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平成２５年度秋田県総合政策審議会 第３回産業・エネルギー部会 議事録要旨 

 

■ 日   時：平成２５年１０月１８日（金）午後２時～４時 

■ 場   所：ふきみ会館 

■ 出 席 者：産業・エネルギー部会委員 

       加藤 秀和 委員（一般財団法人国際資源開発研修センター研修企画部長） 

       藤澤 正義 委員（千代田興業株式会社代表取締役社長） 

       藤盛 紀明 委員（ＮＰＯ法人国際建設技術情報研究所理事長） 

       高堂  裕 委員（株式会社あくら代表取締役社長） 

仲村 こずえ 委員（株式会社レジーナ貿易部部長） 

       吉田  進 委員（由利本荘市工業振興アドバイザー） 

 

 

■ 産業・エネルギー戦略骨子案について 

加藤部会長 

 各委員からご意見を頂きたい。 

 

藤盛委員 

 全体的に、我々の議論が反映されている。 

 医工連携についてであるが、秋田メディカルインダストリネットワークの概要について

教えて欲しい。 

 

有明学術振興課研究推進監 

 県内の企業、医療機関、研究機関で構成されたネットワークである。平成21年から活動

を続けており、現在、95機関、107名が参加している。医療関係者、工学研究者、企業の技

術者が集まり各種の情報交換をしているほか、人材育成に関するセミナーなどの開催を通

じ、医療機器産業への参入の促進を図っている。 

 

藤盛委員 

 こうした取組は、ニーズの把握が重要であると思うがいかがか。 

 

有明学術振興課研究推進監 

 研究シーズから出発するだけでなく、医療従事者側からのニーズを的確に捉えて取組を

行っている。 

 

藤盛委員 

 医療ニーズを提供するメーカーとはどのようなメーカーか。 

 

有明学術振興課研究推進監 

 販売網をもっているメーカーのことである。医療従事者とつながっている。 
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藤盛委員 

 医工連携コーディネーターの経歴は。また、どういうことをやるのか。 

 

有明学術振興課研究推進監 

 コーディネーターには、専門的な知識が必要である。こうしたことから、県内有数の医

療機器メーカーの工場長を歴任された方に就任をしてもらっている。企業や大学、病院を

回り、連携の手助けをしている。 

 

仲村委員 

 美容業界に商品を販売している会社で、ある素材について、医療分野に参入をしたいと

いうところがある。こうした異業種からの参入におけるマッチング機会の提供や人材育成

について触れてはどうか。 

 

有明学術振興課研究推進監 

 秋田メディカルインダストリネットワークでは、人材育成に関する取組も行っている。

秋田大学の先生が中心となり、秋田大学や秋田高専、県立大学の工学系の学生を集め、140

名参加のセミナーを開催するなどしている。 

 

加藤部会長 

 再生可能エネルギーの導入についてであるが、現時点で風力発電、地熱発電、メガソー

ラーの発電量を合計すると23万キロワット余りとなるようであるが、将来どのくらいにし

たいのかという目標を内部で検討して欲しい。国におけるエネルギー戦略が未策定ではあ

るが、私の見立てでは、100万キロワットはあっても良いと思っている。 

 

赤川資源エネルギー産業課長 

 県として、どのくらいの導入量を目指すかということについては、東日本大震災発生前

にまとめた「秋田県新エネルギー産業戦略」において目標を設定しているが、その後の電

力を巡る情勢変化や、今後の新エネルギー関連産業の振興という観点を踏まえると、将来

的には100万キロワットくらいの発電量の規模感を持って、これを達成するために、洋上風

力の導入を進めてまいりたい。 

 

加藤部会長 

 メンテナンスによる雇用創出を増やしていくということであれば、風車で１千基くらい

必要である。 

 

藤盛委員 

 シェールオイルやメタンハイドレートの開発促進に関連して、調査研究ビジネスという

ものがある。調査事業に国の予算が使われると結構な金額になる。本格的な開発の前に、

県内企業が大手と組んで調査事業に参画する観点も必要である。 
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加藤部会長 

 アメリカのシェールガスやシェールオイルの採掘ビジネスは、大きな産業となっている。

新しいものには、早めに手をつけておく必要がある。 

 

吉田委員 

 電力については、東北電力との関係は避けては通れない。 

 

赤川資源エネルギー産業課長 

 電力安定確保対策検討会議には、東北電力にも参画をしてもらっている。こうした取組

を進めるに当たっては、東北電力との協力関係は必要不可欠であることから、東北電力と

は十分な意思疎通を図っている。 

 

加藤部会長 

 共同火力発電に関連してであるが、日本の石炭火力の問題点は、石炭灰の処理である。

これの解決を併せて考えながら進めて欲しい。 

 

藤盛委員 

 コーディネーターについてであるが、能力のある方がたくさん就任しているようである

が、その実力を発揮できるようなサポート体制がどの程度できているのか。また、そうし

た方々を活用して、具体的にどのような成果が現れているのかが見えていない。せっかく

の力を発揮してもらう環境の整備が必要であると思う。今後、検討して欲しい。 

 

吉田委員 

 企業の経営基盤の強化についてである。大事なのは、県外のお客さんのニーズを如何に

探索するかである。そして、そのニーズを如何に県内企業に伝えるかが大事である。しか

し、多くは、前段階が弱い。お客さんの訪問など泥臭い活動をしなければならない。製品

開発の難しさを表す言葉として「千三つ」というものがある。こうした感覚を持つことが

重要である。 

 

鎌田次長 

 特に成長分野について、県外の顧客ニーズを把握するため、コーディネーターや県職員

が現場を回っている。また、自動車や航空機など個別の分野では、コンソーシアムなどを

組み、ニーズ把握に努めている。特に重要なのは、秋田でできるもの、強みのあるものを

選択して導入することである。今後も力を入れていきたい。 

 

吉田委員 

 関連して、一つのテーマが決まったというときに、この仕事を集中的にやってもらいた

いので秋田に来て欲しいというように、ターゲットを絞ったＡターンの取組が必要ではな

いか。特に来る側の技術者にとっては、誇りが持てると思う。 
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保坂雇用労働政策課長 

 Ａターンの中に、リクエスト制度というものがある。技術を登録し、企業ニーズとのマ

ッチングを促進している。今後はよりこうしたものを強化していく必要がある。 

 

藤盛委員 

 起業についてであるが、これもこの部会における議論が反映されている。 

 東京には、秋田で起業したいという人が少なからずいる。こうした県外にいる人に対す

る起業支援策はあるのか。 

 

永田商業貿易課長 

 秋田で起業するのであれば、相談に応じる。 

 

保坂雇用労働政策課長 

 県東京事務所では、Ａターンの登録をしている方々への情報提供の中には、県内で事業

を行う際の様々な支援制度についても情報を提供している。 

 

高堂委員 

 成長分野を念頭にした記述が幾つか見られるが、これにも競争相手がいる。そうすると、

必要な視点は、秋田でなければいけないという独自性の視点だと思われる。 

 

鎌田次長 

 秋田の強みとしては、特許がある。産学官の連携を通じ、秋田でしかつくれないものを

特許で囲い込むという手法が考えられる。 

 

加藤部会長 

 地道な労力を長く続けていくことが必要である。「千三つ」の取組ができなくなれば、

衰退するだけだ。 

 

高堂委員 

 あきたこまちの開発には、多くの労力が費やされた。その甲斐もあり全国に広まったが、

今となっては陳腐化している。折角のすばらしい品種なのだから、これを農家だけでなく、

いろいろな産業で支えていくという視点が必要である。  

 

藤盛委員 

 プランの総論が示されていないので議論が難しい。 

 

関根部長 

 プラン全体の重要となる視点としては、「付加価値・生産性の向上による県外への売り

込みの強化」「交流人口の拡大と県内流動の促進による県内消費の拡大」「人と地域の安

全・安心の確保」の３つである。産業・エネルギー戦略では、主に県外への売り込みの強
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化という観点から施策展開をしていく。 

 産業振興のあり方についてであるが、主役はあくまでも県内企業である。意欲のある県

内企業が、生産性の向上などに努めるときに、いかに環境をつくり、支援するのかという

ところをまとめていただきたいと思う。秋田の優位性については、比較優位であり、オン

リーワンというものはなかなか見い出せないのが現状である。 

 

藤澤委員 

 こうした計画は、文章にとらわれて固形化せずに、融通性を持ちつつ推進して欲しい。

オンリーワンは確かに難しい。しかし、これをつくる努力はするべきだ。10年後、20年後

に花開くもの、可能性のあるものに賭けるということも、重要なポイントである。例えば、

研究開発型の組織を県と民間で立ち上げるというのも一つの方策だ。 

 

加藤部会長 

 文章にとらわれないという意味では、シーアンドレールについての記述がなくなったこ

とはいい。世の中の趨勢にフレキシブルに対応しなければならない。 

 

鎌田次長 

 具体的なものはなかなか書けない。例えば、産学官連携の方向性に落とし込むなど検討

したい。 

 

藤澤委員 

 何年か後にいざやろうというときにスタートが切れるようでなければならない。秋田に

は研究所がない。 

 

加藤部会長 

 かつてＡＩＴ（秋田県高度技術研究所）があったが、垂直磁気記録のニーズが変わり今

はなくなった。 

 

鎌田次長 

 ＡＩＴを引き継いだ産業技術センターでも、10年先の研究を行っているが、あれもこれ

もとはなかなかいかない。こうした中でも、企業から提案があれば、個別のテーマに沿っ

て手弁当の勉強会を立ち上げたり、有識者を交えた検討を行うなど、機動的に対応したい。 

 

藤盛委員 

 秋田の未来のために今から何か取り組んでいかなければならないという藤澤委員のご発

言は大変貴重だ。  

 

吉田委員 

 私も同感だ。大変夢のあるご発言である。 

 研究開発の具体的なテーマは、独自性があり斬新なものが望ましいが、なかなか出てこ
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ないのが普通だ。 

 昔は、企業の研究開発には「20％ルール」というものがあり、研究費の20％は会社に報

告しなくても良かった。若い研究者の自由な発想を引き出すために、県の支援によりこう

した制度を設けてもいい。 

 

鎌田次長 

 一番期待しているのは、大学である。最近は、地域貢献の役割が大きく、新しいことへ

の取組が評価されない傾向がある。大学とも協議していきたい。 

 

藤盛委員 

 県外の大学と組むことも視野に入れるべきだ。 

 

加藤部会長 

 県外の大学に補助してもいい。秋田大学は商売っ気がない。 

 スマートフォンに使われている赤外線センサーは、売れる製品だとは思われていなかっ

た。しかし、スマートフォンの普及に伴って売れている。売れる商品を見極めることが大

事だ。 

 

仲村委員 

 スマートアグリ構想に関連してであるが、ある県では、イネを使った「食べるワクチン」

の開発を行っており、動物実験を行っている段階である。今後20年で人間にも応用できる

ようだ。植物工場にこうした取組を加え、医農工連携を進めてもいいと思う。 

 秋田港のコンテナターミナルの整備については、荷さばき効率を上げることが重要とな

ってくる。ガントリークレーンが２基あり、新しい２号機が稼働しているが、１号機はど

のような状況か。 

 

三浦港湾空港課長 

 １号機は、国際コンテナターミナルのコンテナを処理することはできない。 

 

藤盛委員 

 クレーンの増設の予定はないのか。 

 

三浦港湾空港課長 

 災害発生時にクレーンが故障して荷物が止まると、県民生活の影響が大きいため、危機

管理の観点からバックアップ体制を整備しておくことは重要であると認識している。 

 

仲村委員 

 実質的にガントリークレーンは１基しか稼働していないため、コンテナの10万TEUに対応

するには、将来的には増設が必要ではないか。 

 



- 7 - 

三浦港湾空港課長 

 将来的にはそうである。 

 

吉田委員 

 自動車関連産業への参入促進についてであるが、企業が部品を売る場合、ＩＳＯ9001や

ＩＳＯ／ＴＳ16949をクリアする必要がある。また、従業員個人についても、公的資格の取

得促すなどしてはどうか。 

   

藤盛委員 

 送電網の整備について、ＰＦＩの手法を導入してはどうか。 

 

赤川資源エネルギー産業課長 

 送電網の整備は、洋上風力の導入を進めるための前提として重要であり、国に対しても

働きかけをしてきた。国では、本県を含めたいくつかの地域を重点整備地区と位置づける

とともに、送電網を整備し送電事業を行うためのＳＰＣ（特別目的会社）に対する補助制

度を設け、今年度、北海道において実際に事業が動き出している。本県でも、こうした制

度を活用できないか、検討してまいりたい。 

 

藤盛委員 

 例えば、県が送電事業を経営することは考えられないか。 

 

赤川資源エネルギー産業課長 

 可能性としてはあり得るが、県のような公的セクターが経営することは、経営の効率性

などの課題があることから、慎重な判断とならざるを得ない。 

 

加藤部会長 

 いろいろなご意見があると思うが、時間なのでここで意見交換を終了したい。本日の意

見を参考に、戦略の骨子のブラッシュアップをお願いしたい。 

 

■ 提言書案について 

加藤部会長 

 次に提言書案についてである。私から概要を説明する。 

 

＜提言書案概要説明＞ 

 

加藤部会長 

 付け加えたい点があったらお願いする。 

 

藤盛委員 

 雇用の創出と製品出荷額は、必ずしもリンクしない。 
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加藤部会長 

 確かにイコールではない。ここでもイコールとは書いていないし、一つの指標である。 

 総合政策審議会に提出する成案については、事務局と協議し、部会長である私に一任と

いうことでよろしいか。 

 

（異議なしの声あり。） 

 

■ 人口・協働部会委員からの意見照会について 

加藤部会長 

 統計上の人口減少に余りとらわれる必要はないのではないか。税収という観点からの問

題はあるにせよ、むしろ、人の移動に着目し、例えば、秋田県の土日の人口はどうなって

いるのかを分析する方が重要ではないか。 

 

吉田委員 

 デスティネーションキャンペーンの影響で観光客が多いが、ビジネスで来ている人もい

る。こうした人の目的を分析することも必要である。 

 

藤盛委員 

 幸福度調査というものがあるが、これの上位の県の分析をしてはどうか。 

 

藤澤委員 

 周囲の会社と協力して工業団地内に保育園や幼稚園を設けようとしても、人材や施設の

確保が必要になり、実現が難しい。職場と家庭の距離を短くする方策があればいいといつ

も考えている。 

 

加藤部会長 

 職住近接という概念があるが、工業団地の中に保育園という発想は大事だと思う。 

 

吉田委員 

 埼玉県に、幼稚園と高齢者施設が同居しているところがある。そこでは、高齢者は非常

に元気らしい。こういうものはこれから全国に広がるかもしれない。秋田県も高齢者が増

えていくが、高齢者を元気にさせる方策が必要である。 

 

高堂委員 

 人口を増やすのは大変である。結果が出るまでには何十年もかかる。移動の人口を考え

る方が建設的だ。 

 県として、みんなが一丸となって取り組むことを一つつくって欲しい。例えば、県庁舎

の建て替えの際、農業や商業も含めた秋田の産業の全てが一緒になって取り組んでいくイ

メージである。役所を木造で建てれば、全国から人が来る。これを何十年単位で繰り返す

「秋田方式」を確立できないか。昔の殿様のように、いろんな職人、芸術家を集めて大き
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な事業としてやれればおもしろい。 

 

藤盛委員 

 伊勢神宮の外宮は、見た目は木造だが、中身は鉄骨だ。ハイブリッドにすることにより

高堂委員のようなアイデアは実現可能である。 

 

加藤部会長 

 このように発想の大きな転換が必要だと思う。県庁とショッピングセンターが一緒にな

れば品が悪いという批判があるとは思うが、県庁の人気を上げるには人に多く来てもらう

ことが大事である。 

 

吉田委員 

 佐竹知事が話していたが、電気自動車が普及すれば田沢湖などの観光地へのガソリン車

の進入規制など、新しい観点が生じてくる。こういう発想を大事にしてもらいたい。 

 

関根部長 

 貴重なご意見を賜り、感謝申し上げる。 

 雇用の創出が最大のテーマである。このためには、電子部品・デバイス産業がかなりの

ウェイトを占めている本県の産業構造をいかにフレキシブルに転換していくかが重要であ

る。企業の経営基盤の強化や成長分野への参入を最大限支援してまいりたい。 

 今後ともご協力をよろしくお願い申し上げる。 

  

 


