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平成２６年度秋田県総合政策審議会 第１回産業・エネルギー部会 議事要旨 

 

１ 日 時：平成２６年６月３日（火）午後３時～５時 

２ 場 所：ふきみ会館 

３ 出席者 

◎産業・エネルギー部会委員 

株式会社カミテ 代表取締役 上手 康弘 

株式会社三栄機械 代表取締役 齋藤 民一 

秋田海陸運送株式会社 代表取締役社長 西宮 公平 

ＮＰＯ法人国際建設技術情報研究所 理事長 藤盛 紀明 

株式会社デジタル・ウント・メア 代表取締役社長 戸田 和彦 

株式会社レジーナ 貿易部本部長 仲村 こずえ 

秋印株式会社 代表取締役 三浦 征善 

□県 

産業労働部 部長 佐々木 定男 

  〃   次長 岩澤 道隆 

  〃   次長 赤上 陽一 

  〃   新エネルギー政策統括監 土谷 諄一 

  〃   参事（兼）公営企業課長 佐々木 孝弘 

              他 各課長 等 

 

４ 部会長及び部会長代理の選出 

委員互選により藤盛委員が部会長、西宮委員が部会長代理にそれぞれ選出された。 

 

５ 藤盛部会長あいさつ 

第２期ふるさと秋田元気創造プランは委員が発言したことが多く採用されている。 

例えば、大手の企業を誘致するよりも県内の中小企業を元気付ける、あるいは地場の資

源を使って小さくても良いから企業を生む、こうしたことをもっと行っていくべきではな

いかということを言ってきており、県としてもそうした方向になってきている。 

また、これからのビジネスチャンスは農業や医療福祉などにあると言われているが、部

が異なっているため、そのような分野に対しては対応が鈍かった。しかし、医工連携や農

工連携など何年間も言ってきたこともプランに採用されている。 

佐竹知事になってからは、総合政策審議会も皆さんの意見を取り入れる会議になってき

ている。今回もそのような会議にしたいと思っている。 
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６ 議事 

● 藤盛部会長 

それでは議事に入る。 

「議事(１)今年度の産業・エネルギー部会の進め方について」、事務局から説明をお願い

する。 

 

□ 事務局 

総合政策審議会でも若干触れたが、今年度の専門部会は全部で３回を予定しており、全

３回で次年度に向けた提言を取りまとめていただくこととしている。 

第１回である本日の部会では、この後、平成２６年度の取組状況を説明し、その内容を

中心に、ご質問、ご意見をいただきたいと考えている。 

第２回では、前回部会の論点整理、関連する情報提供や１期プランの実績報告を事務局

から行うほか、次年度に向けた提言案をたたき台として事務局から提示し、これに関する

掘り下げた議論や新たな提案をしていただきたいと考えている。 

第３回では、提言の取りまとめを行うこととしている。 

開催回数を３回という前提で申し上げたが、第１回終了後から提言の取りまとめまでの

間、皆様からの御意見・御提言をメール等で随時いただきながら、また、事務局からも訪

問させていただき御意見等を頂戴しながら、取りまとめを進めてまいりたいと考えている。 

皆様からは、１期プランの実績、本県の課題や２期プランの施策などを踏まえ、施策が

不足している分野、新たな対応を検討すべき分野などについて、提言いただきたいと考え

ている。よろしくお願いしたい。 

ここで取りまとめた提言を、１０月末に予定している、第２回総合政策審議会において

部会長から報告していただくこととしている。 

 

● 藤盛部会長 

意見・質問があればお願いする。 

無ければ、次に、「議事(２)第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける戦略１の平成 

２６年度取組状況について」であるが、当部会で所掌する産業・エネルギー戦略について、

施策毎に今年度の事業・予算・実施内容等を事務局から説明をお願いする。 

  

□ 赤上産業労働部次長 

第２期プランの戦略１「産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略」における平成

２６年度の取組状況について説明する。 

はじめに、施策１「企業の経営基盤の強化と地域産業の振興」についてである。 

「①企業の経営基盤の強化」は、本年４月に施行された、秋田県中小企業振興条例にお

いても、中小企業全体にかかる共通施策として位置付けており、県内企業の競争力強化を
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図るため、相談機能の強化や、各種制度融資の充実による経営力の向上、設備投資に対す

る支援、企業の経営体質の改善等による経営力の向上や、付加価値の高い製品やサービス

の開発を促進しようとするものである。 

まずは、「(1)相談機能の強化に関する事業」として、主に、商工団体における専門家派

遣の拡大、あきた企業活性化センターにおける産業デザインの支援機能の拡大、産業技術

センターにおける積極的な技術支援の展開などを行うこととしている。 

次に、資金供給の円滑化を図るため、経営安定資金の中に、中小企業自らの経営力を高

めるため、(2)の経営力強化枠として、５０億円の新たな融資枠を、また、中小企業の資金

ニーズに応えるため、(3)の緊急経済対策枠と震災資金の借換枠として、３５０億円の新た

な融資枠を創設している。具体的には、産業労働部施策の概要の２５ページと２６ページ

に記されている。 

また、新たに「(4)がんばる中小企業応援事業」として、意欲を持って自社の競争力の強

化を図ろうとする中小企業を、「がんばる中小企業」に認定し、当該企業が行う新たな取組

を支援することとしている。 

一つ目の、新商品開発や新分野進出等に対する助成については、人材育成や機械器具の

導入に要する経費の３分の１を助成しようとするものである。 

このうち、小規模事業者やベンチャー企業については、補助率を２分の１とすることと

している。 

また、二つ目の、雇用創出を伴う設備投資に対する助成については、投下固定資産の  

１０％と併せ、雇用奨励費として１人当たり２５万円を３年間、助成しようとするもので

あり、後ほど説明する「あきた企業立地促進助成事業」と同じスキームとなっている。 

なお、補助率の１０％については、企業立地促進計画に基づく業種等であることや、雇

用増が３０人以上などの場合に加算制度を設けている。 

「②地域産業の振興」は、県内中小企業や企業群の集積により形成される、地域に根ざ

した産業の継続的な発展を促進するため、新たに「(1)提案型地域産業パワーアップ事業」

として、地域資源を活用した新たな地域産業の創出などに取り組む市町村等を支援するこ

ととしている。 

なお、採択件数は年３件を予定しており、２８年度までの３年間に計９件採択する予定

としている。 

次に「③中小企業の事業承継や事業再生の支援」では、重要課題となっている事業承継

を円滑に推進するため、新たに「(1)事業承継推進事業」として、「事業承継・創業相談員」

を配置するほか、中小企業支援ネットワークによるサポートなどにより、中小企業が行う

事業承継に向けた取組を支援することとしている。 

こうした取組を通じ、県内企業の競争力を強化し、本県産業の持続的な発展を支えてい

くこととしている。 

次に、施策２「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
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いてである。 

「①中核企業の育成と技術イノベーションの創出」では、「(1)ものづくり中核企業創出

促進事業」として、成長分野で革新的な技術等により、業績拡大を目指す企業を、中核企

業候補として認定し、技術開発や新商品開発に対し助成するなど、集中的な支援を行うこ

ととしている。 

また、新たに「(2)先導的技術等開発支援事業」として、今後の成長が見込まれる、産業

分野の技術や製品の開発などに、先導的に取り組むコンソーシアムを支援することとして

いる。 

支援対象とする開発テーマは、研究的な要素が強く、製品化まで時間を要する開発を想

定していることから、補助率を１０分の１０としており、採択件数は３件程度を予定して

いる。 

この他、産業技術センターが保有する技術シーズの活用や、コンソーシアムの形成を促

進するためのマッチング活動などを行うこととしている。 

「②自動車関連産業と航空機関連産業の振興」では、「(1)次世代自動車参入プロジェク

ト事業」として、県内企業の参入を促進するため、中京地区におけるマッチング支援のほ

か、専門家による生産現場改善指導や、加工技術指導といった個別企業への集中支援など

を行うこととしている。 

「③医工連携による医療機器関連産業の育成」では、「(1)医療機器関連産業振興事業」

として、研究開発資金を提供することにより、県内企業・研究者・医療機器メーカー等の

マッチングを行い、新製品の開発や販路拡大を支援することとしている。 

「④電子部品・デバイス産業の技術力を活用した新たな事業展開」では、これまで蓄積

された、電子部品・デバイス産業の豊富な技術力を活用し、異分野との融合等による、付

加価値の高い製品づくりを促進することとしており、「(1)植物工場による先端アグリビジ

ネスシステム推進事業」として、県内における、新たな農工連携ビジネスモデルの実現を

促進するため、にかほ市の空き工場を活用した植物工場システムの開発及び、その植物工

場において実施する、植物栽培、マーケティングや、販路開拓等の取組を推進することと

している。 

「⑤付加価値の高い情報関連産業の確立」では、今後の市場拡大が期待でき、他産業の

高度化や効率化に貢献できる情報関連産業を振興することとしており、「(1)情報関連産業

振興事業」として、県内事業者の人材育成等の取組に対して助成を行うとともに、大規模

展示会への共同出展を行うこととしている。 

また、新たに「(2)情報関連認証等取得支援事業」として、情報セキュリティなどの公的

認証に関する研修や、安全な製品を開発するための管理手法を定めた「機能安全規格」に

関する研修を開催することとしている。 

「⑥起業の促進と商業・サービス業の振興」では、「(1)あきた起業促進事業」として、

意欲あふれる起業を促進するため、起業時の経費の一部を助成するとともに、起業家のタ
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イプに応じた、きめ細かな創業支援や、創業初期に必要なスキルの個別サポートなどを行

うこととしている。 

また、「(2)先駆的商業者活性化サポート事業」として、フェイスブック上に「秋田県商

業コミュニティ本部」を開設し、圏域を越えた先駆的な活動をしている商業者同士のネッ

トワーク化を行い、情報交換や情報発信の機会を創出することとしている。 

「⑦産学官の多様な連携・交流による新技術・新製品の開発」では、「(1)産学官連携イ

ノベーション創出事業」として、秋田発の新技術や新製品の開発を支援するため、市場調

査から研究開発まで、プロジェクトの各ステージに対応した競争的研究資金を提供するほ

か、県全域の産学官連携組織である「秋田産学官ネットワーク」の活動を通じ、組織や業

種、研究分野を超えた産学官連携を推進することとしている。 

こうした取組を通じ、本県経済を牽引する産業を育成し、国内外の経済状況の変化に対

応できる、足腰の強い産業構造の構築を図ることとしている。 

次に、施策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

いてである。 

この施策では、洋上風力発電など、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組の強化

や、発電事業に加えメンテナンスなどの、新エネルギー関連産業への県内企業の参入促進

のほか、廃プラスチック等の未利用資源の、リサイクルの促進による環境調和型産業の集

積などを図っていく。 

「①新エネルギー関連産業の創出・育成」では、「(1)新エネルギー産業創出・育成事業」

として、風力発電等アドバイザーの派遣、風況調査支援や、メンテナンス技術者養成支援

など、県内企業の新エネルギー分野への取組や、関連企業の立地を促進することとしてい

る。 

また、「(2)沖合洋上風力発電導入促進事業」として、本県沖での洋上風力発電の早期事

業化に向け、事業化までの行程、具体的な候補海域、目指すべき導入モデル等の調査や、

検証を実施することとしている。 

洋上風力発電については、まずは港湾区域における先行的な導入を目指すこととしてお

り、昨年度より適地選定などの関連手続きを進めているが、港湾区域の外側の沖合につい

ても、今年度は、本県沖における具体的なケーススタディを進めていく。 

「②環境・リサイクル産業の拠点化」では、「(1)環境・リサイクル産業集積促進事業」

として、持続可能な環境調和型社会を構築するため、使用済小型家電の回収により増加が

見込まれる、ガラス・廃プラスチック等のリサイクル事業者と、排出者のマッチングを行

うほか、新たに、石炭灰を活用したコンクリート二次製品の事業化への調査・検討、プラ

スチック製品の新たな回収・リサイクルシステムに係る実証試験などを行うこととしてい

る。 

こうした取組を通じ、本県がこれまで全国に先駆けて取り組んできた、新エネルギー関

連産業や、環境・リサイクル産業の更なる振興を図り、これら産業の拡大を本県産業全体
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の成長につなげていくこととしている。 

次に、施策４「海外取引の拡大と産業拠点の形成」についてである。 

「①東アジア等とのビジネスの拡大と物流ネットワークの構築」では、新たに「(2)県内

企業海外展開支援事業」として、秋田を拠点として、海外展開に取り組む県内企業に対し、

本年１月に設立された、貿易関係の支援機関等で構成する、「あきた海外展開支援ネットワ

ーク」による情報提供を行うほか、県内企業の東南アジアへの進出や、東南アジアとの経

済・観光交流を促進するため、タイ・バンコクを拠点に、情報収集や連絡調整を行うこと

としている。 

この他、県内金融機関と連携した、台湾及びベトナムへのミッション派遣や、中国・韓

国における商談会の開催などを通じて、県内企業が海外への販路拡大に向けて行う取組を

支援することとしている。 

また、「(3)環日本海物流ネットワーク構築推進事業」として、秋田港の物流拠点化を推

進するため、定期コンテナ航路の新規開設・延伸を行った船会社に対する助成、秋田港を

利用して輸出入を行う荷主に対する助成、秋田港を利用して初めて上海港や東南アジア諸

港との間で輸出入を行う荷主に対する助成を行うこととしている。 

「②港湾の機能強化」では、平成２５年の国際コンテナ取扱量が、約４万８千ＴＥＵと、

第１期プランの目標を上回るペースで伸びている秋田港の、コンテナ貨物の増大に対応す

るため、「(1)ガントリークレーン整備事業」や、「(2)秋田港国際コンテナターミナル施設

整備事業」を実施することとしている。 

「③企業誘致の推進と企業の投資促進」では、大規模工場を中心とした誘致活動のみな

らず、県内企業の技術力等、多様な地域資源を活用した産業集積を図ることを基本とし、

成長が期待できる輸送機や医療・医薬品関連企業、新エネルギー関連企業に加え、農業県

の特質を生かした、食品関連企業に対する積極的な誘致活動に取り組むこととしており、

「(1)あきた企業立地促進助成事業」として、工場の新増設に伴う、設備投資等に要する経

費を助成するほか、新たに「(4)産業集積化促進事業」として、県外の業界団体や、誘致済

企業の関連会社を招聘し、立地環境に係るセミナー等を実施するとともに、誘致済企業に

対する、フォローアップ訪問を強化することとしている。 

こうした取組を通じ、東アジア等の経済成長を、本県の発展に取り込むとともに、秋田

の特徴を活かした、付加価値の高い産業の集積による県内経済の活性化を図ることとして

いる。 

最後に、施策５「秋田の産業を支える人材の育成」についてである。 

この施策では、成長分野における企業人材の育成や、県内就職やＡターン就職の促進な

どに取り組むこととしている。 

「①産業構造の変化に対応した産業人材の育成」では、「(1)職業能力開発支援事業」と

して、各技術専門校における、若年者や離職者、障害者に対する職業訓練の実施、民間の

職業訓練機関が実施する、職業訓練に要する経費に対する助成のほか、雇用保険の受給資
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格の無い方が職業訓練を受講する場合に、受講奨励金を支給することとしている。 

また、若者の早期離職が課題となっていることを踏まえ、新たに「(2)あきたの若者職場

定着促進事業」として、県内企業における若者の職場定着状況や、早期離職の要因を把握

するとともに、コンサルタントの派遣により、若者の職場定着を阻害する要因を明らかに

し、改善への取組を支援することとしている。 

「②県内就職の促進と多様な人材の確保」では、「(1)県内就職促進事業」として、新規

高校卒業予定者と高校卒業後３年以内の求職者を対象に、地域ごとに合同就職面接会を開

催するほか、フレッシュワーク秋田における個別カウンセリングや、高校１年生を対象と

した地元企業の職場見学を実施することとしている。 

この他、新たに、新規高卒者の広域的県内就職を促進するため、地元圏域外からの採用

を検討している企業による、学校訪問などを行うこととしている。 

これは、県内の有効求人倍率が、地域によっては高くなっている所もあることから、地

元以外の就職先として、県外だけではなく、地元以外の県内企業にも幅広く目を向けても

らうことにより、広域就職に向けた意識の醸成を図ろうとするものである。 

また、「(2)秋田を支える人材確保支援事業」として、大卒者等を対象とした就職面接会

を開催するほか、東京にあるＡターンプラザにおいて、Ａターンを希望する方に対する、

県内企業とのマッチングや情報提供などを行うこととしている。 

こうした取組を通じ、時代の潮流に対応した戦略的な人材の育成と、将来の秋田を支え

る産業人材の確保を進めていくこととしている。 

以上が戦略１「産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略」における平成２６年度

の取組状況である。 

 

● 藤盛部会長 

これから質疑に入る。それでは、意見・質問があればお願いする。 

 

◎ 仲村委員 

弊社の事例を含めながら考えを述べさせていただく。 

弊社独自の技術を異分野に活かしたいと考えており、県の後押しもあり、このほど、医

療機器分野に進出することになった。 

産業技術センター鎌田所長からのアドバイスで、ＡＭＩネットワークに加入し、秋田大

学の先生や伊藤医工連携アドバイザーに出会い、様々なアドバイスをいただいた。 

医療分野への参入はハードルが高いと感じていたが、指導により、短期間でサンプルの

作成ができ、展示会への出展も可能となった。 

秋田には良い技術を持っている会社があり、成長分野に参入できる機会も技術もあると

思う。 

展示会に行くと異分野から出展している会社もあることから、県でもこうした分野への
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更なる後押しをお願いしたい。 

 

● 藤盛部会長 

仲村委員からの意見について、県からお願いする。 

 

□ 佐々木産業労働部長 

今年度、秋田大学医学部、産業技術センターの特許と県内企業との産学官連携で行った

事業の成果を二つ連続して発表することができた。 

商品化には時間がかかるが、現場からのニーズをいかにして引き出すか、という事が一

番重要と考えており、今後もこうした取組を進めていきたい。 

 

◎ 仲村委員 

医工連携は非常にハードルの高い分野であるが、身近な支援機関から意見をいただいて

達成することができた。県内企業にも、こうした制度を知って欲しい。 

 

● 藤盛部会長 

他に意見・質問があればお願いする。 

 

◎ 上手委員 

重要な戦略として、自動車関係と医工・医療関係が掲げられているが、弊社にとっても

この二つは非常に重要な分野であり、力を入れているところである。 

自動車関係では、森アドバイザーのほか、神林さんや安西さんからも指導をいただくな

ど、幅広くカバーしていただいている。 

ただ、医工連携に関して、医療機器を開発するということは非常にハードルが高く、「レ

ジ－ナ」のようにスムーズに行くことは少ないと思う。 

秋田大学医学部と一緒に開発していくことも大事だが、もう一つの見方として、医療メ

ーカーとのマッチング、医療メーカーに部品を供給するということがある。 

その強化についても自動車産業と同じように、医療機器メーカーＯＢに入っていただけ

れば良いと思う。 

また、他県では、世界的な大手医療メーカーと県単位での提携や、メーカーを呼んで展

示会などを実施している。県でも医工連携という形で展示会等を実施しているが、医療メ

ーカーを作ろうとすると、何年も先になってしまうので、その点についても力を入れて欲

しい。 

 

● 藤盛部会長 

上手委員からの意見について、県からお願いする。 
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□ 産業労働部地域産業振興課長 

これまでは、伊藤コーディネーターが個別に人脈を通じてマッチングすることが中心で

あった。 

今年度の新たな事業として、東京の本郷地区の医療機器メーカーと本県の参入を希望す

る企業とのマッチングを実施する予定である。他県では実際に商談に結びついた案件もあ

ると聞いている。 

また、世界的な大手メーカーには、秋田大学医学部と具体的なビジョンを描き、より連

携を深めながら取り組んでいきたい。 

 

□ 佐々木産業労働部長 

例えば、大館市にはニプロがある。そこに関連した企業が、県外から秋田に集まってき

ている。そういう意味でも、何か核となるものが欲しいと考えている。 

始めは部品ということになると思うが、部品だけとなると、秋田県の一番の課題となっ

ている「付加価値生産性が低い」などの問題が出てくるため、目標としては、製品・完成

品という志だけは忘れないで進めたい。 

 

● 藤盛部会長 

自動車に比べて医工連携のアドバイザーは少ないと感じるが、それについてはどうか。 

 

□ 佐々木産業労働部長 

自動車のアドバイザーについても、様々な所に声をかけていこうと思っている。 

しかし、医工連携の人材を捜すというのは難しい。良い人がいれば紹介して欲しい。 

 

□ 産業労働部地域産業振興課長 

自動車の場合は、設計など様々な分野があり、それぞれに専門がいる。どの分野を支援

すべきなのかという戦略性を持ってお願いしているところである。 

医工については、取り組んでから日が浅いため、分野毎の重点化や県内企業の状況をみ

ながら勉強していく必要があると考えている。 

 

● 藤盛部会長 

他に意見・質問があればお願いする。 

 

◎ 齋藤委員 

秋田県は中小企業が県内企業の９９％であることから、個々の中小企業が変わらないと

いけないという大きな視点があるのではないか。 
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時代の流れの中で、中小企業の役割が過去と現在で変わってきている。高度経済成長の

時代においては、モノが不足していて、それを普及していくというのが一大命題であった。

そのため、自社の役割を意識しなくとも、大企業から仕事が回ってきた。しかし、現在、

国内市場は、買い換え需要しかない小さな市場へと変化している。 

これからは、中小企業も大企業からの下請けだけではなく、国内の小さな市場を個々に

開拓していくということにリンクしていけばいいのだが、経営者の考え方が従前と同じよ

うでは前に進んでいかない。 

秋田県の個々の経営者に過去と現在、自分の役割分担を気付かせるという運動がキーに

なると感じる。 

 

● 藤盛部会長 

従来の中小企業の経営者の意識ではやっていけない。それをどう変えていくかが重要だ、

という意見であるが、県の施策にはこうした考えは入っているか。 

 

□ 佐々木産業労働部長 

我々も意識して施策を組んでいる。 

中小企業は県内企業の９９％であり、秋田の雇用を支えているという前提の元、中小企

業振興条例を制定した。さきほど、プランの説明があったが、それは条例の振興指針に基

づいたものになっており、意欲ある中小企業者を応援することとしている。 

この中に、事業承継というキーワードが入っている。次の世代のことを考えてもらうた

めには、事業承継が非常に重要になるということから、こうした施策や方針を示しながら、

中小企業の経営者に意識してもらいたいと考えている。 

 

● 藤盛部会長 

岩澤次長からもお願いする。 

 

□ 岩澤産業労働部次長 

本県の社長の年齢は高く、事業承継は重要な課題である。時代にあった経営戦略を考え

てもらわないと、次の事業承継につながらない。本年４月、秋田商工会議所内に「事業引

継ぎ支援センター」が設置され、県としても、センター活動が充実するよう相談員を配置

したほか、セミナーなどを開催することとしている。こうした機会を利用して、将来の事

業承継を含めた経営戦略を考えていただきたい。 

 

● 藤盛部会長 

他に意見・質問があればお願いする。 
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◎ 戸田委員 

県の施策を見るとＩＴ業界に対する補助が意外と少ない。やり方さえ間違えなければき

ちんと稼げる分野だと思うので、力を入れていただきたい。 

また、ＩＴ業界というのは人がいらない業界である。通常、設備投資の段階では、非常

に資金がかかるが、人件費はあまりかからない。ただし、ＩＴ業界では、ソフトやコンテ

ンツ系を作る企業であれば人は必要である。 

海外との取引では、ライセンスを求められており、それを作るためのノウハウだけが欲

しいと言われる。しかし、仕事の中には日本人限定というものがあり、精度の必要な仕事

に関しては外国人不可という仕事がある。こうした分野では人材を育てられるチャンスだ

と考えている。 

 

□ 佐々木産業労働部長 

情報関連産業について力の入れ具合が足りないということであるが、昨年、情報産業班

という専門の班を設置した。成長が見込まれる分野ということで、県全体で情報産業の育

成を図っている。事実上始まって１､２年だが、遅ればせながらも始めているということは

理解していただきたい。 

 

◎ 戸田委員 

小さくとも、ライセンスを販売する会社が多数創出されれば、利益も出るだろうし、周

りの産業にも波及効果があると思う。そうしたところに力を入れていただきたい。 

 

● 藤盛部会長 

商業貿易課長からもお願いする。 

 

□ 産業労働部商業貿易課長 

県では、ＩＣＴ産業を育てていかなければならないということで、２６年３月に基本戦

略を策定した。その中では、大規模マーケットの開拓やＩＣＴの地産地消、他産業のＩＣ

Ｔ活用などを行うこととしている。 

売上を倍増させるため、ライセンス型を増やしていくということについては我々も同じ

考えであり、情報産業業界やＩＴコンテンツネットワークなど関係団体との情報交換を行

いながら更に強化していきたい。 

 

● 藤盛部会長 

これまでも、県内のＩＴ企業は下請けばかりだという議論があり、これについては認知

されていることだと思う。 
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一番大事な施策は経営者の下請け体質を変えることではないかという提言が齋藤委員か

らあった。県でもそれは認識しているが、具体的な施策は難しいというような返答だった

ように思える。 

これまでの議論について、西宮委員は何か意見はあるか。 

 

◎ 西宮委員 

これから人口が減少していく中で、いかに少ない人数で捌いていくかが重要となる。９

月に倉庫を建てるが、その中にリニアモーターを使った自動搬送システムを入れて、人を

あまり使わない物流効率を上げた体制にしたいと考えている。更に、製品についたバーコ

ードと通関をリンクさせるなど、輸送品質についても向上させていく。 

総合政策審議会提出資料２ページの施策４の主な取組に、「タイやインドネシア等のＡＳ

ＥＡＮ諸国」とあるが、重要な国はここだけではないため表記から消せないか。 

施策５の主な取組に、「新規高卒者の圏域を越えた広域的な県内就職の促進」とあるが、

圏域を越えて県内を越えないというのは非常に難しいのではないか。 

洋上風力発電の費用対効果を以前、お願いしていたが、まだ出ていない。本当に洋上ま

でやる必要があるのかということをもう一度話し合いたい。加えて、新エネルギーについ

て、発電量はわかるか。また、これが全県の年間消費量の何％に当たるかを教えていただ

きたい。 

 

● 藤盛部会長 

西宮委員からの意見について、県からお願いする。 

 

□ 産業労働部商業貿易課長 

タイ・インドネシアの表記についてであるが、タイやインドネシアでは商談会などを計

画していることから、代表的な国として記述したところである。当然、シンガポールやベ

トナム等、他の地域も同様に力を入れていきたい。 

 

● 藤盛部会長 

洋上風力発電について、県からお願いする。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括官 

昨年度、研究会を立ち上げ、国内の最先端技術などについて、研究者の方々から話を聞

いた。そこでは、本県沖は国内でも有望な場所であり、事業化の見込みがあるという方向

性が出ている。 

大事なことは、それに伴う送電線である。これについては、国が近々公募すると伺って

いる。洋上風力発電は相当なスピードで進んでおり、本県の取組が全国的にも注目されて
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いる。 

 

◎ 西宮委員 

費用対効果が無ければ、事業計画が立てられないのではないか。納得できる資料を早く

公開していただきたい。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括官 

２６年３月、固定価格買取制度において、洋上風力発電の買取価格が１ｋＷ当たり３６

円と設定された。国では、この価格であれば事業として成り立つという判断である。 

県で今年度行おうとしているのは、洋上風力が導入された場合の県内への経済波及効果

などの調査である。現在は、風力発電の県内への効果は限定的であるが、洋上風力発電の

構想など将来を見越して、各企業がどのような考えを持っているかということを含め、調

査していきたい。 

 

● 藤盛部会長 

新エネルギーについて、県としては全体の何％と考えているか。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括官 

国のベストミックスの議論になろうかと思う。 

風力をどの程度導入するのかという、国全体としての数値が出ていない。電力システム

改革の中で、いずれは明らかになることから、その時に具体的に出したいと考えている。 

ただ、このまま手をこまねいている訳にはいかない。そのため、来年度には作業を具体

的に進めたいと考えている。 

 

● 藤盛部会長 

西宮委員、よろしいか。 

 

◎ 西宮委員 

年間消費量について教えてほしい。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括官 

７５～８０億ｋＷｈと記憶しているが、後日、資料を改めて提出する。 

 

● 藤盛部会長 

次に、新規高卒者の圏域を越えた就職の件について、県からお願いする。 
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□ 岩澤産業労働部次長 

高校生の県内就職はここ数年伸びており、県内就職率も６割を超えているが、県内高校

生の就職の選択肢は、通える範囲の圏域と、県外という二つの選択肢しかない状態であっ

た。 

一方、地元圏域だけでは充足できない県内企業も出てきている。また、秋田の高校生の

評価は高く、若干遠くてもいいから県内の高校生を採用したいという企業もある。そうし

た企業について、圏域を越えて紹介したいと考えている。 

 

● 藤盛部会長 

他に意見・質問があればお願いする。 

 

◎ 三浦委員 

新エネルギーの件で風力発電に関連することだが、ＧＴＣＣ（ガスタービン複合サイク

ル発電）などの発想はないか。 

本県で、どの程度まで再生可能エネルギーの比率を上げるのかという根本的なものが必

要だと思う。 

風力発電については、秋田の沖合又は沿岸地域がベストだということについては理解し

ているが、不安定な電源であることから、それを補う安定的な電力について二酸化炭素を

減らしつつ出していかなければならないと思う。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括官 

電力多消費型企業の支援として、ＧＴＣＣを利用した共同開発ができないかと検討して

いる。その中で、ＬＮＧ（液化天然ガス）や石炭火力の優位性などを議論したところであ

り、石炭も有効であるということで、今年度、石炭も含めて、しかも小型の発電所もでき

ないかということで検討を進めている。 

 

◎ 三浦委員 

ＥＶ（電気自動車）とＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）の普及啓発についてで

あるが、ＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動車に対して、本県はガス充填施設をインフラとして

有していない。これは東北の中でもかなりのレベルで立ち後れており、本県だけが取り残

されていると言っても過言ではない。 

貨物用に供する自動車については、いきなりＥＶやＰＨＶとはならず、ＣＮＧ車の   

２０１５年商業ベースの生産に向けて、メーカー等が開発を進めていくこととされている。 

例えば、県北・中央・県南にこうしたインフラが整備されないと民間に普及することは

ないと思う。 

次に、「再生可能エネルギー等導入推進臨時対策事業」であるが、具体的にはどのような
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ことを行うのか。 

 

● 藤盛部会長 

三浦委員からの意見について、県からお願いする。 

 

□ 生活環境部温暖化対策課長 

本事業は、災害時の必要最低限の電力を確保するという趣旨で行っている事業である。 

「再生可能エネルギー等」には、再生可能エネルギーの他、省エネ施設を含んでいる。 

具体的には学校や庁舎など、災害時に避難所や拠点となる場所に太陽光や蓄電池を導入

して、夜間でも電気を使えるようにする。併せて、夜間の照明を維持するため、照明の一

部をＬＥＤに変え、太陽光を併設したＬＥＤ灯を設置するといった事業を行っている。 

 

● 藤盛部会長 

ＣＮＧ自動車の件についてはどうか。 

 

□ 産業労働部地域産業振興課長 

次世代自動車については、車ベースの開発とインフラ整備の両方を進めていかなければ

普及は進まないと考えている。 

自家用車については、ＥＶやＰＨＶの充電器を県として今年度設置することとしている。

いずれにしろ、ＣＮＧ充填施設については、県内で完結する話ではないことから、国等と

連携しながら研究していきたい。 

 

◎ 齋藤委員 

風力発電は本県の環境に非常に向いていると思う。しかし、そのための資本が、秋田県

外から入ってきたときに、県内にどの程度メリットがあるのかということを考えていかな

ければならない。 

 

□ 土谷産業労働部新エネルギー政策統括官 

今年度、県内の経済波及効果などについて、調査することとしている。 

現在、太陽光発電を自ら作っている会社、秋田で設計して中国で作っている会社、又は

日本に持ってきている会社も出てきている。 

また、出来るだけ県内企業にチャンスを与えたいということで、様々な補助金を用意し

ているほか、地元金融機関等においてもファンドを用意している。 

本県は、他県よりもかなり地元ということを意識しており、何とかして、県内に経済波

及効果が行き渡るようにしたいと考えている。 
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● 藤盛部会長 

他に意見・質問があればお願いする。 

 

◎ 仲村委員 

中小企業の事業継承について、意見を述べさせていただく。企業側の意識の問題という

のは大きいと思う。どの規模の企業にとっても永続的な企業経営というのは一番の課題で

あり、そのために事業継承と経営改革が必要である。先ほどあった物流システムの高度化

というのも一つの経営改革だと思う。 

また、横のつながりが企業にとって大事であり、若い世代の経営者との交流を図る機会

があればと考えている。会合に出席すると世代交代が進んでおり、地元企業からの発注率

を高めたいと考えており、また、地元の港を使ってサービスを受けたいとも考えている。 

技術の向上を図るためのイノベーション、組織・経営上のイノベーションなどを生み出

すのは人材だと考えているため、アドバイザーからの支援など、後押しいただけるような

施策が大事だと考えている。 

 

□ 赤上産業労働部次長 

中小企業振興条例において、経営者はイノベーションを起こすものだという位置付けが

なされている。 

県としても、イノベーションを起こす技術的な支援が出来るように今年度から計画して

いる。そのような研究員の横のつながりというのも活用していただいて、イノベーティブ

な会社に育て上げるために一緒になって汗を流したいと考えている。 

 

● 藤盛部会長 

齋藤委員の意見は非常に重要である。 

秋田産業サポータークラブでは、秋田から東京に出た人たちにベンチャーマインドを植

え付けて、東京で事業を興そうという気持ちにさせている。秋田の人でベンチャーマイン

ドを持っている経営者というのは、一度県外に出ている。そうした人をたきつけて、企業

を育てていく。こうしたことを議論して欲しい。 

 

◎ 上手委員 

県の施策は、本当に必要な人が聞きに来ていないと感じる。きっかけのつかめない中小

企業も多いと思われるため、地道に企業訪問などを通じて、意識改革を行っていく必要が

ある。 

 

◎ 西宮委員 

今年度、東北地方整備局において「新東北港湾ビジョン」が検討されているが、仙台中
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心で、日本海側は関係ないというように切り替わっている。以前は日本海側と共同でやっ

ていこうというものだった。これに関して、県がきちんと関与してほしい。 

３．１１の時に秋田から支援物資が届けられた。同じ様なことが起きた場合、仮に、荒

天で船が着けられない状態であっても、船川港は北前船の避難港だったこともあり風が全

く吹かないことから、船川港だけは入ることが出来るのではないか。 

こうしたことを踏まえると、日本海側の港の中でも、船川港に特化した形での「新東北

港湾ビジョン」を書かせるくらいにしていただきたい。 

また、船川港には国家石油備蓄基地がある。そこで原油を貯蔵しているが、太平洋側が

麻痺した時のために、船川のタンク一つだけでも石油製品備蓄をすることが出来ないか。 

船川には、政府備蓄米を大量に保管している倉庫がある。備蓄米を引き取りに来る車も、

製品備蓄がされており、帰りの燃料の心配が無いならば、安心して動けるはず。 

次に、「港湾の機能強化」として、コンテナヤードやアクセス道路といった側面のものを

入れたい。現在、アクセス道路の計画が進んでいるが、おそらくこれは使い物にならない。

やめようということを産業界で言っているのに、聞いてもらえないままそのまま進んでい

る。 

 

□ 佐々木産業労働部長 

３．１１の時に、石油備蓄がありながら、原油のために使えないということがあった。

民間が製品備蓄した場合の助成はあるが、そうではなく、国として考えてもらわなければ

いけない。その場所として船川港ということで国へ要望することとしている。 

 

□ 建設部港湾空港課長 

有事の際の対応について、港湾の機能継続協議会を立ち上げて対応を検討している。秋

田港と船川港は一体のものとして、冬期の場合は船川港を使うことを検討している。 

道路については、観光交通整備という面からも、港と高速道路と空港の様々なアクセス

の事業化を進めている。 

 

● 藤盛部会長 

説明はよろしいか。 

 

◎ 三浦委員 

アクセス道路については、説明いただいたとおりである。産業道路は観光や医療・エネ

ルギーなど全て関連がある。港湾強化というのは物流という一面だけで必要性を訴えてい

るわけではない。陸海空レールも含めて、複合的にアクセスが出来ていないといけない。 

現在、整備している東西線関連の道路に関しては、物流サイドからみれば産業道路には

なり得ないという認識である。現存している計画である秋田北インターから港湾に直結す
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る道路に準じた産業道路に目鼻をつけるという作業が必要と思っている。 

他県の企業から秋田港の進捗をみて、高い評価をいただいているが、道路がないとよく

言われる。そうしたエッセンスを入れていただければ厚みが増してくるのではないか。 

 

● 藤盛部会長 

西宮委員、説明についてはよいか。 

 

◎ 西宮委員 

先日開催された、「ニアネット（ＮＰＯ法人北東アジア輸送回廊ネットワーク）」の会議

の資料を後で配布して欲しい。ロシア産石炭の輸出の話があった。 

 

● 藤盛部会長 

私なりに今日の大きなテーマをまとめてみると、中小企業の経営者のマインドをどうや

ったら変えていけるのかという議論があった。 

また、県全体の電力戦略が不明瞭に見える。国が決まらないと県も決まらないというこ

とではなく、県として、データがどうなっていて、１０年後２０年後の割合を決めるなど、

戦略を提案していただいて議論することが必要である。 

次に、医工連携については、アドバイザーなど医工連携を加速させるための議論が必要

である。 

次に、ＩＣＴについては、県庁の中でも動きが出てきている。 

最後の秋田の港というものがトータル戦略としてどうなのか、観光、災害時、アクセス

を含めて、秋田の港の戦略は県にとってどういった位置付けなのか、そのような議論が必

要なのではないか。 

この他、産業技術センターと本庁の人事交流は良いと思う。今後とも産業技術をビジネ

スに活かすということに期待したい。 

 

□ 事務局 

 次回は８月５日火曜日の午後１時３０分から開催する。場所等については追って連絡す

る。 


