口減に基づいて農家

戸数も減っていくというのは、やむを得ない部分だと思っております。  

 ただ、先ほど言いました複合型生産構造、いわゆる園芸メガ団地、あるいは、大

規模な畜産団地、そういうもので作業効率を上げながら所得の向上を図っていこう

という形を今は掲げております。移住就農も含めて農業への参画という意味では、

様々な研修から受入れもやっておりますが、人口減少の勢いが強い中で、農業の部

分がかなりウエイトを占めていた時代がありますので、これを完全に食いとどめる

というのはなかなか難しいわけでありますけれども、そういった作業効率、もしく

は所得向上への対応というのも、両睨みしながら進めていきたいと考えております。 

 

● 三浦会長 

 ほかに御意見はございますか。  

 それでは、次に戦略４につきまして御説明をお願いいたします。  

 

□ 草彅観光文化スポーツ部長 

 続いて、戦略４について御説明をいたします。資料－１の６ページをお開きいた

だきたいと思います。  

 戦略名につきましては「秋田の魅力が際立つ 人・もの交流拡大戦略」としてお

ります。これは多くの方に旅の目的地として本県を選んでいただきたい、そのため

には従来の色々なものを総花的にお知らせするのではなくて、本県ならではの魅力
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を磨き上げて、さらに際立たせていくということが重要であるという考え方から名

称を決定したものでございます。  

 右上の「戦略の視点」を御覧いただきたいと思いますけれども、戦略４では、本

県ならではの魅力が際立つ誘客コンテンツづくりなどによる「総合的な誘客力」の

強化や、本県の食の柱となるアイテムの育成、東京オリンピック・パラリンピック

を契機とした文化の発信とスポーツ交流の促進、さらには、今後の技術革新を見据

えた利便性の高い交通ネットワークの構築などを総合的に推進するための６つの

施策を展開していくこととしております。  

 最初に、施策１でございます。施策１では、「地域の力を結集した『総合的な誘

客力』の強化」を図るため、国内外からの観光客に選ばれる誘客コンテンツづくり

の推進、観光客のニーズに対応した受入態勢の整備と観光人材・事業者の育成、さ

らにはターゲットを見据えた誘客プロモーションの展開、多様なメディアや新たな

手法を活用した秋田ファンの拡大及び国内外のクルーズ船の誘致と受入環境の整

備などに取り組むことにしております。具体的な取組内容は、右側の「主な取組」

に記載しておりますが、見て、触れて、楽しめる、秋田ならではの体験型観光の推

進や、宿泊施設の魅力づくりや観光事業者等によるおもてなしの充実に加えまして、

第４次産業革命を意識した形でデジタルマーケティングなど新たな手法を活用し

た情報発信の最適化、さらには官民一体によるクルーズ船の誘致、あるいは受入環

境の整備、こういったものに取り組んでいくことにしております。施策の目標とい

たしましては、「観光地点等入込客数」を、現状の３，１５９万６，０００人から

平成３３年に３，４５０万人程度に、また、「外国人延べ宿泊者数」については、

現状で６万６，９５０人ございますけれども、３倍程度の２０万人程度まで伸ばし

たいという目標を設定させていただいております。  

 次に、施策２でございます。施策２では、「『食』がリードする秋田の活性化と誘

客の推進」を図るために、秋田の「食」の柱となるオリジナルな商品の開発とブラ

ンディング、さらに食品製造業の競争力強化、幅広いパートナー企業や流通チャネ

ルを活用した販路の拡大及びエリアやターゲットを戦略的に選定した秋田の「食」

の輸出拡大と、独自性の高い誘客コンテンツとしての活用に取り組むことにしてお

ります。具体的な取組といたしましては、日本酒や発酵食品等の更なる高品質化と

ブランド力の強化や、米菓、米加工品、こういったものが新たなリーディング品目
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となることを目指した集中的な支援、そして発酵食など本県独自の食文化の観光コ

ンテンツとしての磨き上げ、そして誘客への活用、こういったものに取り組んでい

きたいと考えております。目標といたしましては、「食料品・飲料等の製造品出荷

額等」を現状の１，１７０億円から１，３００億円程度まで引き上げたいと考えて

おります。  

 続きまして、施策３では、「文化の発信力強化と文化による地域の元気創出」を

図るため、秋田ならではの文化資源のＰＲと文化を通じた交流人口の拡大や、文化

団体の活動促進と次代を担う人材の育成、さらには本県文化の中核拠点となる文化

施設の整備に取り組むことにしております。具体的には、東京オリンピック・パラ

リンピックを契機とした県内の多彩な文化事業への支援と国内外への発信、また、

国が日本文化の魅力をオールジャパンで発信する「ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラ

ム」の積極的な活用、そして県民会館閉館中の文化団体の活動促進などに取り組ん

でまいります。目標といたしましては、「文化事業への来場者数」を４４万９，３１１

人から４７万人にという目標設定をさせていただいております。  

 施策４は、スポーツに関してですが、「『スポーツ立県あきた』の推進とスポーツ

による交流人口の拡大」を図るため、東京オリンピック・パラリンピック等を契機

としたスポーツによる地域の活性化と交流人口の拡大、また、世界や全国で活躍で

きる選手の発掘と育成強化、さらにはライフステージに応じた多様なスポーツ活動

の促進や、地域のスポーツ活動の基盤となる人材の育成と環境の充実に取り組むこ

とにしております。具体的な取組といたしましては、東京オリンピック・パラリン

ピック等の開催に向けた海外からの事前合宿の誘致や、ジュニア層の強化を競技力

向上の柱に据えた一貫指導体制の確立、また、ライフステージに応じた多様なスポ

ーツ活動の促進及びホームタウンやチーム等とともに進める新たなスタジアムの

整備に向けた取組の推進などであります。スポーツ関係の数値目標は、「成人の週

１回以上のスポーツ実施率」を４９．５％から６５％に引き上げたいという目標な

どを設定しております。  

 続きまして、施策の５では、「県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備」

を図るため、交流や経済を支える高速道路網の形成や、高速道路を補完し広域交流

を促進する幹線道路網の形成、物流・交流拠点へのアクセス機能の強化、日々の暮

らしを支える生活道路の機能強化及び地方創生の拠点としての「道の駅」の魅力の
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向上に取り組むことにしております。具体的には、日本海沿岸東北自動車道と東北

中央自動車道の事業中区間の整備促進、国道１０５号「大曲鷹巣道路」の整備、こ

れは仮称でございますけれども、「秋田港アクセス道路」等の整備などに取り組ん

でまいります。目標といたしましては、「県内高速道路の供用率」を９０％から  

９２％へ上げるといった設定をさせていただいております。  

 最後、施策６でございます。施策６では、「交流の持続的拡大を支える交通ネッ

トワークの構築」を図るために、秋田への流動を支える幹線鉄道等の整備促進と利

便性の向上や、空の玄関口を生かした国内外との流動の促進、技術革新等を見据え

た地域の実情に応じた多様な地域公共交通の確保、さらには第三セクター鉄道の運

行確保と観光誘客への活用に取り組むことにしております。具体的には、奥羽・羽

越新幹線の整備計画路線への格上げを目指した調査・研究と国等への働きかけ、ま

た、ＬＣＣなど新規国内航空路線や新たな国際定期航空路線の誘致に向けた取組の

推進、さらには自動運転などの技術革新を見据えた持続可能で多様な公共交通ネッ

トワークの形成などに取り組んでいきたいと考えております。数値目標といたしま

しては、「秋田県と県外間の旅客輸送人員数」を、現状の５３９万人から５５６万

人程度まで引き上げたいという目標などを設定してございます。  

 以上、６つの施策について、相互の連携を図りながら重点的に推進することによ

りまして、設定した目標が達成できるように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上が戦略４の概要です。よろしくお願いいたします。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 ただいまの説明につきまして、御意見をいただきたいと思います。伊藤委員、お

願いいたします。  

 

◎ 伊藤委員 

 次の健康福祉関連の部会長をやっている伊藤でございます。以前より、戦略間、

部会間の色々な横の連携が重要だと言っているのですけれども、今この戦略４を読

んでいて、次の健康福祉、特に高齢者と関連する分野が大きいなと思いました。例

えば、２の「食」というのは健康に非常に重要なことであるし、それから４のスポ
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ーツ、これはかなり高度なアスリート用のスポーツをどちらかというと想定してい

るでしょうけれど、一部に高齢者が出てきているし、高齢者の運動というのは今後

の健康長寿に重要なことです。それからもう１つ、次の交通のことも、実は、例え

ば医療機関への交通とか、そういうものが今後重要になってくるので、そういうこ

とも想定してこの戦略を考えて、また施策に反映していただきたいと思います。是

非、横の関係を重要視して実施していただきたいと思います。これは意見になりま

す。  

 

● 三浦会長 

 伊藤委員、大変貴重な御意見、ありがとうございます。  

 特にありますか。  

 

□ 草彅観光文化スポーツ部長 

 まさに、私どもの戦略の中では、いわゆる「攻め」の施策群と位置づけられてお

りますけれども、委員の御指摘のとおり、いわゆる県民の生活に直結する「守り」

の部分というものも相当含まれております。その辺も意識しながら、これから施策

を実施してまいりたいと思っております。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。ほかに御意見はございますか。  

 よろしければ、戦略５について説明をお願いいたします。  

 

 

□ 保坂健康福祉部長 

 戦略５は、資料の７ページになります。  

 上段の真ん中に記載があります戦略５の目標は、県民一人ひとりの健康寿命を延

伸し、生きがいや豊かさを実感しながら暮らせる健康長寿社会と、全ての人々が地

域で活躍し、共に支え合いながら安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指し、

戦略名を骨子案における「いきいき健康長寿戦略」から、「誰もが元気で活躍でき

る健康長寿・地域共生社会戦略」に変更して、５つの施策を展開してまいります。 
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 まず、施策１「健康寿命日本一への挑戦」につきましては、健康上の問題で日常

生活が制限されることなく長生きできる明るい社会をつくり上げるためには、県民

一人ひとりが健康について自覚を持って行動することが最も重要であり、そのため、

県と市町村、各団体が一体となった具体的な取組が必要であるという提言を踏まえ

まして、食生活改善や運動による健康づくり、たばこ・アルコール対策、歯科口腔

保健の推進、健診受診率の向上、高齢者の生きがいづくりといった、トータルの取

組を県民運動として展開しながら、意識改革と健康づくりの実践につなげ、これか

らの１０年で「健康寿命日本一」を目指すこととしております。「主な取組」とし

ましては、大学、医療保険者等との連携による医療費・健診データの分析や研究に

基づく健康課題に対する改善への取組を推進するほか、働き盛り世代が健康づくり

に取り組みやすい環境の整備に向け、企業における「健康経営」の促進を図るとと

もに、ＩＣＴを活用した健康情報の発信や、インセンティブとして市町村における

健康ポイント制度の導入を支援してまいります。施策１の主な数値目標としまして

は、全国比較が可能な「健康寿命」を設定するとともに、６５歳以上７５歳未満の

前期高齢者のうち、要介護２以上の方の割合を減少させていくという指標を設定し、

施策の進行を管理していきます。  

 施策２「心の健康づくりと自殺予防対策」につきましては、近年、自殺率の減少

ペースが鈍化し、依然として全国平均と乖離している状況を踏まえ、普及啓発活動

や相談体制を充実させていくとともに、心の健康対策や、提言に基づいた地域レベ

ルでのきめ細かい取組や自殺未遂者支援を強化することとしております。主な取組

としましては、学校との連携により、児童・生徒の自殺予防に向けて、「自らを守

る力」と「周囲の人の気付く力」の強化を図るほか、健康問題が自殺原因の約４割

を占めている現状を踏まえ、医療従事者等と連携しながら、がん患者、慢性疾患患

者の心のケアに取り組んでまいります。また、自殺未遂者対策として、自殺未遂に

よる救急患者に対する医療・保健の連携体制の構築と対応力の強化を図り、再発防

止につなげることとしております。施策２の主な数値目標には、「自殺による人口

１０万人当たり死亡率」と年間の「自殺者数」を設定し、更なる自殺者数の低減に

向けて取組を強化してまいります。  

 施策３「医療ニーズに対応した医療提供体制の整備」につきましては、全国一の

高齢化先進県にあって、どこに住んでいても安心して質の高い医療を受けられるよ
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う、医療提供体制の充実・強化を図るとともに、住み慣れた地域で自分らしい生活

を続けられるよう、地域のニーズを踏まえた在宅医療提供体制の整備を図るべきで

あるという提言に基づいて、地域医療を支える人材の育成・確保や高齢化に対応し

た医療提供体制の整備のほか、がん診療体制の充実と患者支援、在宅医療提供体制

の整備などを推進するものであります。主な取組としましては、秋田大学や県医師

会との連携の下、高齢者に多い疾患の予防・治療や医療機器開発の研究を推進する

ほか、地域の在宅医療提供体制の確保に向けた介護施設などと近接した診療所の整

備を進めることとしております。施策３の主な数値目標としましては、高齢化に対

応した医療提供体制の整備や救急医療の体制構築を図ることに対応して、「脳血管

疾患による人口１０万人当たり年齢調整死亡率」を設定するとともに、がん診療連

携拠点病院における集学的治療の提供体制を強化していく方針から、「がんによる

人口１０万人当たり７５歳未満年齢調整死亡率」を設定しております。  

 施策４「高齢者や障害者等が安全・安心に暮らせる福祉の充実」につきましては、

介護・福祉の担い手の確保が懸念される中、高齢者や障害者等が住み慣れた地域で

安全・安心に暮らせるよう、医療・介護・福祉が連携して充実したサービスを提供

できる体制を整備するとともに、住民による地域活動を促進しながら、住民が共に

支え合う社会の構築を目指していくべきであるという提言の下、地域包括ケアシス

テムの構築の支援や介護・福祉人材の育成・確保、認知症患者を地域で支える体制

の強化、障害者への理解促進と社会参加に向けた環境づくりなどを推進するもので

あります。主な取組としましては、各市町村における地域包括ケアシステムの早期

構築に向けて推進役となるリーダーの育成を図るほか、若者のみならず元気な高齢

者が福祉分野で活躍できる環境づくりや、介護現場で働く職員の負担軽減に向けた

介護ロボットの導入支援を行うこととしております。施策４の主な数値目標としま

しては、代表指標に「介護施設等の介護職員数」を設定し、今後も増加していく介

護需要に対応していくため、介護人材の確保に重点的に取り組むこととしておりま

す。  

 施策５「次代を担う子どもの育成」につきましては、次代を担う子どもたちが健

やかに育まれる社会の実現に向けて、複雑な事情を抱える子どもたちの将来が不利

にならないよう環境を整備するとともに、意欲の向上につながるような取組を拡大

していくべきであるという提言を踏まえまして、里親委託や児童虐待、子どもの貧
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困といった課題への対応を強化するとともに、学校との連携により、健康・心の教

育を推進するものであります。「主な取組」としましては、社会的擁護を必要とす

る児童の里親の開拓から自立支援までの一貫したサポート体制の構築を図るほか、

児童虐待の早期発見・早期対応に向けて、児童虐待に関わる各機関との連携を強化

するとともに、生活保護世帯やひとり親世帯の子どもの進路の選択肢の拡大と意欲

の向上を図るため、中学生、高校生への進学支援を行うこととしております。施策

５の主な数値目標としましては、「里親委託児童数」を代表指標とし、保護者の下

での養育が困難な要保護児童がなるべく家庭的な環境で生活できるよう、里親委託

を重点的に推進することとしております。  

以上が戦略５の概要であります。よろしくお願いいたします。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問・御意見がありましたら承りた

いと思います。よろしいでしょうか。  

 よろしければ、後ほど全体を通してまた時間を設けたいと思いますので、続きま

して、戦略６につきまして説明をお願いいたします。  

 

□ 米田教育長 

 戦略６「ふるさとの未来を拓く人づくり戦略」について説明申し上げます。Ａ３

判の資料－１の８ページを御覧いただきたいと思います。  

 初めに戦略名ですが、骨子案の段階では「地域を支える人材育成戦略」となって

おりましたが、これからの秋田を支え、未来を切り拓いていくような人材を地域全

体で育てていくという意味合いを込めまして、このように「ふるさとの未来を拓く

人づくり戦略」という名称にしたところでございます。  

 次に、戦略の内容について申し上げます。総合政策審議会の皆様からいただいた

提言の内容は、表現は様々でございますが、全般的に取り入れているところであり

ます。また、県議会が設置している地域社会の維持・活性化に関する調査特別委員

会の中間報告に、当戦略に関する提言がございましたので、取組内容に反映してお

ります。  
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 それでは、提言に関連した取組を中心に申し上げます。初めに、施策１「自らの

未来を主体的に切り拓き、秋田を支える気概に満ちた人材の育成」についてであり

ます。提言では、キャリア教育の効果的な実践に向けて、学校と受入企業をマッチ

ングする仕組みの構築や、県の産業振興の方針等に対応した専門高校の教育内容の

充実等について御意見をいただきました。これを受けまして資料の右側にあります

ように、「主な取組」としまして、児童生徒と県内企業等を結ぶウェブサイトの開

設や航空機関連の専門カリキュラムの充実、地域企業の情報技術者による実技等の

実施などに取り組んでまいります。また、議会の調査特別委員会の中間報告からは、

地域の行事や様々な活動への子どもたちの参加の拡大について提言がございまし

た。このことから、「主な取組」といたしまして、地域の伝統を受け継ぐ活動等を

推進してまいります。  

 次に、施策２「子ども一人一人に応じた教育の充実と確かな学力の定着」につい

てでありますが、本県の特徴的な取組であります少人数学級や探究授業等につきま

して、小・中学校における運用の改善、また、高等学校への導入の促進、そして、

特別な支援を必要とする子どもへの支援の強化、科学技術の意識を醸成する取組の

推進等について御意見をいただいたことから、「主な取組」としまして、小・中学

校における少人数学級の運用改善や、高等学校における少人数学級と探究型授業の

導入、医療・福祉・労働機関等との連携による特別支援体制の強化、そして、プロ

グラミング教育推進に向けた環境整備等に取り組んでまいります。  

 次に、施策３「世界で活躍できるグローバル人材の育成」についてでありますが、

提言では、ビデオ通話アプリ等を活用した海外との交流などを通じた実践的な英語

コミュニケーション能力の育成や、国際理解の促進等について御意見をいただきま

した。これを受けまして、「主な取組」といたしまして、ＩＣＴや留学生等の活用

による多様な国際交流の推進や、高校生の海外留学への支援など、海外における異

文化体験活動の促進等を進めていくこととしております。  

 次に、施策４「豊かな人間性と健やかな体の育成」についてでありますが、提言

では、子どもや保護者の悩みを受け止める体制の充実など、いじめ等の問題行動に

係る対策の徹底や、インクルーシブ教育システムの構築に向けて地域の学校や住民

の障害に関する理解の促進等について御意見をいただきました。これを受けまして、

「主な取組」といたしまして、いじめ防止に向けたアンケートやネットパトロール



- 28 - 

 

の実施、教育相談体制の充実や、特別支援学校と地域の小・中学校との交流及び共

同学習の推進等を進めてまいります。  

 次に、施策５「子どもの成長を支える魅力的で良質な学びの場づくり」について

でありますが、提言では、学校と地域の連携・協働による子どもを育む環境づくり

や、学校を支援する専門スタッフ等の配置による学校の体制の整備等について御意

見をいただいたことから、「主な取組」としまして、地域と学校をつなぐ統括コー

ディネーターの育成や専門スタッフ等の活用による学校の指導・運営体制の充実等

に取り組んでまいります。  

 その下、施策６でございます。「地域社会と産業の活性化に資する高等教育機関

の振興」についてでありますが、提言では、高等教育機関の特色を打ち出す取組や、

地域課題に即した研究の推進と連携による地域貢献活動の展開について御意見を

頂戴しました。これを受けまして、「主な取組」としまして、グローバル人材や技

術系人材の育成を行う公立大学法人への支援を行うほか、実践的な職業教育や地域

の課題解決に取り組む私立大学、短期大学、専修学校等への支援等を進めてまいり

ます。  

 次に、施策７「地域を元気にする住民参加の学びの場と芸術・文化に親しむ機会

の提供」についてでありますが、生涯にわたる多様な学習機会の充実や、県民運動

としての読書活動の推進等について提言をいただいたことから、「主な取組」とい

たしまして、民間企業等との連携による県民の学習機会の充実や、生活の身近なと

ころで読書に親しめる環境づくりの推進等を進めてまいります。また、調査特別委

員会の中間報告からは、若者が地域の行事などに参加しやすいよう集い合える場づ

くり等について、創意工夫を図る旨の提言がございましたので、「主な取組」とし

まして、民俗芸能保存団体と学校や地域の若者の交流の場づくりを進めてまいりま

す。  

 次に、それぞれ４年間の数値目標の中で、代表的なものを挙げておりますが、例

えば、施策１では、「高校生の県内就職率」を過去最高でありました７４％まで引

き上げることを目指すほか、施策３では、「英語検定３級以上相当の英語力を有す

る中学校３年生の割合」を文部科学省が目標とする６０％を上回る６２％まで引き

上げることを目指すこととしております。その他の指標につきましては、プラン案

の本体に記載しておりますが、県民意識調査などの結果も併せて進捗状況を確認し
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ながら、取組を進めてまいります。  

 以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 ただいまの説明につきまして、御意見をいただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。  

 ただいま戦略１から６まで御説明いただきました。続けて、基本政策について県

から説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 それでは、私から基本政策について御説明をさせていただきます。９ページを御

覧いただきたいと思います。  

 ３期プランにおきましても、基礎的な生活環境の整備をはじめとします県民の安

全・安心な暮らしを支える分野につきまして、着実かつ継続に取り組んでいくこと

としておりまして、その分野を基本政策と位置づけながら、大きく４つの分野に整

理して推進していくこととしているところでございます。  

 １点目の「県土の保全と防災力の強化」についてでありますけれども、昨今の頻

発する大雨・豪雨被害などを踏まえましたときに、防災・減災対策の充実に努めて

いくことが重要であるということで、市町村や関係機関と連携した総合的な防災対

策を推進して地域防災力の強化・向上を図ろうとするものでございまして、「主な

取組」といたしましては、中小河川における改修だとか河道掘削等のハード整備と

併せまして、資料にはございませんが、水位計を増設して河川情報の提供体制の強

化を図るなどのハード・ソフト両面からの総合的な防災・減災対策に取り組むこと

としているところでございます。併せまして、自主防災組織の組織化、あるいは民

間事業者等との災害協定の締結などによりまして、市町村や民間団体との連携を強

化しまして地域防災力の向上を図ってまいりたいと考えております。  

 ２点目の「環境保全対策の推進」についてでありますが、地球温暖化防止対策、

あるいは暮らしやすい循環型社会の形成を推進し、豊かな水と緑あふれる秋田を次

世代、将来に継承していくことを目指すものでございます。主な取組といたしまし
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ては、事業所などにおける省エネ実践行動を促進するほか、循環型社会の形成に向

けまして事業系廃棄物の減量化の促進などに取り組むこととしております。併せま

して、自然環境の維持・保全を進めるとともに、ツキノワグマによる被害防止対策

など、野生鳥獣の適正な保護・管理にも取り組んでいくこととしております。  

 続きまして、３点目の「安全・安心な生活環境の確保」についてですが、日本一

犯罪や事故が少なく、安全・安心な地域づくりを進めるということと、県民が四季

を通じて快適で安らげる生活環境の実現を目指そうとするものでございまして、主

な取組といたしましては、犯罪や事故のない地域づくりに向けまして、高齢者の交

通事故防止対策の強化など総合的な交通安全対策を推進するほか、雪による被害対

策の推進にも力を入れていきたいと考えているところでございます。また、併せて、

動物にやさしい秋田の推進などにも力を入れてまいりたいと考えているところで

ございます。  

 ４点目の「ＩＣＴによる便利な暮らしと地域活性化の実現」でございますけれど

も、県民生活に身近なところでＩＣＴの利活用を進めまして、県民生活の利便性向

上を図ろうとするものでございまして、主な取組といたしましては、公共施設等に

おける公共無線ＬＡＮ、いわゆるＷｉ－Ｆｉ環境の整備促進や、行政が持つ非常に

膨大な情報をオープンデータによりまして民間に利活用していただくよう、その促

進に努めていくといったことなどを内容としているものでございます。  

 以上の４つの基本政策につきましても、６つの重点戦略と併せまして推進いたし

まして、県民生活の安全・安心の確保・向上に努めていきたいと考えております。 

 基本政策につきましては以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。  

 ただいまの基本政策についての説明につきまして、御意見はございますか。はい、

川村委員。  

 

◎ 川村委員 

 御説明どうもありがとうございます。  

 御存知のとおり昨年の夏、大雨で大変な洪水災害がありまして、今御説明いただ
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いた１番の「県土の保全と防災力強化」を是非推進していただければと考えており

ます。お考えいただいているかと思いますが、気になりましたのが、地域住民の避

難に対する考え方が、久しぶりの災害であったということで、十分なものであった

かどうかといったところは、色々なところで御議論があろうかと思います。（２）

の地域防災力の強化に関しまして、是非地域の方に対する防災意識の向上、あるい

は防災教育の推進といったことも、なおお願いをできましたらということをお伝え

しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 以上です。  

 

● 三浦会長 

 川村委員、ありがとうございます。ただいまの御意見、御質問について、どうぞ、

お願いします。  

 

□ 鎌田総務部危機管理監（兼）広報監（兼）次長 

 ただいまありましたとおり、昨年の大雨被害の際に、最終的には人的被害が出な

かったということで、その要因としては、市町村が早めの避難情報を住民に対して

出したということでございました。いわゆる住民の方々が常日頃から色々な防災意

識と言いますか、そうしたものを高めていく、持ってもらうということは確かに委

員の御指摘のとおり非常に大事なことでございまして、現在、総合的な防災訓練で

すとか、実は昨日も冬期の防災訓練ということで、大仙市において実施してまいり

ましたけれども、そうした防災訓練、あるいは自主防災組織という住民の自主的な

防災に対する組織化にも取り組んでおりますけれども、そうしたところには防災士

の資格を持った者をアドバイザーとして派遣をして、いろんな説明をし、あるいは

自主防災組織のリーダーの方々にお集まりいただいて、講習会をしながら、また、

全県的なネットワーク化を図りながら実施しているということでございます。  

そういった様々な取組をしながら、まさに住民個々の常日頃からの防災意識の強

化ということにも強く取り組んでまいりたいと考えております。  

 

● 三浦会長 

 よろしいでしょうか。  



- 32 - 

 

ほかに、三浦委員、お願いします。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 １番の「県土の保全と防災力強化」の点で、災害時における民間との災害時の提

携と言いますか、連携の中身について、もう少し充実をしていったら良いのではな

いかなと思っております。トラック協会についても、倉庫協会についても、各協会

等々で、各社はもちろんＢＣＰも持っていると思いますが、特にその緊急時の際に、

どうやって行政と連絡を取るのかという第一報体制であるとか、もっと言えば、ホ

ットライン的なものがないと、多分広域的な物流の対応を、例えば他県・近県から

送られてくる支援物資等々の捌きの問題ということについて、どこまでその計画を

細かく書くかというよりは、まず、その連絡体制だけを確立しておくというような

意味で、若干中身を充実していただければ良いのかなと思っております。これが１

点でございます。  

 ４番のＩＣＴの関係で、戦略の４に多分かかると思うのですが、「人・もの交流

拡大戦略」の観点で、やはり当面、Ｗｉ－Ｆｉに頼るところが非常に大きいのかな

と思います。単に公共施設等だけではなくて、Ｗｉ－Ｆｉの普及と言いますか、今、

船舶やタクシーの中でもＷｉ－Ｆｉが利用できるということもあろうかと思いま

す。県外からお越しになった方、外国からお見えになった方が、やはりＷｉ－Ｆｉ

を通じて色々な情報を取得するという傾向が非常に強いと思いますので、是非そう

いった普及等についても進めていただければと思います。  

 以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 ２点にわたりましての御意見でございますので、どうぞ、危機管理監から。  

 

□ 鎌田総務部危機管理監（兼）広報監（兼）次長 

 それでは、１点目の災害時の民間との連携についてです。  

 災害発生時、物資の輸送ですとか保管に関しましては、御指摘のとおり、トラッ

ク協会と倉庫協会と県とで協定を結んで対応するということにしております。協定

を締結した後、具体的な運用についてマニュアルも策定をしておりまして、実は年
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に１回、県が総合防災訓練を行っておりますけれども、そうした中で、実際に協会

の担当者の方にも参加していただいて、初動の連携について確認をしつつ、また、

マニュアルについても、訓練を通じて新たに見つかった課題等について見直しをし

ていくということで進めているところでございます。  

 

● 三浦会長 

 ２つ目の方、部長お願いします。  

 

□ 草彅観光文化スポーツ部長 

 Ｗｉ－Ｆｉの普及につきましては、観光面からいきますと、とりあえず外国人の

方、特に個人でお出でになる方々にとっては、情報収集の手段としてＷｉ－Ｆｉが

欠かせないという状況がございます。そういった意味で、環境整備そのものは、な

かなか県一円を県で行うというわけにはいきませんけれども、それぞれ関連する事

業者、あるいは自治体に働きかけをしながら、国でもそういった支援メニューがご

ざいます。そういったものを活用しながら、整備促進を働きかけていきたいと思い

ます。  

 県民の暮らしとも関係する問題ではありますけれども、私どものセクションとい

たしましては、そういった観点からの整備を当面進めていきたいと思っております。 

 

● 三浦会長 

 三浦委員、よろしいでしょうか。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 多分、民間でそれを投入していくというのが通常の流れだろうと思いますけれど

も、やはり他の地域に先駆けて、ちょっと極論ですけれども、秋田県内はどこへ行

ってもＷｉ－Ｆｉの環境が整うということを先進的に取り組むということも一つ

ではないのかなと思います。そういったことから、どういう支援やメニューがある

かということについては、是非検討していっていただければなと思っております。 
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● 三浦会長 

 どうも貴重な意見、ありがとうございました。  

 ほかに、この基本政策につきまして、はい、佐藤委員、どうぞ。  

 

◎ 佐藤（家）委員 

 この基本政策の中に、健康づくりなどの健康に関する視点が全く入っていないの

ですが、これで良いのでしょうか。秋田県は「健康寿命日本一」を推進することを

県の施策の大きなテーマとして掲げているわけですが、基本政策の中に「健康」の

文言が入っていないことに違和感を感じます。健康に関しては、重点戦略の中で非

常に詳しく述べられていますが、基本政策の中に「健康」が入っていなくて良いの

でしょうか。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 部長、どうぞお願いします。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 貴重な問題提起、ありがとうございます。  

 ３期プランそのものの構成と言いますか、つくりに関する問題提起だと受け止め

させていただいておりますけれども、言わば県民の健康をいかに守っていくかとい

う観点につきましては、一応プランとしては、基本的には重点戦略の中で網羅して

位置づけますという整理をさせていただいているところでございまして、重点戦略

でカバーしきれていない環境面だとか防災面だとか、そういったところを基本政策

というくくり方をしておりまして、基本政策に健康だとかそういったものがないと

いうことでも、何と言いますか、無視しているとか位置づけていないという形には

なっていないということを、御理解いただければと思っております。  

 

● 三浦会長 

 佐藤委員、よろしいでしょうか。  
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◎ 佐藤（家）委員 

 はい。  

 

● 三浦会長 

 ほかに御意見はございますか。  

 そうすれば、当初の説明から、戦略、そして基本政策まで、全てにつきまして、

これだけは申し上げたいということがありましたら、どの部分かおっしゃって御意

見いただければと思います。総論部分からずっと通して、よろしいでしょうか。三

浦委員。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 全体を通じてですが、確認と言いますか、もし聞き逃していたら申しわけないの

ですが、人口減が加速的に進むということの前提での議論の中で、やはり外国人の

方々の受入れ、特にアジアの方の労働力の確保等々について、そういう施策とかエ

ッセンスというのは、この中にはどこか入っているものでしょうか。確認と、それ

が入っていなくて良いのかどうかという単純な質問です。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 水澤部長、お願いいたします。  

 

□ 水澤産業労働部長 

 昨今の人手不足と言いますか、人材確保難が進んでおりますけれども、本プラン

の中で外国人労働者の確保に具体的に言及しているところは、今のところございま

せん。実際に外国人労働者を受け入れている県内企業もございますけれども、あく

までも現在のところ、技能実習という形で発展途上国への技術移転が目的という大

きな考え方の中で、国でも制度改正をし、３年から５年に延長するというような取

組を進めております。そうした国の施策については、県としても具体的に制度の周

知を図るということで取り組んでおりますけれども、今回このプランの中におきま

しては、むしろ県内への若者の定着、あるいは県内での雇用の確保といったような
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ところが中心ということで計画しておりまして、外国人労働者の確保と言いますか、

県内での雇用ということについての記載は、今のところないということでございま

す。  

 

● 三浦会長 

 よろしいですか。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 はい。  

 

● 三浦会長 

 どうぞ、伊藤委員。  

 

◎ 伊藤委員 

 さっきの佐藤委員の質問とも関連しているので、戦略６のところで本当は言うべ

きだったと思うのですけれども、是非「健康教育」というものを、この教育に関す

る戦略にしっかり入れてほしいと以前から述べているところであります。どこに入

っているのかなと思ったのですけれども、戦略６の施策４、「主な取組」の最後に

「地域等と一体となった基本的生活習慣の改善に対する学校保健活動の推進」とあ

り、多分それが入れたところかなと思うのですが、是非「健康教育」ということを

戦略６のどこかに、「健康」という言葉だけでも良いですから入れていただきたい

と思います。これは、我々は強く思いますので、よろしくお願いします。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 米田教育長、よろしいですか。  

 

□ 米田教育長 

 日常の学校教育の中では、健康に関する指導も色々しておりまして、特に最近は

がん教育等も含めて推進に努めておりますが、こうした取組についてもプランに表
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していく方向で検討したいと思います。  

 

● 三浦会長 

 よろしいでしょうか。  

 

◎ 伊藤委員 

 はい。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 吉濱委員から全体的なことで御意見をいただいていますので、ここで御紹介して

いただきたいと思います。  

 

□ 奈良企画振興部総合政策課長 

 それでは、吉濱委員からいただいた御意見を代読させていただきます。  

「プラン全体に関するコメントです。最近の全国景気をみると、各地域における

景気拡大・回復ペースが一段と増しています。人材獲得、県外需要の取込み等の面

で当県産業界がおかれた競争環境は厳しくなっていると言えます。本プランの対象

期間である平成３３年度までの４年間は、こうした意味からも重要であると考えま

すので、プランの適切なタイミングでのフォローアップと必要な対応策の検討もお

願いします。」  

 以上が、吉濱委員からいただいた御意見でございます。  

 

● 三浦会長 

 佐々木部長、お願いいたします。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 吉濱委員の御指摘は、人材獲得、あるいは県外需要の取り込みの面で競争がこれ

から厳しくなるということで、しっかり取組をフォローアップして、それを踏まえ

た対応をしたらどうかという大変大切なポイントを御指摘いただいたなと受け止
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めているところでございます。例えば、有効求人倍率が、非常にもうバブル期を超

える高い数字にある、あるいは、インバウンドが右肩上がりに増えているといった

中で、やっぱり地域間競争というのは、ますます激しさを増していくだろうと考え

ているところでございます。こうした地域間競争に打ち勝っていくためには、本県

産業の足腰をしっかり強くし、確かな成長軌道に乗せて、ほかの地域には負けない

競争力をしっかりと身に付けていくことが大事だと思いますし、そうした取組を３

期プランには求められているのではないかと感じているところでございます。  

 同時に、様々、例えば有効求人倍率やインバウンドに限らず、世の中というのは

大きく変わって激動していくわけでありますけれども、そうした社会経済情勢の変

化というものをしっかり捉えて、時期を失することなく先手先手で対応していくと

いうことのためにも、しっかりしたフォローアップが大事だろうと思っております。 

基本的には、これまでも、先ほど説明させていただきましたけれども、目標数値を

挙げておりまして、毎年その達成状況についてはフォローして検証を行って、次な

る施策に反映するように取り組んできているところでございますし、また、総合政

策審議会におきましても、毎年度いただく提言の中で、これまでの取組を御説明し、

世の中の動きや変化を踏まえて、建設的な御提案・御提言をいただいているところ

でございまして、そうした問題意識をしっかり持ちながら、我々も日々の業務に当

たってまいりますし、また、総合政策審議会におきましても、建設的な御提言を、

忌憚のないところで御頂戴をできれば、実効性が上がるのではないかと考えており

ますので、併せてよろしくお願い申し上げたいと思っております。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 ほかにご意見、どうぞ。  

 

◎ 山﨑委員 

 私からは、１点御意見させていただきたいと思います。  

 日頃、ＮＰＯで子育て支援をしておりますが、子育て支援の分野におきましても、

人材の確保・育成、人づくりは重要だと感じています。今回この戦略１～６の全て

の戦略の中に、その分野ごとの人材の育成が謳われておりまして、大変心強く感じ
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ております。  

 子育て支援と女性の活躍の推進は、少子高齢化にとって最も効き目のある政策で

はないかと思うとともに、人材の育成というのは、あらゆる問題の解消につながる

大きな力になると思います。是非とも、人への投資、特に未来の秋田を支える子ど

もや若者の投資に予算も時間もかけていただいて、じっくりと長く取り組んでいた

だければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 特に今の意見は、このプランの中に是非付け加えてということで、よろしいでし

ょうか。  

 ほかにございますか。はい、どうぞ。加藤委員、お願いします。  

 

◎ 加藤委員 

 色々と詳しい御説明をありがとうございました。今回最後というか、最終的なも

のをまとめるということですので、別にこれを盛り込んでいただかなくてもけっこ

うですけれども、どこかで頭の中に入れておいていただければ良いと思います。  

 冒頭、知事も挨拶の中でおっしゃいましたけれども、ＥＶ化ですとか、それから

ＩｏＴとか、ＩＣＴとか、様々な分野で今、県で進めている新しい産業の分野があ

ると思っております。これは戦略でいきますと２に入ると思うのですけれども、仙

北市では、ドローン特区をつくっていますよね。あと、五城目ではスクールのよう

な、ドローンを教える、講習するところがあるようですけれども、農業分野とか、

それから物流だとか、今、ドローンというのはものすごく注目を浴びていて、ただ、

それをオペレートする人間がなかなか育っていないということもありまして、全国

的に見ますと、私学でドローン専門の学科をつくっているようなところもあるよう

でございます。そういうことを考えてみますと、例えば県立大学でドローンの教育

をするとか、研究するとか、それから、公立の工業高校では卒業したら必ずドロー

ンを操縦できるとか、農業高校でもトラクターを運転するようにドローンをできる

よとか、そういう形で、先に時代の流れに進んでいくような、そういう取組をこの

中のどこかにエッセンスとして入れていただければ、それで良いかなと考えており
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ます。  

 以上です。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 水澤部長。  

 

□ 水澤産業労働部長 

 １つだけ御紹介いたします。  

 ドローンにつきましては、今御指摘のとおり、様々な特区、あるいは取組がなさ

れておりまして、県北では、そうしたドローンの操縦をやる講習会に取り組んでい

る民間企業もございますので、そういったところも活用しながら、トータルでドロ

ーンの活用が進む形を、まさにこの戦略２の中で取り組んでいくということにした

いと思います。  

 

● 三浦会長 

 ドローンに限らず、これから発生すべき新技術、システム等々に、どうか前向き

に、積極的にということだと思いますので、そういうマインドを持ってこのプラン

を進めていただきたいと思います。  

 ほかにございますか。どうぞ。  

 

◎ 菊池委員 

 人口減少社会に向けてということが、大きなテーマになってこの案ができている

と思うのですけれども、私どもの藤里町も高齢化率が４５％を超えておりまして、

ある意味先進地なのかなと思っております。町民の方々と、何で若者が藤里に定着

してくれないのだろう、出ていってしまうのだろうと話し合いを繰り返していたら、

気が付いてしまいました。私たち自身が、自分の息子や孫に向かって、「藤里は良

いところだから一生ここで過ごせ」と言ってなかった、「一旗揚げたかったら外に

出ろ」とか、そういう育て方をしていたのかも知れないということで、その反省の

下に色々なことを始めようと思っております。  
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ですから、この「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」案というのは、すごく良

いプランだと思いますし、この趣旨を一つひとつの事業に反映させていただければ、

本当に「秋田県は良いな」と言って戻って来てくれる若者、定着してくれる若者が

増えるのではないかと期待しております。  

 以上です。  

 

● 三浦会長 

 どうも貴重な御意見ありがとうございます。  

 ほかにございますか。はい、どうぞ。  

 

◎ 深沢委員 

 それぞれの戦略は、県民にとっても本当に関心の高いものでありますし、また、

よく設計されているなと感じていたところでありますけれども、ただ、これらは、

すべからく県民の協力なくして目標達成は、なかなかできないわけであります。そ

のためには、ずっと前の会議の冒頭にもこういった話をしたような気もするのです

が、何といっても、これからの施策、具体的な事業などがしっかり伝わる、伝える

ということも非常に大事なことだと私は思っています。良いことは色々あるけれど

も、実は知らなかった、分からなかったというようなことのないように、伝わる、

伝えるということにも意を配してもらいたいと思います。特にそのことについては、

若者を応援しているのだということを、県として大きな声を出していただきたいと

思います。  

 以上です。  

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。  

 ほかにございますか。はい、髙栁委員。  

 

◎ 髙栁委員 

 先ほど技能実習生の話がありましたけれども、うちの会社にも６人入っていまし

て、戻ったら日本食のレストランをやりたいとかそういう人もいますが、日本語を
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覚えて日系の企業に入りたいと言う方も結構います。そういう方が、東京本社の会

社に入られるのではなくて、秋田県が本社の海外ビジネスをしている会社に入るよ

うなことができたら、すごく良いなと思っていまして、秋田に今馴染んで生活をし

ていますので、そういう方と連絡を取り合って、もしくは秋田県の職員になっても

らうぐらいのことがあっても良いのかなと思いまして、そういう方とつながりを持

っていくようなことも御検討いただけないかなということが１点です。  

あと、自殺のところで、「自殺者数」が数値目標になっているのですけれども、

何となくそれで良いのかなと思います。本来であればゼロでなければいけないとこ

ろなので、何か別の目標設定がないのかなと、色々考えられたかとは思いますけれ

ども、そのような感想を持ちました。  

 以上です。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 皆さんから、各専門部会、それからこの総合政策審議会、それから、企画部会と

いうことで、各部門の情報交換をやって、それを県当局で受けていただきまして、

今日のこの最終プランになったと思います。非常に我々の提言をお聞きいただいて、

丁寧に作り上げていただいたということに感謝申し上げますし、また、今日、皆さ

んの意見を集約して答申し、県議会の承認を得て、４年間の大きな戦略になるわけ

であります。冒頭、藤原委員から進捗状況のフィードバックの話があり、佐々木部

長から先ほどしっかりとお答えしていただきましたので、やはり県だけではなくて、

我々県民、それから今日お集まりのそれぞれの立場の皆さんが、推進者の一人とな

って進めるということだと思います。  

この審議会として、「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」につきまして、意見

を集約したいと思いますが、まだ御意見と言いますか、付け加えたいことがある方

は是非お願いしたいと思います。非常に基本的な取組、方向性で、具体的にはこれ

がブレイクダウンしていくわけですので、もし皆様からの御賛同をいただけました

ら、このプランで知事に提出したいと思いますので、よろしいでしょうか。  

   

【委員一同異議なし】 
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● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。  

 先ほど、伊藤委員からも、「健康教育」を付け加えていただきたいという話もあ

りましたので、答申書の作成は、多少時間の都合もありますので、具体的な字句に

つきましては、私の方に御一任いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょ

うか。  

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 本当に、何回も長時間にわたりまして、御審議、御意見、御提案、ありがとうご

ざいました。  

 それでは、議事（２）の「その他」をお願いしたいと思います。  

 

□ 奈良企画振興部総合政策課長 

 それでは、第３期プランの素案に関する県民意見の募集結果について御報告いた

します。お手元に配付しております参考資料を御覧いただきます。  

 県では、この３期プランの策定に当たりまして、これまで総合政策審議会や県議

会をはじめ、様々な観点から御審議、御意見をいただいてきたところでございます。

こうした中、今回お示ししています３期プランの案の取りまとめに向けまして、よ

り多くの県民の皆様から御意見をいただくため、意見募集、いわゆるパブリックコ

メントを実施いたしました。募集の期間は、昨年１２月１２日から今月１２日まで

の１か月間とし、周知を図りながら、本庁舎や地域振興局において素案を閲覧に供

したほか、県のウェブサイトや広報誌にも掲載し、幅広く県民の方々から意見募集

を行ったところでございます。  

 御意見の提出状況についてですが、提出者は４名で、意見数は８件でございます。 

いただいた御意見の内容と県の対応につきましては、Ａ３判に記載しておりますの

で、後ほど御覧いただきたいと思います。なお、御意見と県の対応については、今
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後、県のウェブサイトで公表することとしております。  

 意見募集の結果については以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。  

 本日の議事は、以上をもちまして、全て終了いたしました。本当に皆様の積極的

な御協力、ありがとうございました。  

 それではマイクを事務局にお返ししたいと思います。どうもありがとうございま

した。  

 

８ 知事所感 

□ 出口企画振興部次長 

 長時間の御審議ありがとうございます。  

 最後に知事からお願いいたします。  

 

□ 佐竹知事 

 これまでの３回の審議会、また、各部会等々、大変皆様には御難儀をかけまして、

ありがとうございます。今日もいくつか御意見、あるいは御提言がございますので、

この点について、再度、もし若干の修正、あるいは加えることがあれば、あとは会

長と文言の調整はしたいと思います。  

 ただ、いくつかありますが、やはり深沢委員のおっしゃったとおり、いかに県民

の皆さんに、色々な県の考えをお伝えするかということ。ただ、実は、藤原委員の

最初のお話と同じように、この計画そのものというよりも、これに基づいた事業予

算が入ってくると、そこは非常に県民の皆さんもすぐ見ます。ですから、最終的に

事業の段階のところで、自分で御関係あるところについては非常に熱心です。ただ、

その具体的な予算の前の段階の、この文言の段階というのは、これを相当かみ砕い

て要約版にして全家庭に配ったり、色々なところで講演、あるいは分野ごとにお話

をしたりするということがございますが、全体としてなかなか県民の皆さんが全部

見るという、そういう機会はなかなか難しい面がございます。例えば、農業の分野

などは、農協がこれを全部咀嚼して、事業に落としますので、非常に県との意思疎
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通がありますが、そうでない部分もございます。  

 ただ、いずれ藤原委員がおっしゃったとおり、これから来年度の予算が決まりま

すけれども、このプランの項目ごとに、例えば来年からやるもの、すぐできないも

の、あるいは国との関係で中の調整が必要なもの、色々あります。ただ、基本的に

私どもは、このプランの予算化というのは、この４年間に何らかの形で表すという

状況になろうと思います。  

 あと、菊池委員がおっしゃったように、御自分の地域のことについて、やはり誇

りを持たなければ、なかなか若者についても、非常に難しい点もございます。  

特に、先ほどの加藤委員のお話のように、今はまさに第４次産業革命という非常

に大きな一つの時代の変わり目で、例えばアマゾンは、１０年か２０年で、全ての

スーパーをなくすという戦略を持っています。あるいは、超大手のスーパーと言い

ますか、そういう商業資本は、人口減少時代において、ＡＩを使って、一家の消費

材を全て独占して、しかもどんな場所へも配達するといいます。ですから、人口減

少、あるいは高齢化を逆に捉えて、ものすごいビジネスモデルが今できつつありま

す。そういうことで、私どもは、特にこの第４次産業革命を相当意識しながらこれ

をつくっております。  

 そういう中で、今の一番の問題は、人材が不足しているのかどうか。実は、数で

はそんなに不足はしてないです。ところが、マッチングの問題なのです。特に今、

親御さんは、自分の子どもを事務職に就けたいと考えます。しかし、県内で事務職

の求人倍率は０．２くらいです。ですから、一番求職が多いが、求人が少ないのが

事務職。事務職の場合、必要なのは相当なスキルのある、資格を持った人です。ま

た、例えば建設関係で人材が不足していると言っても、一般労務者は要らない。要

するに、高度な機械のオペレーター、あるいは施工管理士が必要です。非常に難し

いのは、一般的な力仕事、あるいは単純な事務職、これは全てＩＣＴ、あるいはＡ

Ｉに変わります。ですから、相当スキルを磨かないと職がありません。そこで、人

材育成が全ての分野で非常に必要になります。ただ、なかなか県内の親御さんは、

まだそういう意識がないものですから、とにかくネクタイを締めた職業を求めます。

そこら辺が非常に難しいです。髙栁委員のお店に私もよく行きますが、お金の決済

が、もう自動に変わっていますから、そういうことで、どんどん世の中は変わって

くるのです。そこら辺を、どう県民の皆さんと意識を共有しながら、教育の問題、
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あるいは人材育成の問題等と絡めながらやらないと、なかなか難しいなということ

です。そういうことで、人材がいないのではなくて、マッチングの問題で、例えば

事務職の人が別の分野に移りますと、ちゃんとはまります。  

あとは、やはり待遇ですね。例えば、最近できた超大手のソフトウェア、あるい

は大手関係の自動車部品のメーカー、こういうところは、なんと募集人員に対して

５０倍とかそういう数が来ます。やはり、給料が全然違います。逆に言いますと、

中央では、地方から引っ張らなければいけないと考えています。しかし、中央は居

住にも非常にコストがかかりますから、そういう給料の高い大手の会社は、地方へ

の投資が増えているのです。ですから、地元の企業との人材の奪い合い、これが非

常にこれから重要な問題です。  

 また、農業もやはり、メガ団地とかああいうところは、本当にコンピューター制

御でやっていますから、若い人はそういうところには来ます。ですから、色々な面

で、今までのような就業構造でものを考えるよりも、新しい技術の、社会の変わり

目で、どういうふうに県、あるいは県民の皆さんと一緒に対応していくという、こ

こが一番のこれからの問題になると思います。そういうことで、いずれ、県も色々

な事業の際には、そういう点は全ての事業に関係ありますので、そういうことを踏

まえながら、しっかりこの計画について、つくって終わりではなく、いかに効率よ

く予算を付けて実行するかということがこれからの課題でございますので、我々も

一生懸命皆さんの御意見を踏まえながら、頑張っていきたいと思います。  

 改めて、これまで大変な御難儀をおかけしましたことに御礼を申し上げ、私から

の最後の御礼の言葉にいたしたいと思います。ありがとうございました。  

 

９ 閉会 

□ 出口企画振興部次長 

それでは、以上をもちまして、平成２９年度第３回秋田県総合政策審議会を閉会

いたします。  

 ありがとうございました。  

 


