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平成２５年度秋田県総合政策審議会 

第３回人口・協働部会議事録(要旨) 

 

１ 日 時：平成２５年８月２２日（木）１３：３０～１５：３０ 

 

２ 場 所：県議会棟 大会議室 

 

３ 出席者 

   人口・協働部会委員 

    石沢 真貴  （秋田大学教育文化学部准教授） 

    武内 伸文  （Ｓｉｎｇ代表） 

船木 彰   （船木経営労務事務所所長） 

    渡辺 一馬  （一般社団法人ワカツク代表理事） 

    浦山 清悦  （田沢地域運営体「荷葉」事務局長） 

    藤井 みはと （中央保育園園長） 

    三浦 有貴子 （クルールあきた版編集アドバイザー） 

 

   県出席者 

    総務部総務課副主幹 

    企画振興部次長、同部次長、総合政策課長、同課政策監、同課副主幹、 

同課副主幹、同課副主幹、同課副主幹、同課主事、市町村推進監、 

地域活力創造課長、活力ある農村集落づくり支援室長、 

少子化対策局少子化対策推進監、同局主査、学術振興課副主幹 

    観光文化スポーツ部観光戦略課副主幹 

健康福祉部福祉政策課副主幹、子育て支援課長、同課主幹 

    生活環境部県民生活課主幹、男女共同参画課副主幹 

    農林水産部農林政策課主査 

    産業労働部雇用労働政策課副主幹、同課副主幹 

    建設部建設政策課政策監、同課副主幹 

    教育庁幼保推進課副主幹 

        

４ 議事 

 

（事務局より第２期ふるさと秋田元気創造プラン(仮称)「人口・協働戦略骨子」（たたき     

台）及び、人口・協働部会提言（たたき台）について説明） 

 

武内委員 

 秋田型地域支援システムについて。各市町村が多種多様に取り組むという観点で共有さ
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れてモデル化していくのは素晴らしいと思う。今後ともそのモデルが特化されていくべき

だと思うし、それに向けて横断的な組織が立ち上げられたということは、今後積極的に取

り組まれていくのだと感じた。一つのモデルが出来た時に、これが例えば全体的にこの予

算があって、この予算を各地域の取組に当てはめるということ以上に、そのモデルの結果

を全体に共有できるものとして横に展開していくということも重要であり、持続性、成長

性など色々なものがあるという観点以外に、モデルの評価としてこれは本当に成長性があ

るというものであるとか、今回の予算以上に持続性があるようなモデルになっているとい

う観点が必要なのではないか。その先々には出来たある地域のモデルが魅力的で、他から

もそこに視察に来るとか、他からも住みたいとなるような、そういった定型のモデル以上

に魅力的なモデルとして、ＮＰＯ、企業などの色々な主体が関わりながら、こういったモ

デルをつくっているという展開にまでなれば良いと思う。モデルの色々な取組が一覧表で

分野ごとにあるが、どんな主体が関わってそれが結果的に持続性に寄与したり、どんな主

体がどのように関わったから、これはもっと成長していくモデルであるとか、そのような

観点が今後含まれていけば、秋田型地域支援システムがブランドになっていくのではない

かと思う。 

 

湯元地域活力創造課長 

 まだまだ手探りの状態であり、予算も含めモデルの前に検証の事業をやりたいと思って

いる。ここに書いてある項目も気づいた部分を拾ったものであり、様々な地域の課題はま

だまだ色々な項目があり、それを地域の実施状況が様々な中でグランドデザイン的な大き

なものを掲げるとどの地域にもあてはまらなくなる。一番困っている部分は何で、それを

どのようにして地域の部分に落とし込んでいくか。多様な主体が関わって魅力ある地域づ

くりを行い、それを広げていくことで持続性につなげていくのが、最も基本的で目指すべ

き姿なのではないかという理解でいるが、始めの一歩としては一つでも二つでもモデル的

なエリア、テーマで動いていける地区で進めたいと思う。 

 

石沢部会長 

 他にいかがか。議事の(１)に関して今説明のあった資料について意見交換に入りたいと思

う。資料２を戦術ごとにそれぞれ意見をいただく形で進め、時間が足りないようなことが

あれば、後日意見をもらうという形にさせていただきたい。戦術１について意見等あれば。 

 

渡辺委員 

 戦術１に関してだが、県内の定着というところで、入口の就職率は若干上昇しているが、

秋田に限らず全般的に離職率も高めであって、高校生の入学者のうちの半分以上の方が就

職出来ない、ないし中退、３年以内に離職する。大卒者であれば３人に２人が同じ様な状

況であり、非常に多くの方々が何らかの形で仕事を失っていくとなれば、より仕事が得や

すいワークセンターに集まってしまう。どんどん人を使い潰していくということが起こり

うるが、その部分に対する指摘はこの中にないと思う。数字に対して、入口は上がったけ
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れども、定着率の向上の部分がその後にある少子化対策や、子育ての環境にもそのまま続

くので、ここも数的な目標を入れるのか。戦術ということなのでそれぐらいであっても良

いのではないか。 

 提言としては、就職をさせても離職をすると余計に傷がつくので、全員とは言わないが、

かなりの方がそこで生涯所得の軽減が図られてしまう。情報提供の方法について工夫をし

ないと、高卒者は難しいのかもしれないが、高卒者の就職率を70％に上げても離職率が上

がってしまえば元の木阿弥なので、例えばここは上げないけれども、離職率を留めおく、

ないし下げるという方が少子化対策等に関しても有効であると思う。 

 

牧野企画振興部次長 

 インターンシップが盛んで県庁にも何人か来ていると思うが、高校生も大学生も来てい

る。県庁だけではなく、色々な企業にインターンシップが行われている。その点に関して

は教育庁が中心となって高校や大学で進路指導という形で行っている。今委員がおっしゃ

ったことについては、相談して盛り込める施策があれば検討していきたいと思う。 

 

小西総合政策課副主幹 

 実際のところ離職する理由としては、勤めてみた時に何らかのギャップがあったり、仕

事をしていく中で色々なものが見えてきて、離職を決断するということもある。それに対

して働きかけるということは、個人的な問題になってしまうかという懸念もある。秋田県

の状況や秋田県に魅力があるかを考えながら、そこでポジティブに生きていけるか、秋田

県としてみんな団結して生きていこうという、官民一体となってという取組になると思う

が、そういうことを若い人に語りかけていくことは歯止めになると思う。 

 

武内委員 

 外に出て行く前に県内に定着させるとか、外から戻って来てもらうという方法もあるが、

高校生までの成長の段階で地域の魅力を感じてもらうことで、そこには就職や生活のイメ

ージもあり、地域の自然や色々な資源、そういったものを高校生の間に何か感じてもらう

ことで、いずれは帰ってくるという方向性があっても良いのではないか。高校を卒業する

前に急に就職のことを言われてもピンと来ないが、もっと継続的に秋田のＤＮＡを刷り込

むような施策やＮＰＯなど色々な団体との関係づけをより早い段階からするとか、お祭り

などがそういったものを担ってきているわけだが、そのようなものに選択肢として力を入

れることはできないか。 

下段に関しては、秋田でのライフスタイルが魅力だということをもっと伝えていくとい

うことであり、体感してもらうということだと思うが、今までのやり方以上にもっと体験

してもらうような、体験したら住みたくなってしまうような、そのぐらいのプログラムみ

たいなものもあっても良いのではないか。 
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牧野企画振興部次長 

 昔から秋田県はふるさと教育を20年も30年もしていると思うが、我々も小学校の頃から

郷土の偉人などの勉強をさせられた。教育庁の方で力を入れて行っていると思うが、よく

聞く話だと秋田県出身者が秋田民謡の一つも歌えないという話があったりもして、この辺

りも教育の中に取り入れたらいいのではないか。 

 

湯元地域活力創造課長 

 移住、定住について前回も話したが、現在、県外の方々にニーズ把握の調査を行ってい

る。その中で秋田県に求めるもの、制度、助成の仕組みのようなものがあれば、それは我々

で検討したいと考えている。それから体感するという意味ではお試し移住なども行ってい

きたいと思う。そのためにも市町村の良さ、資源、遊び、祭りも含めた、来て楽しんでい

ただけるような、メニュー化のようなものも整理してまいりたい。 

 

石沢部会長 

 先ほど、ふるさと教育というところで、教育の問題が出てきたが、地域の良さを実感し

てもらうため魅力を伝えることをずっと行ってきたというのはそのとおりだと思うが、そ

こに産業や生活の部分がきちんとつながっていないというのが問題なのではないか。住み

良さ、愛着という部分は常に育んでいけるところだと思うが、それがここで生きていける

という産業や仕事に結びつくようなところで教育が意識されているかどうかという部分が

弱いのではないか。そこが加わることで、教育と実際の生活、仕事の部分も関わっていく

ということが高校生にも伝わっていけば、定着につながると思うので、教育の仕方なども

う少し工夫があっても良いのではないか。 

 

船木委員 

 若者の３年内離職率が減らないという現状がある中で、何が問題かと言うと労働環境と

自分の期待していた報酬がミスマッチということがあり、昨年も脱少子化部会の時に話し

たが、今の高校教育の中で法律関係や働く上での周辺知識を勉強する機会がないまま就職

してしまい、自分が思い描いていた理想と現実に直面した時に、想像していたものとのギ

ャップや収入が少ないため生活できないというような形で他の仕事やもっと賃金の高い地

域に移っていくという現状があるため、インターンシップをする時にそのようなことを教

えるような機会があっても良いのではないか。 

 

牧野企画振興部次長 

 示唆のある話があったので、しっかりと伝えていきたいと思う。 

 

石沢部会長 

 ２つ目の戦術に移らせていただく。官民一体となった少子化対策の推進ということで、

意見等あれば。 
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渡辺委員 

 先ほどのはじめの質疑の部分でもあったが、ここも結局モデルとしてどれが面白いのか

とか、すごく成果が出ているのかということが改めて出てきても良いと思う。取組をして

いるとか助成をしているという書きぶりでしかないと思うが、何か結果が出ているのかと

いうことも書くべき。この部会は２つ合体しているので、こういう地域支援システムが基

本的には高齢弱者を受け持つだけの形で書いているところに、少子化や子どもを育てる環

境を含めた一覧をつくるとか、必ずしも一覧である必要はないが、良いものはちゃんと分

かっておいてそれをきっちりそこに広げるとか、これはこういう地域しか使えないが、そ

こではこれだけの成果が出ているというのも分かっておくことも必要ではないか。少子化

対策応援ファンド事業の中のつくり方で、もう少し改めて公費的なものを入れるのだから、

はじめは成り立たないかもしれないが、面白い取組を出せるような審査の仕方や、当たり

障りのない、どこで何をしているから数十万つけるということだと、モデルは広がらず、

新しいモデルも出て来ない。もっと根本的な部分に手を入れることはしないのか。いわゆ

る三世代家庭であれば子どもは産み育てやすいが、今後も減っていくなかで再び三世代家

庭を増やしていくのが難しい時に、シンガポールなどの一部先進国が行っているような、

安い労働力で子育てや家事をしてもらうというところだけを無理矢理秋田で実施するとい

うことなのか、それは移民となるとかなりハードルが高いが、地域の中での弱者と勝手に

思われている高齢者の新しい仕事としてつくるようなところがあれば、そこにお金をつけ

てリスクも一緒に負う形で、特区とは言わないが、そういうところを応援するということ

はできないのか。 

 

石沢部会長 

 渡辺委員の発言に対して関連することがあれば。 

 

佐藤少子化対策推進監 

 今、渡辺委員の方からファンド等で県が助成している取組について、良いものを広めて

いけるようなものがあればということだったが、ファンド事業については平成22年度から

立ち上げており、今年で４年目になる。年度ごとに色々な民間の方々の取組があるが、そ

の内容については実績報告として提出されるので、それを一冊の本にまとめ、関連の団体、

市町村にお配りするほか、県のホームページでも、例えばＡという地区ではこのような団

体がこんな子育ての取組をしていますと、あなたの地域ではどうですか、という形で載せ

て広めていくような取組をしている。今後も魅力的な取組について広めていきたいと考え

ている。 

三世代同居とか少子化に関わる根源的な取組について深く考えてはとのことだったが、

県でも「脱少子化ウェーブを巻き起こす行動県民会議」を立ち上げ、県内の経済団体、教

育団体、農業団体等各団体から会員になっていただいている。各団体の取組を単純に情報

交換するだけではなく、県民会議として統一的な取組ができないかということで、今年度、

部会をつくって協議を進めているところ。色々な部会の委員の方から話を伺うと、都市部
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では子育ての悩みが大きい。郡部の方に行くと三世代同居になり、結婚すれば子どもは生

まれているが、それよりも若者が定着できないとか、そういった意味合いの少子化の原因

があり、色々な問題点が浮かび上がって来ているところである。今年度、各委員からの意

見をまとめて、県民会議として新たな行動を打つための提言・行動宣言のようなものをま

とめて発表していくこととしている。 

 

船木委員 

 県民運動の展開の中の子どもの国づくり推進協定は、年々協定件数が増えているという

ことで喜ばしいと思うが、このあとには一般事業主行動計画などが出てくると思うが、一

般事業主行動計画は今年度から過去に提出した企業へのフォローアップというような態勢

を整えるようになったが、こちらの協定をされた企業へのフォロー・個別訪問的なことは

継続的に行っているのか。 

 

佐藤少子化対策推進監 

 入口が協定、少子化に目を開いていただいて、できることからやっていただこうという

のが協定の取組になるわけだが、企業であれば更に一歩踏み込んでいただいて、一般事業

主行動計画に結び付けてもらっている。具体的な両立支援の施策・対策を企業として考え

ていただく、というつながりになってくると思うが、協定の方はある程度数は進んできて

いるので、今後は協定を結んだ企業を再度訪問するような形で一般事業主行動計画の取組

を進めていく必要があると思っている。 

 

石沢部会長 

 戦術３、出会い・結婚支援の充実強化の点について意見等あれば。 

 

三浦委員 

 あきた結婚支援センターについてだが、周りには、30代でまだ結婚していない女性が結

構いるが、センターを利用したことがある人を聞いたことがない。結婚したいと言ってい

る人にセンターを紹介するのだが、実際に利用する側からすると、少し直接的過ぎるよう

に思う。そこで例えば、戦術１とか戦術５とかが秋田に定住する魅力を発信するとか、秋

田にＡターンすることを促進するということの副産物的な形で、秋田で出会って結婚する

人が増えたら良いというぐらいのスタンスが良いのではないか。例えば、若い人に住んで

欲しいと思う地域にシェアハウスをつくって、そこでおじいちゃん、おばあちゃんの雪か

きの手伝いをしたり、仕事をしながら若い人と一緒に暮らすという方法もある。出会い支

援という言い方を辞めた方が良いのではないか。 

 

佐藤少子化対策推進監 

 人によって捉え方、受け方があり難しい問題。センターを利用する方の中でもなるべく

内密にしたく、両親にも余り知られたくないという方もいれば、一方で友達を誘ってくる
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ような方もいる。200人目の成婚報告者の方が２月に出たが、その方々も「センターで私た

ちは巡り合って結婚しました」ということを、わざわざ知事に報告に来ていただいており、

そういった方もいるということはあるかと思う。委員がおっしゃったのは、しゃかりきに

なって結婚というイメージではなく、秋田県に住みたいという方が自然に出会ってという

ことだと思うが、先ほどファンドの話が出たが、ファンド事業でも各地域で色々な出会い

支援の取組をされているが、例えば、出会いということよりも、地域資源を活かした若者

の活動をし、一つの目標に向けて力を合わせていく中で、自然に出会いができたらという

取組もいくつかあちこちで出てきているので、そのような取組も活かしながら、結婚支援

センターと両輪で上手くできれば良いと考えている。 

 

武内委員 

 私も三浦委員の意見に賛成で、会話をしなさいと言ってもなかなかそういうものは生ま

れない。同じ趣味、同じ行動をしながら副産物的につながるというのが良いのではないか。

私が行っている社会活動やボランティアでも色々な世代が集まるが、その中で色々な方々

が一緒に体験をしながらつながっていくということがあるのだと思う。昨年は、動物愛を

舞台にイベントを企画したこともあったが、何か一つの目的を一緒にしながら結果的にと

いう形がどこにもあてはまると思う。それが、県の事業でいうと例えば元気ムラの事業に

取り組む人たちが結果的につながるというように、色々と横断的に可能性があるのではな

いかと思う。それが色々な世代が関わるきっかけになると思うので、余りそういう人だけ

に限定するのではなく、そういう人たちが含まれるような事業として、ぼやかしつつ一緒

に行いながら結果的につながっていくという、そういう人たちも参加しやすいようなもの

を企画してはどうか。 

 

牧野企画振興部次長 

 結婚支援センターで３年ぐらい続けて、東京の女性と秋田の農村男性とをマッチングし

て、お見合いさせるのではなく、東京の女性には農村生活を楽しんでいただくものとして

来てもらい、秋田の男性にはしっかりと面倒をみてもらうという形で行っているが、どう

しても小規模に留まる。地道な取組を重ねなければならない。結婚支援センターについて

は、入会者数が多くこういったニーズはあったのだと思う。結婚を期待している人たちも

いるということで、これはこれとして続けていくし、そこに抵抗感がある人もいると思う

ので、そうでない人の場合も色々な形で出会いが生まれるような支援をきめ細かく、余り

大きくなくても良いから続けていくことが大切なのではないかと考えている。 

 

船木委員 

 先ほどのファンドの話もあったが、今年度のファンド採択事業は出会いに関する企画が

採択されていたが、若い人たちで結婚できなかった人たちは出会いの機会がないからイベ

ントに参加して、楽しみながら知り合いが増えたら良いという思いがある。体験活動を通

して触れ合うような場を設けることを特化して進めていく場合に、ファンドの区分を別枠
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で設けて、その企業をある程度確保しておくなどの取組も必要ではないか。 

 

佐藤少子化対策推進監 

 ファンド事業については、年間30～40件ぐらい採択しており、特に予算の区分があるわ

けではないが、若者の定着にかかる取組や子育て支援の関係、母親の不安を解消するだと

か、新たな保育所や幼稚園とは違う在宅で子育てしているお母さんたちの横のつながりを

つくる事業など子育て関係の事業、出会いの機会を提供するような事業がある。事業主体

は色々な任意団体や商工会の青年会のようなところで行う場合もある。 

こちらとしても事業内容を区分しながら行っているが、予算の区分で出会いの分だけ確

保するというところまでは至っていないので、今後応募の状況などを見ながら来年も考え

てまいりたい。 

 

石沢部会長 

 戦術４、子どもを産み・育てる環境の充実強化について何かあれば。 

 

武内委員 

 方向性の２や４の中になるかもしれないが、子育て支援を希望する高齢者がいる場合に、

そのような方々の力を活用して子育てと連携するという取組は実現可能性などについて検

討の余地はあるか。 

 

松田子育て支援課長 

 ６ページの方向性２の子育てサポートの部分だが、子育てサポーターは子育てが終わっ

た直後ぐらいの人や子育ての後半の人たちが年齢的には多いが、高齢者の方でも参加され

ている方はいるので、そういう意味では高齢者の方の生きがいの場という形で行うことも

十分可能である。年代的に育て方や預け方の違いなどで若干調整が必要かと思うが、これ

は十分可能であり、現に入ってきている人たちもいる。 

 

小西総合政策課副主幹 

 総合政策課に高齢者の社会参加促進を目指す事業があり、活動は自由な形態になってい

るが、その中で学童保育を取り組んでみたいという方々もいた。その結果を見るとノウハ

ウ的に難しいところはある一方で、やっていてすごく楽しかったという声もあったので、

システムとして固めるのは難しいかもしれないが、そのような取組も含めて何かに取り組

もうとする気持ちを支援していくということは可能である。 

 

武内委員 

 前回もアイディアが色々あったと思うが、学校の空き教室を活用した高齢者たちのコミ

ュニティの場所があって、それが地域の子どもたちと高齢者の交流の場になったり、学童

の場になっているという事例が他の県ではあるが、そのようなものに取り組むのも一つの
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アイディアだと思うが可能か。 

 

松田子育て支援課長 

 空き教室の活用となると、教育庁で管理しているので、そちらの見解もあるかと思うが、

色々なイベントや事業などを通じて世代間交流という形で行っていくのは十分可能である。

特に、三世代同居というのが少なくなってきているので、昔の遊びだったり、生活の知恵、

生き方など高齢者の体験を聞くことで世代間でつなげていくというのは大事なことではな

いかと思う。そのようなイベントや事業は我々も賛成である。 

 

湯元地域活力創造課長 

 プロジェクトの中にもあったが、美郷町では空き校舎が増えているということで、空き

校舎活用をプロジェクトの展開で行っている。その中で冬期間も活用できる多目的な球技

場をつくっている。単に子どもたちだけではなく、高齢者のゲートボールや祭りの練習場

として利用されており、交流の場にもつながっている。空き校舎も増えてくると思うので、

そのような活用の手段・事例を全県で共有できるような形で進めてまいりたい。 

 

藤井委員 

 保育園側からの意見だが、方向性１の子育て家庭への経済的援助に関してアンケートを

取ると、子どもが病気になることに不安を持つ人が多い。三世代同居の場合、おじいちゃ

んおばあちゃんがいるが、そうでない場合は子どもの面倒を見るため仕事を休まなければ

ならない。そのため病気にかからないように予防接種をすることになるが、かなりの量が

あり費用も高額になる。 

今、水疱が流行っており、罹患すると１週間休まなければならないが、水疱の予防接種

は費用が非常に高い。そのため、結局受けずに毎年そのような状況になっている。予防接

種への補助や仕事を休むための手立てなど病児保育と病後児保育への支援が必要である。

由利本荘市は病児保育はないが、病後児保育はある。病後児ではなく病児保育がもう少し

拡充されていくと良いのではないか。現場の問題だが、そういうことをできるだけのノウ

ハウを今のところ持っていない。病気の時は子どももナイーブになっており、デリケート

な状態のため、できればご家庭で一緒にいる方が本当は良いが、長く休むと解雇されてし

まうというのが今の現状である。 

私たちの保育現場でも限りがあるので、様々な活用できるシステムがあることをもう少

し私たちも情報を発信していきたいと考えている。少子化ファンドの話だが、子育て支援

事業ということで私たちも本荘地区協議会で祭りをしているが、3,000人くらいの規模で来

てくれている。そうすると保育園にもっと目を向けてくれるようになるので、お母さんた

ちがもっと子どもを生んでみようという気持ちにつながっていくと思う。 

 

石沢部会長 

 次に戦術の５について。 
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武内委員 

 戦術の５ではないが、全体の目次の中で、基本目標１が人口減少の歯止めをかけるとい

う形で、人口減少は前提として受け止め、もっとポジティブに何かをつくり上げていこう

と先日提案したところだが、この分け方の中にもっとその要素が入ってくれば、この枠組

でも良いとは思うが、もっと分かりやすくするためには、その２つを並べた上で、協働を

その手段として当てはめた方が分かりやすいのではないか。人口部会と協働部会が一緒に

なって人口と協働の話を別々にするよりは、これを一緒に捉えてするからこそ一緒の部会

の意味があるかと思うがいかがか。 

もう一つ、もっと、人口減少とは単なる対策ではなくて、人口減少を受け止めた上で創

造的に何か取組を一緒にしていこうというスタンスが大事ではないかと思うがそのような

観点はどうか。漠然とはしているが、その方が創造的なものをする上で減少を受け止める

ためにどのようにして協働していくか、というのはこの部会として重要なのではないか。 

 

黒木企画振興部次長 

 戦術５以降の部分を見ていただくと、それまでの４の部分に比べて、人口減少し変化し

ていくであろう社会にどう対応するかという視点で、全てのことは仕組まれていると我々

は考えているが、それが余り見えないというのは、雪対策や地域の支え合いの問題などを

それぞれ人口減少という厳然たる事実を踏まえて考えており、余りに当たり前になってい

るために何も考えていないように見えるということもあると思う。そこは記述の問題では

ないかと思うので、事務方で骨子をブラッシュアップしていく段階で少し検討する必要は

あると思うし、例えばそういう観点で書くというのは可能と思う。 

 

湯元地域活力創造課長 

 前回も部会長から指摘があったが、次長が申し上げたとおり、全体が人口減少を真正面

に受け止めた形で、人口減少社会においてどうするのかというのが課題で、協働という取

組を余りにも明確に区分して書いているためそのように見えるのかと思う。今ご指摘のあ

った人口減少社会を前向きに捉える、あるいは課題として捉えてそれを協働でどのように

カバーするのか、あるいは協働として新たなビジネスチャンスと捉えるということを練り

ながら行っていくべきであるということと思うが、中でもう少し詰めて、単純な仕分け作

業ではなく、そういうものを逆手にとって、もしくは真正面に受け止めて打ち出すという

形の作り込みを検討してまいりたい。 

 

武内委員 

 全般的に拝見した範囲では、まだまだ対策の文面が多い印象を受ける。そのような社会

は程度の差はあれ到来するということを前提に、先行的な取組のモデルをつくり、それが

動機になるようなものをつくるとか、そのような分野があっても良いのではないか。例え

ば、戦術５の方向性４、協働による中心市街地の賑わいづくりとあるが、単なる賑わいで

はなく、人口減や高齢化という前提においてそれでも賑わうというような、そういった前



11 

 

提を置いた上で取り組むほうが意義深いと思うがいかがか。その中で生活交通においては、

先ほどの資料４で定義しており、あくまでも不便を通常のレベルまで戻すというイメージ

があるが、もっとその地域が非常に便利だという地域を目指して、生活交通が便利な地域

として魅力をモデル化して発信するぐらいのものを求めてはどうか。同じ枠組みだと思う

が、もう少し書き方や表現を工夫し、もう少し先のイメージに沿った目標のものができれ

ばと思う。 

 

湯元地域活力創造課長 

 ご指摘のとおりである。我々は課題解決型となった時に対症療法的なものを考えがちで

ある。地域ならではの良さを引き出すような取組、例えば、デマンド交通のあり方なども

だが、そういったものを生み出せるような議論を重ねながら、施策、戦術までを詰めてい

きたい。市町村、社協、地域の方々とも議論を行ってみて、今のことを念頭に置きながら

進めてまいりたい。 

 

浦山委員 

 除雪の問題について。人口が減っていく中で地域として冬場の一番大きな課題は、除雪

作業であるが、特に高齢者の独り暮らし世帯などは、経済的負担も当然あり、自分では殆

ど除雪できないという高齢者の方が多い。そういった実情から、それぞれの市町村、地域

で色々工夫して除雪対策をしているわけだが、中身を見ると地域ごとで差がある。例えば、

私どもの地域では、現在地域運営体という組織が高齢者の希望する世帯に出掛けて行って

除雪支援をしている。建前としてお金をもらうことにしていたが、会長の判断で無料で行

ったりもしており、現在では全て無料で行っている。私が住んでいるのは仙北市だが、そ

れができる地域と、件数が多すぎて対応できない地域もあるわけで、同じ市町村の中で若

干のアンバランスな状況もあるので、難しいと思うが県としての基本的な除雪支援のパタ

ーンをできるだけ示すことはできないか。 

 

湯元地域活力創造課長 

 現在アクションプログラムの冊子をつくっており、県が具体的に取り組むものを、「地域

支え合い体制の強化」「雪に強い町づくり」「雪国の産業づくり」「防災といった意味での対

策の強化」「雪に親しむ」という５つのテーマでつくることを検討している。仙北市の中で

も恐らく差があると思う。我々県として25市町村の状況を聞いているが、資料４の除雪支

援にも差が出ているとおりで、市町村でも乖離がある。個人負担をいただくものや個人負

担の９割まで市町村が助成するというものがあったり、券を発行してそれを５回までは無

料にしたりと25市町村で取組が様々違うので、その状況をまとめている。 

地域の声で一番大きいのは、財政支援をして欲しいということである。恒常的な対策に

なると県としても財政支援に限界がある。我々が一番感じているのは、コーディネート機

能、体制の強化を最低限どの市町村にも備えてもらおうということである。社協、自治会

長が頑張っているところ、市町村が主体で行っているところがあるので、情報の共有化あ
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るいは広域ボランティアは県がしなければならないと思う。山形県のように総合交付金と

いうことで、一定の項目を並べて予算を渡しているところもあるが、そこまでは我々は踏

み込んでいない。何をどう支援するかについて模索中であり、県のスタンス・支援のあり

方を示して欲しいということだが、まだ検討の段階である。 

 

石沢部会長 

 戦術の６について意見等あれば。 

 

渡辺委員 

 戦術の６と７の両方あるいは８まで掛かる話かもしれないが、協働を起こして地域の中

での新しい支え合い・ビジネスを起こしていくためのことを、お金をつけて既存事業者を

応援すれば新しい事業が生まれるのかといえばそうではなく、穴埋めにしか使われないと

いう実情があり、そこで事を起こす人を引きずり出してこなくてはいけない。ＧＢビジネ

ス系のものはずっと行われていて、成果が出て来ているようだが、それ以外の方々を入れ

て、新しい事業の担い手にしていかなければならない。各市町村で行っている地域おこし

協力隊を見ると、仕事の中身は決まっていて、一人200万ぐらいで働いてくれる若い人を募

集する形になっている。そうではなく、例えば、200万と住居と活動費なら150万くらい与

えるから３年間で事業をつくれ、事業がつくれなければそこで打ち切りというくらいの募

集の仕方をもっとしてみてもいいのではないか。そのときにつくる事業というのは町、村、

集落の、課題を解決するための取組を３年間は面倒を見るから一緒に行おうというもので

ある。例えば、先ほどの話で出ていた雪下ろしの仕組みをつくるとか、町の出生率を0.5ポ

イント上げてくれというようなものなど。そして、外部もしくは内部の人間が手を挙げた

時に、行政の信用力を貸してあげるべきである。町、村で活動する時に実績のない若者が

何かするといってもなかなか受け入れてもらえない。半年や１年いれば分からないが、そ

うすると総務省から出てくる予算の３分の１をそこで使ってしまうことになるので、信用

力の部分を行政が一緒に取り組むなどしつつ、地域リソースを本人にまきとらせて、事業

をつくるということと、その事業をするための中間支援のようなことを行政等が行うべき

である。 

類似のものとして被災地向けの地域おこし協力隊の事業がある。彼らの使い方も起業家

タイプのものもあれば、人手が足りないためお金をもらえるからやっているというところ

もあり、この２年間ぐらいでは余り差はつかないが、これからの５年間ではかなりの差が

つくと思われる。起業家タイプの人を入れて事業をインキュベーションするのと、ほっと

いて観光協会から５人ぐらい入れて行うというような話とでは全く異なる。投資として使

うということをやっても良いのではないか。成功事例として有名なのは、兵庫の西粟倉と

いう材木の森林が凄い村である。そこではＵターン、Ｉターンがたくさんはじまっており、

事業がどんどんできてきている。はじめのところは地域おこし協力隊であったり、環境省、

総務省等から予算を引っ張ってきて、人を雇っているのだが、そういった「起業家になり

たい人は来て下さい」というプロモーションで来てもらうということが戦術の６、７、８
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に共通すると思い発言した。 

 

小野活力ある農村集落づくり支援室長 

 地域おこし協力隊は総務省の制度だが、使い勝手の良い事業で、人件費だけではなく活

動経費についても対象となっており、各市町村の地域課題、行政課題解決のために色々な

知見を有する方や田舎に興味のある方に３年間滞在してもらうという制度になっている。

各市町村の取組を見ると、例えば地域コミュニティできっちり受け入れ態勢をつくって空

き家などを提供し、そこに入った方が定着していけるような環境づくりとして、そば屋さ

んのノウハウや就業の体験などを行政と地域が一緒になって行っているものもある。その

ような部分に関しては、就農の研修などを組み合わせながら行っていくことも可能だと思

うので、引き続きサポートしていきたい。島根県の美郷町のように協力隊の方々に起業の

研修を受けてもらい、それをもとに起業してもらうようなプログラムを正規でつくってい

るところもあるので、そういったことは検討できるのではないかと思う。 

 

湯元地域活力創造課長 

 新しい公共支援事業を２年間行っている。２年間で１団体当たり、単年度500万、２年間

で1,000万まで使えるというものである。今、委員から発言のあった３年間事業をさせてみ

て駄目だったら潰していく、もしくは金を返させるぐらいのトライアル事業のような施策

は世の中を変えるぐらいの思い切ったご提言かと思う。 

去年の新しい公共支援事業を見ると提案型、応募型のような形で市民参加型、県民提案

型の施策展開をしていくというのは一つの観点としてあると思うが、それをする際に、金

を渡しきるとなかなか上手くいかなかったという問題が現実的にはある。コーディネート

機能が弱かったり、現場に基づいた経費積算が上手くいかないだとか、本質的な課題に的

を絞った展開には至らず、打ち合わせだけで終わっているなどの課題が色々見えてきたの

で、今言われたような観点を施策レベルに落とすのか、トライアル事業的に改めて県も一

緒に入りながら、自由闊達な発想を生かしたチャレンジ精神旺盛な地域課題型の仕組みづ

くりのようなものは事業レベルでは検討してみたいとは思う。 

もう一点、中間支援組織の強化について、単純にスギッチファンドやセンターの強化だ

けではなかなか上手くいかないということもあるので、マンパワーやノウハウをもっと知

らなければならないという踏み込んだ課題もあるため、財政面、経営面の課題も含め更に

検討していきたい。 

 

牧野企画振興部次長 

 今の話に引き続いて、移住定住の問題にもつながってくると思うが、そのようなことが

できたら良いということで、春先から考えたりもしていたが、なかなか行政として成功す

るか自信がない部分もある。県内に成功例がどんどんできているようだが、地域おこし協

力隊にしても、来てすぐに帰ってしまったり、或いはなかなか自立していかないようなこ

ともある。起業家という形で募集していくのは大変良い事だとは思うが、その辺り他の県
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の状況も研究して検討していきたい。 

 

石沢部会長 

 戦術７、８も含めて関わりながら発言をいただいた形になるが、改めて戦術６で具体的

に意見等あれば。なければ戦術７、11ページの協働の多様な担い手の確保と活動への支援

について意見等あれば。 

 

浦山委員 

 先ほどの話の続きになるが、ＩＴのスキルを持っている人の力を借りて、地域運営隊で

旧中学校を森の学校として売り出すというアイディアを持っているが、その中心になる人

を探しており、移住してきた人にお願いしたいが財政的なことを考えると、ご飯を食べて

いけるだけの保障をするとなれば、我々の運営が成り立たなくなる。今の話を聞いてその

ような方法もあると感じた。 

それから、戦術７で我々の組織を運営していくにしても、どうしても60歳以上の高齢者

が主体になってしまっている状況があり、退職者が中心となって活動している組織だとか、

できるだけ若い人たちを組織運営の中核に据えたいと思うが、忙しいためなかなか勉強す

る機会がなく、経営管理能力の向上を図るような機会が持てない。そのことはここにも書

かれてあるが、このことは地域づくり団体の大きな課題ではないかと思う。 

戦術８にまで踏み込むが、県と市町村の間で機能合体という形で色々されているが、地

域に住む人間にとっては県も市町村もいってみれば役所という括りでは同じ扱いに見える

わけで、できるだけそれが一つの窓口化されることが望ましい。これは県の課題とは違う

かもしれないが、市町村の中でも私どもの仙北市のように、分庁舎制度をとっている地域

では、農業の問題は西木庁舎、商業のことについては角館庁舎と全部バラバラになってい

る。そういった点をもう少し地域センターなり出張所等が総合窓口的な機能をもって、ワ

ンストップでできるような形にならないかと思う。特に、県については、現在元気ムラ支

援室で大体地域住民の要望等は殆ど通っていくようなスタイルになっているので良いと思

うが、市町村レベルも含めてワンストップ化することはできないのか。 

 

湯元地域活力創造課長 

 １点目の旧中学校活用の校長先生の話は施策というより、地域本来の課題だと感じてい

るが、県と市町村の役割分担の中で機能合体が重要な位置づけを占めているということに

なれば、それなりに支援の形はあると認識している。２点目は経営管理能力の向上という

面があり、ここに書いてあるのは、今あるＮＰＯ法人の経営基盤が脆弱という意味で、秋

田銀行、北都銀行含め資金の融通の話であったり、複式簿記を含めた経営のあり方で、ど

んな動きをしたら良いかという財務会計部分の強化も含めており、委員からご指摘のあっ

た若い人たちが入り、その人たちが勉強して、ＮＰＯ法人の動かし方を更に強化するとい

うのは、これの意味するところであったので、若手の参画も含めたＮＰＯ法人全体の経営

力強化、若手産業のような話は地域の方々には中間支援組織もあるので、踏み込んで議論
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しながら、今何ができるのかをもう少し引き出しを色々持ちながら詰めていきたい。今、325

のＮＰＯ法人が登録になっているが、それぞれ状況も違うので、中間支援組織の強化、中

間支援組織がＮＰＯを活かすための支援体制のようなものを含めて議論していきたい。 

 

牧野企画振興部次長 

分庁舎の課題は、県が市町村にどうこうしろという話でもないので、それぞれの市町村

の考え方で住民が意見を表明して市町村を動かすという形で頑張っていただければと思う。 

 

小野活力ある農村集落づくり支援室長 

 市町村の方々と地域コミュニティが、自分たちで力をつけていくことをサポートする、

地域コミュニティの自立支援研究会をつくっており、その中で全てを１点に集中したワン

ストップというよりも、分散型で各市町村、支所、公民館、ＮＰＯ等の中間支援組織、そ

して県、振興局がお互いに地域活動、自治会活動の情報を共有して身近なところに相談に

行けば適宜な相手方を紹介してもらえるとか、あるいはここについてはここに聞けば良い

というようなところから、地域コミュニティをサポートする体制を検討しているので、そ

のようなところからはじめていければと思う。 

 

湯元地域活力創造課長 

 地域のマイナスの部分についての対応は対症療法的な形が多いと話したが、コミュニテ

ィビジネスのあり方は先ほども色々議論を頂戴した。地域の課題を逆手にとって、いわゆ

るにぎわいや活性化での元気づくりをやろうとするコミュニティビジネスの手法は、もっ

ともっと行うべきで、これから勉強していかなければならないと感じている。コミュニテ

ィビジネスのあり方を、ここには単純に継続事業的に書いてあるが、先ほど言われた活性

化、地域ならではの弱みを逆手にとった元気づくりにつながるコミニュティビジネスの支

援のあり方というのは検討していきたいと思う。 

 

武内委員 

 今日あった議論を色々とプラスした見解だが、先ほどの渡辺委員からもあったように、

地域の課題を冠のようなもので募集して、それを解決する人達をコミュニティビジネスの

形で支援する、そこにはリスクも取ってもらうがチャンスもあるという形で何年かは地域

の事業として自立するような、そんなコミュニティビジネスの形があっても良いのではな

いか。いわゆるコミュニティビジネスの支援を広く浅くするのもスタートダッシュとして

はサポートとして大事だが、コミュニティビジネスは本当の生業として生計を立てていけ

るのだという、その分野でのスターをつくるような、かつ結果的には地域の課題が解決す

るような形ができれば良いと思う。そのような意味でも元気ムラ支援室が行っているよう

な地域資源の一覧があるが、その中から戦略的にこの分野を募集してみるといった戦略的

な提案があっても良いのではないか。もちろんそれは地域の人たちがどう考えるかが重要

なことなので、募集した人は地域との交流をもちながら進めるということがあってもいい
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のではと思う。 

 

石沢部会長 

 他に、具体的に戦術８、県と市町村の協働について意見等あれば。 

 

武内委員 

 未来づくり協働プログラムというのは、テーマは自由という形で、未来に関することを

市町村が何でも提案できるというものか。それとも、県としては25市町村がまとまったあ

る程度の方向づけがあって、その中で募集する取組なのか。自由な良さもある一方でそれ

ぞれの中でというところの印象があるが、その辺の考えを聞かせていただきたい。 

 

湯元地域活力創造課長 

 厳密には、政治的活動や宗教的活動に使うことを禁止しているという制限はあるが、基

本的には市町村が提案してきたものについては一緒に考えていくというスタンスで行って

いる。最終的には、県の課題解決にもつながるという意味合いなので、地域コミュニティ

の活性化というものであれば、それはそれとして色々な手段があって良いし、人口減少対

策でも良いし、産業雇用を生み出す、観光による交流人口の拡大でも良い。広い意味で県

の大きな施策の推進、課題解決に合致するものであれば市町村の提案は自由である。ただ、

維持管理の財源振替だとかに使われては困るので、前向きに課題解決、地域資源の活用と

いう意味での活性化策に交付金を使用して欲しいという考え方である。 

 

武内委員 

 25のプロジェクトがまとまって何かのメッセージを結果的に伝えることができたら良い

と思う。 

 

湯元地域活力創造課長 

 まさに、28年度までの５年間を集中的にというのはそういった意味もあり、空き校舎関

連であれば全県の大きな課題でもあるので、一つの事例だけをやりっぱなしというのでは

なく、検証、フォローアップまでを一緒に行うということにしている。外部的にも色々な

意見をいただくことにしているので、これを一定の事例として各市町村にも流していき、

良いものは全県に広めていくという考え方である。 

 

石沢部会長 

 ここで議事の１は打ち切ることとして、意見のある方は個別にメール等で頂きたい。続

いて議事２に入るが、人口協働部会の提言について意見をいただければと思うが、資料３

に関係して、ただし、今見てきた戦術と関わってくるので、気になる点等あれば関わった

発言もいただけるかと思う。資料３の提言事項としては３ページから提言１、５ページに

提言２、６ページに提言３ということで、提言は３つを案として事務局が委員の発言を踏
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まえて整理しているが、これで決まりということではなく、新しい意見、提案等があれば

加えて検討していく。発言のある場合は、まずは提言の１から３まであるので、どの提言

についての意見なのかをはっきりさせてから、意見を頂ければと思う。 

 

渡辺委員 

 これまでの議論の中であったもの、特に最後の方であった部分は、提言３の部分で盛り

込んでいくのかと思う。ないしは、可能であれば提言２の地域における支え合い体制強化

に対して盛り込んでいくのかと思う。既存の取組に対して少しずつ支援をするとか、ちょ

っとした新しい取組を促すのではなく。私の発言の趣旨としては、事を起こす人をどのよ

うに発掘して、それをいかにして地域の中でプレーヤーにしていくのかということである。

外から来た方が地域に根づくというのはかなり時間がかかる。だからこそ、行政が関わり

ながら協働だからこそできることが盛り込まれてくるのかと思う。 

 

小西総合政策課副主幹 

 提言の２と３の書き分けとしては、２の方は支え合い対策をメインに文章をつくってお

り、提言３はポジティブな側面で強調したつもりではあるが、その辺りの色づけが足りな

いと先ほどの議論から感じていたので、その点は工夫してまいりたい。 

 

武内委員 

 提言２について、印象の話ではあるが、地域の支え合いが必要という最初の一文のとこ

ろを、高齢化やコミュニティの弱体化のため支え合いが必要だ、というイメージにするよ

りは、もともとそれぞれの方々が何かをやってあげようとか、何か自然にコミュニティに

関わることをしたいと思った結果、支え合っているものが共助という風にするべきではな

いか。集落に行っても人口が減ってきてどう思っているかというと、ネガティブに考えて

いるというよりは、自分たちは自然にしていて、それが結果的に共助になっているという

ところがあるが、この書き方だと必要になって共助しなければならないと思えるところが

あるので、共助とは、特にそれぞれの有志が支え合って、その結果が共助であるという表

現のニュアンスを入れた方が良いのではないか。 

 

石沢部会長 

 提言の１、２、３があるが、提言１については割と分かりやすく人口減少対策について

ということで、特に大きく動きはないと思うが、提言２と３の具合が色々と工夫していか

なければならない部分があると思うし、また、この３つに限らず変更の余地が若干はある

と考えてよいかと思う。意見を頂きながら変更があれば柔軟に対応していくので、意見等

あればよろしくお願いしたい。 

特に意見がなければ、先ほどの戦術のところでは大分新しい意見等も出てきたかと思う

ので、これを踏まえて提言に向けて事務局の方で整理し、すり合わせていくという形にな

ると思うがよろしいか。議事２については区切りとさせていただきたい。今後の日程につ
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いて、戦略と委員会で準備していた提言の意見を頂いたわけだが、それらを今日の意見を

踏まえてバージョンアップさせていくという今後の動きになるが、どのような形で事務局

の方で動きがあるか連絡いただければと思う。 

 

事務局 

 戦略の骨子については、全部の戦略の概要が９月議会に報告されるということになって

いる。議会に報告される本体については、記載をまとめて短くするという作業があるので、

今日の議論を踏まえて、たたき台の文字を取ったものを議会のタイミングと合わせて、後

ほど各委員にも届けたい。提言は10月にまとめると前々から話しているが、次回部会まで

は今までの３回と違い時間に余裕があるので、４回目の部会の前に一旦直したものをお配

りして、集まらないまでも、ご意見をいただくような形がとれるのではないかと思ってお

り、それができれば４回目でほぼ決定して後は微修正という段取りで進めていきたいと考

えている。 

 


