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平成２６年度秋田県総合政策審議会 第３回産業・エネルギー部会 議事要旨 

 

１ 日 時：平成２６年１０月１５日（水）午後３時～５時３０分 

２ 場 所：ルポールみずほ ２階 ききょうの間 

３ 出席者 

◎産業・エネルギー部会委員 

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 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 

  〃   食品産業振興統括監 草彅 作博 

〃   参事（兼）公営企業課長 佐々木 孝弘 

              他 各課長 等 

 

４ 赤上産業労働部次長あいさつ 

 委員の皆様には、これまで２回にわたる専門部会と、事務局の訪問によるヒアリングな

ど、提言書案の作成に向けて御協力をいただき、改めて感謝申し上げます。 

 本日の専門部会では、１１月５日に開催される総合政策審議会に提出する提言書案をお

示ししています。本日の議論を踏まえ、成案を取りまとめたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 また、本日は、人口問題対策についても意見交換を行うこととしています。こちらにつ

いても、忌憚のないご意見をいただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

５ 藤盛部会長あいさつ 

 安倍政権の一番の目玉は地方の活性化と人口減少対策である。これらについては様々な

対策があるが、基本は雇用だと考えており、我々の部会が一番重要な部会と自負している。 

 本日は上手委員が欠席しているが、上手委員の会社では、会社の中に保育所を設置して

いる。女性が安心して働くことが出来る環境という事が雇用の面では重要と思う。 

 中核企業の資料を頂き、その企業のホームページを全て見たが、こうした企業がリーダ

ーとなって本県経済を牽引していくようになれば非常にすばらしいと感じたところである。 
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 各部会の議事録等を見たが、議論していることが当部会と近いものが多い。例えば、農

業分野については、女性が直売等を行っているが、そうした人達をどのように経営者とし

て育てていくか、また、食品を販売するに当たりＩＴでどのように可視化していくかなど

があった。観光・交通部会でも、観光とＩＴの連携ということも議論されている。健康・

医療・福祉部会では産業という面はあまり出ていないが、当部会では医工連携として議論

されている。 

 提言書（案）については、第２回専門部会までの意見の他、各委員からの聞き取りをも

とに、自分も内容を確認しながら事務局にまとめてもらったものである。 

 本日は１１月５日開催の第２回総合政策審議会に向けて、各委員の御意見を伺いながら、

提言書をまとめたいと考えている。 

 

６ 議事 

● 藤盛部会長 

 次第に沿って進める前に、一言申し添える。審議内容は、議事録として県のホームペー

ジに掲載される。その際には、委員名は特に秘匿する必要はないと思うので、公開で行い

たいと考えているが、よろしいか。 

 ご異議がないようなのでよろしくお願いする。 

 本日は、始めに、議事（１）次年度に向けた提言について議論して頂く。 

 次の議事（２）では、人口問題対策について御意見を頂く。なお、本日頂いた御意見の

うち、人口問題対策に関する事を、私の方で取りまとめ、１０月１７日開催の企画部会に

報告することになっている。 

 それでは、議事に入る。 

 （１）次年度に向けた提言について、始めに提言書（案）について事務局から説明をお

願いする。 

 

□佐藤産業政策課政策監 

 今回の提言は、第２期ふるさと秋田元気創造プランの産業・エネルギー戦略について、

各事業の実施状況などを踏まえながら、更なる充実を図るべき取組などをまとめている。

その際の基本となる視点をここに掲げている。 

 １点目が中小企業の意識改革である。県内中小企業は、経済のグローバル化や、人口減

少に伴う国内マーケットの縮小が進む中で、否応なしにこうした変化への対応を迫られて

いる。このような中、県内中小企業が持続的に発展するためには、優れた技術を自ら提案

し、パートナーとして必要とされる企業へと成長することが必要であり、経営者のみなら

ず全社員が、社会における自社の役割を理解するとともに、一丸となって改革にチャレン

ジすることが重要である。 

 ２点目が人口減少への対応である。人口減少の進行により、県経済の規模縮小や労働力
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人口の減少など様々な影響が懸念されることから、若者の県内定着に向けて、魅力ある雇

用の受け皿づくりがこれまで以上に求められている。このため、今後成長が見込まれる新

しい産業分野などの振興のほか、経営基盤の強化や企業競争力の強化への支援などを通じ

て、魅力ある雇用の場を創出することが何よりも重要である。 

 以上、この２点を基本となる視点としている。 

 

 提言１は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。 

 県内中小企業の持続可能な企業経営を実現するためには、中小企業自らによる技術の向

上や経営上の改善が必要であり、こうした取組を後押しする支援を行う必要がある。また、

地域経済の活性化を図るためには、特色ある地域資源を活用した産業振興のほか、事業承

継を円滑に推進するための取組が必要である。 

 具体的な取組方策については、（１）企業の経営基盤の強化として、中小企業の経営力強

化を図るための外部の専門家の活用など。（２）地域産業の振興として、市町村が取り組む

新たな地域産業の創出への支援など。（３）円滑な事業継承の推進として、事業承継に関す

る経営者の関心と理解を深めるためのセミナーの開催などを想定している。 

 

提言２は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いてであ

る。 

本県に新たな産業の柱を構築するためには、次世代自動車や医療機器等、今後成長が見

込まれる産業分野への県内企業の参入と中核となる企業の育成を進める必要があることか

ら、成長分野へ参入しようとする県内企業を育成するため、企業間連携、産学官連携の取

組や技術イノベーションに資する研究開発を支援する必要がある。 

具体的な取組方策については、（１）輸送機関連産業の振興として、求められる低コスト

化や量産化へ対応するため、ＱＣＤの向上、ものづくり人材の育成など。（２）医工連携に

よる医療機器関連産業の育成として、秋田メディカルインダストリネットワークによる医

工連携の促進など。（３）情報関連産業の振興として、大規模マーケットの開拓支援など。

（４）産学官の連携などによる新技術・新製品の開発として、産学官で構成されるコンソ

ーシアムが行う、今後成長が見込まれる産業分野における技術・製品等の開発支援。（５）

起業の促進として、県内大学や首都圏等における起業セミナーの開催などを想定している。 

 

提言３は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。 

再生可能エネルギーの導入をさらに進めるため、風力や水力等の未利用エネルギーの活

用を図るとともに、県内企業の新エネルギー関連産業への参入を促進する必要がある。環

境・リサイクル産業においては、国の新制度等を活用し、レアメタルを含む金属や廃プラ

スチック等のリサイクル拠点の形成に一層取り組む必要がある。 

具体的取組方策については、（１）再生可能エネルギーの導入拡大として、新エネルギー
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関連産業における県内への波及効果を含む、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた新た

な方針の検討など。（２）新エネルギー関連産業の創出・育成として、新エネルギー関連製

品の開発等への支援など。（３）環境･リサイクル産業の拠点化として、廃プラスチックの

リサイクルシステムの構築と事業化の促進などを想定している。 

 

提言４は海外取引の拡大と産業拠点の形成についてである。 

県内の企業活動の活性化を図るためには、東アジアやＡＳＥＡＮ諸国など海外市場を見

据えた取引の拡大を支援する必要があるほか、港湾機能を強化し、秋田港の物流ネットワ

ークを充実していくための取組が重要である。また、企業誘致においては、雇用や経済へ

の波及効果の大きい企業の立地を促進するほか、県内企業の技術力等の地域資源を活用し

た産業集積を図る必要がある。 

具体的取組方策については、（１）東アジア等とのビジネス拡大と物流ネットワークの構

築として、ＡＳＥＡＮ諸国等との経済交流の拡大など。（２）港湾の機能強化として、秋田

港から高速道路等への更なるアクセス性向上を図るための方策の検討など。（３）企業誘致

の推進と企業の投資促進として、成長産業分野に加え、県内各エリアの特徴や地域資源を

活かした産業集積の促進を想定している。 

 

提言５は秋田の産業を支える人材の育成についてである。 

輸送機関連産業や情報関連産業、新エネルギー関連産業等の成長分野において、求めら

れる知識や技術を有する人材を育成する必要があるほか、若者の県内就職やＡターン就職

を促進するため、マッチング機会を充実させる必要がある。 

具体的取組方策については、（１）産業構造の変化に対応した産業人材の育成として、技

術専門校における、新エネルギーなど新たな分野に対応した職業訓練の実施など。（２）県

内就職の促進と多様な人材の確保として、優れた技術等を有する魅力的な県内企業の情報

発信機能の充実などを想定している。 

提言書（案）の概要は以上である。 

 

●藤盛部会長 

 提言毎に意見を頂きたいと思う。始めに、前書きについて意見を伺いたい。 

 

◎西宮委員 

 中小企業の意識改革の結論として、「そのためには経営者のみならず全社員が一丸となっ

て改革にチャレンジすること」とあるが、もう少し具体的に何をすべきかを考えるべきで

はないか。 

 人口減少への対応について、「魅力ある雇用の場」というのは誰にとって魅力ある雇用の

場なのかという視点を明確にし、具体的に何をすれば魅力的なのかを掘り下げなければい
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けない。 

 

●藤盛部会長 

 １点目は、中小企業の意識改革で、全社員の自覚で果たしてうまくいくのかということ。

２点目は、人口減少への対応で、魅力ある雇用の場とは具体的にどういったものなのかと

いうことであるが、まず、１点目について意見を伺いたい。 

 

◎齋藤委員 

 社員一丸となった改革の具体的な姿というのは、自分の会社の役割を社員共々深めてい

くことが大事だと考える。そうした中から、今までに無かったようなビジネスモデルが生

まれてくる。社長が考えるということも大事であるが、社員一丸となって取り組んでいく

ことが具体的な取組と考えている。 

 

◎戸田委員 

 私は「社員一丸となって取り組んでいくことが重要である」という方向性は良いと考え

ている。現実にはそのレベルにすら達していない経営者が多いと感じている。企業の目的

は利益を上げることであるが、それ以外にも社会貢献であるとか、そうしたことが明確化

されておらず、それを認識していない社員も多いのではないか。 

 

◎西宮委員 

 改善提案というのは工夫次第でいつでも出来る。働くことに対して、金儲けのためだけ

ではないということに気が付いている人は大勢いる。産業・エネルギー部会としての提言

として見た時に、企業が一丸となって頑張るのが大事だということで、それに気が付いて

いない企業が多いからといって丸投げして、それで済むのかということである。行政と民

間が議論した結果の提言であるとすれば、もう少し書き方があると思う。これでは余りに

も他人事である。 

 

●藤盛部会長 

 私の経験では、一番重要なのはやはり経営者である。経営者が情熱を持つことにより、

社員も盛り上がる状態というのが、会社が一丸となって盛り上がっていくということだと

思う。会社が一つの方向に向かって行くという状況をどのようにして作り出していくのか

というと、経営者の情熱を社員にどのように伝えていくのか、それを社員がどう感じるの

かが大事であると考えている。 

 この部分の表現については、もう少し考えたい。 

 もう一つ、魅力ある雇用の場とは、具体的にはどのようなものと考えるか。 
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◎仲村委員 

 昔と違い、従業員にも様々な年代層や考え方、外国の方などもおり多様化している時代

であるため、そうした多様化に合わせた雇用の場ではないかと考えている。 

 

●藤盛部会長 

 西宮委員の発言の趣旨をもう一度確認したい。 

 

◎西宮委員 

 提言（案）５ページの（５）起業の促進において、若者や女性の起業家意識の醸成と書

いてあるが、何故、若者と女性なのかと質問をした時に明確な答えは返ってこないと思う。

中高年層やリタイアした人であっても起業する人がいる訳であり、もう少し調べてから書

いた方が良いと思う。また、具体的な取組方策として、セミナーや起業支援塾受講者のフ

ォローアップとなっているが、これが本当に起業を阻んでいるハードルなのだろうか、本

当のハードルは資金調達面への不安ではないだろうか。 

 

◎三浦委員 

 確認だが、人口減少への対応について、ここでの定義は若い人の労働力の減少という人

口減少への対応ということで良いか。 

 

□事務局 

 ここは、若者に特化したものではなく、県全体の人口減少への対応という認識である。

労働力人口の減少や県経済の規模の縮小などが懸念されるため、若者の県内定着にポイン

トを置いた書き方としている。 

 

◎三浦委員 

 人口問題対策についてはこの後議論することになっているが、人口減少への対応につい

て、説明のあった定義で、この何行かで表現することは非常に難しいと思う。例えば、出

生率を上げるという政策的なことと、Ａターンなどとは、分けて考えなければいけない。

これらは、全く切り口が異なるため、書きぶりが変わってくる。そのため、理解しにくい

のではないか。 

 

●藤盛部会長 

 前書きについては、各提言を議論した後でまた具体的に考えたい。 

 

●藤盛部会長 

 次に、提言１について意見を伺いたい。 
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◎西宮委員 

 ２ページの提言の４行目に、「地域経済の活性化を図るためには」とあるが、これは後の

文章のどこまでかかっているのか。文中最後の「事業継承を円滑に推進するための取組が

必要である」までにはかからないと思うので、２つに分けた方が良いのではないか。 

 

□事務局 

 事務局としては、両方にかかっているという認識でまとめている。 

 

●藤盛部会長 

 私の認識では、企業の経営基盤の強化の大きな柱として、地域に中核企業を育成し、周

辺の企業と一緒に発展させていくということが数年前からの県の方針であると思っていた

が、そうした内容が少し薄いのではないかと感じるがどうか。 

 

□事務局 

 中核企業の育成については、提言２にまとめている。 

 

●藤盛部会長 

 次に、提言２について意見を伺いたい。 

 中核企業の育成については、どこに書かれているのか。 

 

□事務局 

 ４ページの提言に、「中核となる企業の育成を進める必要がある」と書いている。 

 

●藤盛部会長 

 この具体的な取組方策はどこに書いてあるのか。 

 

□事務局 

 中核企業の育成は提言２の成長分野全てに関連するため、具体的な取組方策の全体を貫

く施策ということにしている。 

 

●藤盛部会長 

 中核企業の育成については、全ての企業を一緒に育てていくのではなく何社かの中核企

業を選び、そこを伸ばしていけば周辺の企業にも波及し、全体が上がってくる。上がって

きた中からまた中核企業を育てていくといった、県内中小企業の発展のための全体思想と

捉えている。最近は、どの分野でも核となる企業を重点化して育てていくという議論が増



8 

 

えているため、そのような概念があった方が良いと思う。例えば、中核企業を支援し、そ

の企業の売上を倍にすれば、その周辺も倍になるというイメージである。 

 

◎齋藤委員 

 中核企業の育成も大事だと思うが、今の時代は、１つの企業を支援すればそこから次々

に波及していくというような時代では無いと思う。どこかを中心として、そこから栄えて

いくという時代ではないと考えている。むしろ、小さな企業同士が、市場は小さくても生

活の上で困っていることなどをビジネスとし、そうしたビジネスに取り組む企業を多数作

り上げるという時代ではないか。 

 

◎仲村委員 

 弊社も今回中核企業の認定を受けたが、認定を受けた企業はモチベーションが上がって

いる。 

弊社では秋田独自の秋田メディカルインダストリネットワークに参加したことにより、

今回の新しい市場の開拓に結びついた。こうしたネットワークの横の繋がりも増やして新

しいビジネスを始めようという情報交流の場もあっても良いのではないかと思う。また、

ネットワークに参加している企業が有している技術等の紹介があれば、企業連携や新製品

開発が進みやすくなるのではないか。 

 

●藤盛部会長 

 企業が連携して新しいビジネスを展開していく必要があるという意見である。 

 

●藤盛部会長 

 次に、提言３について意見を伺いたい。 

 

◎西宮委員 

 人口減少社会の中で、エネルギーの需給バランスは将来どのように変わっていくのかと

いう試算をしているものか。 

 当日資料を提出してもらったが、今後は、変動率というファクターが重要になると思う。

今回、東北電力がメガソーラーなど再生可能エネルギーの買い取りを停止した根底には変

動率の問題がある。安定して発電が出来るエネルギーは何か。一方、安定して発電が出来

ない電力に関しては、その電力をどのようにして蓄えるのか、蓄え方が重要になってくる

と思う。日本全国が風力やバイオマスで発電するという方向に向かう時に、秋田県は違う

進み方として、例えば電力を水素として固定するための研究開発をメインとするなど特色

ある取組をしても良いのではないか。ＮＥＤＯが策定した燃料電池・水素技術開発ロード

マップと重ね合わせ、秋田県はどうするか考えて頂きたい。 
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□土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

 西宮委員から５点ほど意見があった。人口減少社会における電力の需給バランスをどの

ように考えているか、エネルギーの変動率の問題をどう捉えているか、電力の蓄え方の問

題、水素について今後どのように取り組んでいくのか、これについてはＮＥＤＯのロード

マップとも関連すると思う。 

 人口減少社会における電力の需給バランスについてであるが、県レベルでは把握してい

ない。人口が減少しても使用しなければならない電力多消費型企業もあり、逆に省エネが

進んでいるという現状もある。そうした中で、電源構成のベストミックスといった、これ

からの電力をどうしていくかという議論に遡ることになると思う。 

 変動率の問題については委員指摘のとおりであり、本日提出した資料の中にもあるが、

例えばメガソーラーの設備利用率は１２％である。最高の８０％は、いわゆるベースロー

ド電源である。太陽光や風力は変動率が高い。こうした中で、原子力政策をどうするか、

あるいは再生可能エネルギーをどのように活用していくかということにも関連してくる。

変動率が多少高くても使わなくてはいけないという現実的な問題もある。その点はベスト

ミックスに関わる問題だと思う。 

 蓄え方の問題であるが、電池を使用している事例があるのは風力発電である。最近まで

国の補助事業があり、電池を取り入れた風力発電が導入されている。メガソーラーについ

ては発電量が小さいため、まだ事例がない。 

 水素については、本年８月に常温常圧で水素を蓄える技術を開発した千代田化工建設と

の連携協定を結んでいる。再生可能エネルギーを活用した水素の生成・貯蔵・運搬につい

て、千代田化工建設が秋田県に興味を示したということが前提としてあり、再生可能エネ

ルギーを活用した水素の取組について秋田で実施したいという言葉も頂いている。変動率

の高い太陽光や風力については非常に有効と考えている。 

 ＮＥＤＯのロードマップについては、我々も注目している。将来に向けて長期的な視点

で取り組んでいかなければならないことではあるが、世界最高水準の技術を有している千

代田化工建設との連携のほか、産学官の連携も必要であると考えている。こうした一流企

業との連携協定を活かし出来るだけ先頭を切って取り組んでいきたい。 

 

◎西宮委員 

 将来の国レベルの電力需給が最短で１３年後に均衡するのではないかという試算を出し

ている人もいる。秋田県がどうなるのかということを、国が試算する前に県としてのベー

スラインを決めるべきではないか。発電事業は風力でもバイオマスでも、日本全国どこで

も行っているため、発電は他県に任せて、電力を固定化する技術を研究する方向に進むと

いった考え方もあるのではないか。そういう意味で提言３の書きぶりを、もう一度練られ

てはいかがか。 
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□土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

 秋田県には原子力以外のあらゆる発電がある。ＬＮＧは無いが、石油や石炭火力、再生

可能エネルギーがある。今後の方向性については委員指摘のとおりであり、本県は引き続

きエネルギー立県として施策を展開していく決意である。 

 

□赤川資源エネルギー産業課長 

 人口減少を踏まえた県内の電力需給バランスについて、県としての見通しは持っていな

い。その必要性であるが、県内での需給バランスを取るという視点で、人口減少が進む中

での電力の需要見通しが必要ということであれば、本県は電力移出県という状況にある。

県内の需給のベースとして、人口という要素は大きいが、それ以外にも県内の産業活動、

他県に電力を売るというビジネスもあり得る。 

 国全体として人口減少が進んでいる中で、国としても電源構成のベストミックスの議論

を進めているが、まずは需要をおさえた上でエネルギーのベストミックスをどうするかと

いう観点で、再生可能エネルギー導入拡大に向けた議論も含め国レベルで検討されている

ところである。 

 

◎西宮委員 

 秋田県の持っているポテンシャルで何が一番大きいのかというと、能代火力発電所だと

思う。それと再生可能エネルギーを比較したときに何対何になるのかということである。 

数日前の日経新聞に、鉄鉱石や石炭等の拠点港として国交省が１０港を指定するという

記事があったが、全て太平洋側であった。石炭について国交省の試算が正しく、４割も安

く購入出来るのであれば、能代火力発電所がある秋田県は石炭に関してはそこを拠点港と

することに力を入れて取り組まなければいけない。 

電力が安くなれば企業は非常に助かる。もし本当に４割安くなるのであれば、ものすご

い競争力が生まれる。需給バランスが崩れた場合、高い発電コストがかかる電力は見向き

もされなくなるだろうと考えている。 

 

□赤川資源エネルギー産業課長 

 コスト面だけを見れば再生可能エネルギーは現状においては高上がりであるが、風力発

電等については導入拡大が進むことにより、将来的にはコスト削減が進んでいくという見

通しもある。一方、ＣＯ２の削減という温暖化対策としての要請もある。エネルギーの電源

構成には石炭火力などがベースとしてあり、その上で一定割合について再生可能エネルギ

ーの導入拡大、それもコスト負担等について企業や国民の納得を頂きながら最大限導入拡

大を進めていくという方向性であると考えている。 

本県は風力や地熱に関して大きなポテンシャルを有しているため、その導入拡大を進め
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ていくことで県内の産業の発展や雇用の拡大にもつなげていきたいと考えている。 

 

●藤盛部会長 

 本県はエネルギー移出県であり、現在は風力や地熱に注力しており戦略もある、という

ような答えだと思うが、委員側としては、国の動きはあっても県としての取組も必要とい

う意見だと思う。今までどおりで良いのか、あるいは今回はそれで行くとしても、今後ど

うしていくのか考える必要がある。 

 西宮委員からエネルギーの貯蔵ということが大きなファクターではないか、という意見

があった。今後のエネルギー戦略の中で貯蔵ということが大きな意味を持つということは

間違いない。 

 

●藤盛部会長 

 今の環境・リサイクル産業というのは機械化されていて、あまり雇用にはつながってい

ない感じがする。しかし、リサイクルされたものを再利用することなど、上流や下流も含

め幅広くリサイクル産業のことを考えると、これまで以上に新しい雇用の場が増えてくる

のではないか。環境・リサイクル産業は本県が非常に強い分野であるため、もう少し工夫

して雇用を増やすような施策が無いものか、ということをコメントしておきたい。 

 

◎戸田委員 

 リサイクルのシステムを作っているメーカーの立場から発言する。下流である現場の作

業では雇用はあまり多くはないが、上流のほうではネットワークを組みたいという人がい

るはずである。例えば、水銀をきれいに分けるという作業は手間がかかり危険を伴うが、

それを安くできる技術等を県内で開発すればビジネスチャンスになると思う。 

 

●藤盛部会長 

 リサイクルだけではなく、上流下流でビジネスを探したらどうかという意見である。 

 

□土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

 県北の金属リサイクルについては世界最高水準の技術があり、相当数のレアメタルを産

出している。それ以外にも廃プラスチックや液晶について取組を進めているところである。 

 

●藤盛部会長 

 限られた会社だけではなく、周辺で儲かる会社が増えるようにして欲しい。 

 

●藤盛部会長 

 次に、提言４について意見を伺いたい。 
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◎西宮委員 

 これは是非取り上げていただきたい。８ページの提言の２行目「港湾機能を強化し、秋

田港の物流ネットワークを充実していくための取組が重要である」とあるが、具体的な取

組方策の下から３行目では「港湾機能をさらに強化するためには、秋田港から高速道路等

への利便性に優れるアクセス道路が必要不可欠であり、その方策について幅広く検討すべ

きである」となっている。これが、何回言っても直らない。これについては真っ向から反

対である。ここは「秋田港から高速道路を結ぶ利便性に優れるアクセス道路の新設が急務

である」としてもらいたい。これはメーカーや船会社からも言われていることである。 

 

□柴田道路課長 

 秋田港の機能強化は非常に重要なことだと思っている。一つだけ理解して頂きたいのは

予算には限りがあることから、その中で優先順位をたてながら考えているということであ

る。県としては高速道路の整備が優先ということで進めており、港湾とのアクセス道路に

ついては当面は北部道路を利用して頂きたいと考えている。都市計画道路である大浜上新

城線は今後の整備は非常に厳しいと認識しているため、北部道路の整備ということで市と

タイアップしながら進めてきている。同時並行的に幅広く検討することとしており、当方

だけで方向性を出すということではなく、商工会議所との意見交換会も予定しており、こ

れからお互いにこの構想について考えていきたい。 

 

◎三浦委員 

 この件については、専門部会に参加させてもらう以前からの懸案であるため、この段階

でも「アクセス性向上を図るための方策の検討」という表現は少し緩いと感じる。明日に

でもやれという文言への訂正を求めている訳ではないため、もう少し前向きな表現となる

ように変えた上で、我々と共に幅広く検討していくということでいかがであろうか。 

 

◎西宮委員 

 都市計画道路を進めて欲しいということを我々は一切言っていない。商工会議所の運輸

交通部会としても言っていない。これは近々、秋田商工会議所の意思となる。 

 私が実効ある対策をやってくださいと言っているのは、次善の案として県で書かれてい

るものが、実際に走ってみたら危険で使えないというデータを出しているのに、まだ、そ

れに拘泥しているためである。安全で冬でも時間のロスが無くて、アクセスが出来る道路

を作ってくださいというシンプルな要望なのである。秋田港の４分の１の貨物量しかない

酒田港がどういうアクセス道路なのか、秋田港は２０１３年度に日本の港で何番目のコン

テナ取扱量になっているのか、そういったことを踏まえて必要であるから、載せて欲しい

と言っているのである。 



13 

 

 

◎三浦委員 

 大浜上新城線の物理的な問題については我々も解決できるとは思っていない。東西線北

部道路についても課題がある。大きくは横山金足線から外旭川の交差点に入ってくるまで

の間、平均すると２００メートルに１回信号がある。また、両側に住宅が密集しており、

コンビニも乱立している。率直に言えば、産業用の道路を一般の車両が走ってはいけない

という定義は無いが、少なくとも自転車や幼稚園のバス等がオールシーズン混在しないよ

うな道路が、港から４キロ程度の範囲内にはあった方が良いのではないか。物的流通以外

にもエネルギー政策や総合交通体系などにも関わることであり、港湾整備だけに投資して

も主要なインターチェンジに接続されていないと意味がない。 

一概に仙台などと比較することが良いかどうかは別としても、仙台は港に直結するイン

ターチェンジが３カ所ある。いくら日本海側と太平洋側とでお互い存在意義を発揮しよう

と言っても、実際には、メーカーからは港は立派だが道路が無いと言われており、我々と

しても答弁のしようが無いというのが実情である。「アクセス性向上を図るための方策の検

討」というオブラートに包むような表現については変えて頂きたい。 

 

●藤盛部会長 

 この部会における最大の問題は雇用を増やすということである。雇用を増やすためには

全ての物流や流通が人口減少対策の非常に重要なキーだと言える。 

 

●藤盛部会長 

 次に、提言５について意見を伺いたい。 

 

◎齋藤委員 

 産業を支える人材となると知識や技術を有する人材ということになるのかもしれないが、

地域毎の課題ということもある。その点について考えると、人口減少の対応として、秋田

に働く場を作ると考えた場合に、知識や技術を有する人材を育成するということも大事だ

が、むしろ０から１を作り出すような想像力豊かな人材をどうやって育てるかということ

が大事ではないか。やることが決まると、それにマッチする人を集めたり、それについて

教育したりということは比較的簡単にできる。発想力豊かな人材の育成という事は、社会

人の育成というよりは、小さい頃からの教育にも関わる非常に大事な事と考える。 

 

●藤盛部会長 

 秋田県は特許の申請やベンチャーの立ち上げが低いと聞いている。どうするかではなく

何をするか、それを自分がどう見出していくかというマインドを秋田県人に持たせて欲し

いという意見であった。 
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◎仲村委員 

 マインドという点では、秋田の人はおとなしく、自分からＰＲ出来ないところがあると

思う。学力テストを見てもそうであるが、想像力を働かせる分野が若干苦手であるため、

基礎力以外の部分についても小さい頃からの教育が大事だと思う。 

 

●藤盛部会長 

 提言５の中に、育てるべき人材として、発想力のある人材や自ら何かを作り出す人材を

強化するということを加えて欲しい。 

 

◎戸田委員 

 具体的な取組方策に「分野毎やターゲットを絞ったより確度の高いマッチング機会の提

供」とあるが、これについては県が実施するよりもどこかと組んだ方が早いと思う。専門

業者に頼むとお金はかかるが、確度はより高くなる。県がマッチングサイトを作ると、登

録してとか、これを見てというような話になるかと思うが、それよりも専門のプロと提携

した方がより確度の高いＡターン希望者を見つけることが出来ると思うため、一つの方法

としてこうした手法もあるということを記入して頂きたい。 

 

◎西宮委員 

 参考資料として配布されている地域力創造部会の提言書（案）２ページの、Ａターン就

職の推移を見ると平成１６年から２５年まで毎年約 1,000 人程度のＡターン就職者がいる

が、４ページの、ＮＰＯ法人秋田移住定住総合支援センターに登録した方で、秋田県外に

４年以上定住し、秋田県内に住居登録した方の人数が平成２２年から平成２５年までで合

計６４人となっている。この数字と２ページのＡターン就職の約 1,000 人と比べると、提

言「若者の県内就職やＡターン就職を促進するため、マッチング機会を充実させる必要が

ある」という書きぶりについて疑問を持ってしまう。つまり、約 1,000 人がＡターン就職

した中で、ＮＰＯ法人が関与した人数が２人又は多くて３３人では、マッチング機会を増

やすことで本当に増えるのだろうか。 

 

□保坂雇用労働政策課長 

 Ａターン就職者の推移のグラフについては、就職についてのデータであり、ハローワー

クでの統計を元に作成している。一方で移住者の状況についてはＮＰＯ経由と言うことで、

就職をメインと考えていない方々も含んでいる数字である。 

 

◎西宮委員 

 地域力創造部会の提言書（案）２ページに「定住希望者に対しては、就業相談も対応で
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きるような体制づくりに引き続き努めることが重要である」とあるが、仕事が見つかって

いないのに定住ありきで考えるというのがよく分からない。レアケースを書き連ねるので

はなくて、どうしたら絶対数でＡターンの人数が増えるのかを考える必要があるのではな

いか。 

 

□保坂雇用労働政策課長 

 ここでは、定住希望者についても働く場が重要ではないかという意見があり、こうした

書きぶりになったと記憶している。Ａターンに関しては秋田での就職を前提として施策展

開をしているが、移住定住の施策については就業希望ではない方も含めてこれまで進めて

きている。 

 

●藤盛部会長 

 県の統計資料として１人当たりの県民所得について、東京が約４百万円で、秋田が約２

百万円というデータがあったと記憶しているが、それで暮らしていけるものか。 

 

□岩澤産業労働部次長 

 東京でも秋田でも持っているものはほとんど同じで、同じ価格のものを使っている事が

増えてきており、その点を考えると昔と比べて、秋田は暮らしづらくなっているのではな

いか。 

 

●藤盛部会長 

 提言書（案）の全体を振り返って、他に意見はないか。 

 

◎三浦委員 

 提言３のエネルギーについてであるが、電力を他県に移出しているということであった

が、電力毎に全体の発電量に対して、将来どの位の比率まで持って行くのかというものが

あれば教えて頂きたい。 

また、再生可能エネルギーを普及させていくことは良いと思うが、秋田は除雪費用など

で定住コストが掛かっているため、幹線道路の除雪などに再生可能エネルギーを利用する

ということを考えられないか。 

 

□赤川資源エネルギー産業課長 

 道路では、地下熱によるヒートポンプを利用し歩道の除雪をしている事例がある。 

また、他県に電力を供給するのではなく、地熱や風力の電力を発電したエリアで使うと

いう地産地消型の利活用については、これまであまり手が届いていなかった部分ではある。

工夫が必要だが、重要な取組である。 
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◎三浦委員 

 なぜ、石油や石炭と再生可能エネルギーの比率を定めたロードマップが無いかというこ

とを聞いているかというと、例えば、再生可能エネルギーを県庁の電力に利用していると

いうことがあればインパクトがあるのではないかと思っているからである。 

 再生可能エネルギーのＣＯ２削減の件については、ライフサイクルアセスメントの考え方

から見れば、再生可能エネルギーを使うという事とＣＯ２を減らすという事は別問題である。

メガソーラーのパネルを作るために、どれだけ石油を使うのかという議論もあるため、単

純にＣＯ２を減らさなければいけないということで再生可能エネルギーを使うというのは

危険である。 

そのため、何年後に化石燃料と再生可能エネルギーの比率をどこまで持って行くという

構想が必要ではないかと考えている。 

 

●藤盛部会長 

 エネルギーの地産地消については、今回あまり書かれていないような気がする。今後検

討していく価値はあると思う。 

 

◎齋藤委員 

 県内で発電している電力を他県に移出しているという説明があったが、どの程度移出し

て、県内にどの程度お金が落ちているものか。 

 

□土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

 お金までは分からないが雇用は発生している。例えば、能代火力では５００人以上、秋

田火力でも同じ位ある。他にも自治体への固定資産税、物流関係や地域の活性化という波

及効果がある。 

 

◎三浦委員 

 秋田県はエネルギーを作って他の地域に貢献しており、それはただ化石燃料を燃やして

発電しているだけではなく、再生可能エネルギーにより発電しているという事であれば、

例えば、秋田に進出してもらった企業に、安い電気を供給するといった目的で、再生可能

エネルギーを増やしていくということはできないものか。 

 

□佐々木産業労働部参事（兼）公営企業課長 

 県内の消費電力は約７３億キロワットアワーであり、県内の発電量はその倍ある。つま

り県内の消費量とほぼ同量を送電網により他県に送電している。また、県内で発電すると

いうことは、固定資産税を含め、施設設備投資や雇用、それに付随する資材の調達を本県
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で行うことになるため、非常に大きなメリットがある。 

 地産地消の話があったが、公営企業では昨年度、年間約４億５千万キロワットアワーを

発電し、全量東北電力に売電している。現在の法律では、我々は電力の小売業者にはなれ

ないため、発電の卸として電気事業者に売ることしかできない。しかし、５年後の平成３

２年以降は我々も小売事業者になれるというロードマップがすでに決まっている。その際

には、我々が発電した電力を通常よりも安く販売すべきという社会的要請があれば、それ

は出来ないことではない。ただし、公営企業としての経営があるため、その経営上の要件

を満たした上で、なおかつ安く販売するという社会的要請、いわゆる企業誘致や産業政策

として必要であれば、活用出来るという選択肢はある。これについては、公営企業として

どう取り扱うかという研究が必要であると考えている。 

 

◎三浦委員 

 他の地域と違った特色を出すことは出来ないのか。 

 

□土谷産業労働部新エネルギー政策統括監 

 佐々木参事の説明が地産地消の方向性だと思っている。固定価格買取制度の問題もいず

れ淘汰されていくと考えており、将来的にはエネルギー源を持っている地域というのは強

くなると認識している。 

 

◎西宮委員 

 念押しであるが、道路課長の説明で予算があり優先順位があるということはもっともで

あり理解できる。しかし、秋田港と高速道路を結ぶ利便性に優れるアクセス道路を新設、

実効性ある道路の新設が急務であるということが、日本全国どこでもやったことがないよ

うな話でない限り、きちんと載せて頂きたい。県のほうでフィルターをかけるべき問題で

はない。 

 

□岩澤産業労働部次長 

 委員の提言であるため、そのように書いても差し支えないと考えている。 

 

●藤盛部会長 

 提言書（案）については、私と事務局で調整のうえ成案を作成したいと思うがよろしい

か。御異議がないようなので最後は私にお任せ頂きたい。各委員には出来上がった段階で

報告したい。 

 

□事務局 

 この後、部会長と事務局とで検討させて頂き、出来上がったものについては各委員にお
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送りさせて頂きます。それをもって了承して頂ければと考えています。 

 

●藤盛部会長 

 次に（２）人口問題対策について、意見をいただきたい。 

 人口問題対策については、参考資料として配布している地域力創造部会の提言書（案）

と関係した意見があると思うがどうか。 

 

◎西宮委員 

 １点目、地域力創造部会の提言書（案）２ページの提言の背景「就業と一体となった移

住･定住施策の推進」と、６ページの具体的な取組方策「（４）就業と一体となった移住・

定住施策の推進」の内容がほとんど同じのため、どちらか一方を書けば良いのではないか。 

 ２点目、７ページに「あきた自慢こ十二か条」をまとめているとあるが、このような内

向きなものでは人口増にはつながらないと思う。根本的に発想を変えなければならない。 

 

◎戸田委員 

 地域力創造部会の提言書（案）の３ページを見ると、秋田に戻って来ている人で３０代

が多いのは、親の介護が必要な世代だということがあるのではないか。首都圏の人は親の

介護をしようと思っても、ケアマネージャーが不足しているなど様々な不安があると聞く。

秋田ではそうした不安が少ないため、帰ろうと考える人がいると思う。そうした人達に介

護しやすい秋田の環境をＰＲするということも必要ではないか。介護の面で不安が少ない

というのは首都圏と比べてアドバンテージになるのではないか。 

 

□事務局 

 本日欠席されている上手委員より意見が提出されていますので、紹介します。 

 今後労働力人口が減少し、人手不足が懸念される中においては、女性に活躍してもらう

ことが重要となる。そのためには、女性が子育てしやすい職場づくりなどワーク・ライフ・

バランスの実現が重要である。こうした職場は女性だけでなく、男性にとっても育児に協

力しやすい職場となる。職場・家庭･地域において、バランスよく子育てが出来る社会にな

れば、自然と子供が増えていくのではないか。 

上手委員の会社では、事業所内託児施設の設置や、育児休業制度など社員にとって働き

やすい職場づくりに取り組んでおり、内閣総理大臣賞などを受賞されている。 

 

●藤盛部会長 

 上手委員のコメントを踏まえ、意見を伺いたい。 
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◎三浦委員 

 上手委員の会社のような保育所は無いが、当社では小会議室を子供部屋に改装した。磨

りガラスがあり、事務をしながら見ることが出来るようになっている。今は、祖父母が子

供を見てくれるということが少なくなってきており、現場の方も女性が増えてきているた

め、いずれこうした環境は整備していかなければならないと感じている。 

 このほか、以前から行っていることとして、竿燈祭りや土崎の港祭りに参加する従業員

には前後の期間を含め休暇をとれるように対応している。 

 

◎仲村委員 

 女性としての意見であるが、女性が働きやすい環境が重要と思う。経営者としての考え

方も柔軟性を持ち、例えば、ＰＴＡに参加しにくい社風ということがないように、子育て

に協力できる会社の体制が大事だと思う。 

 私自身、他県から来て、子育てがしやすい県だということを感じた。東京で子育てをす

るより安全で安心感もあり、小中学校の教育のレベルも高い。こちらに来て驚いたのが、

家族ぐるみで子育てや教育に熱心だということである。こうした面でも秋田県はすばらし

いと思った。 

 現在、県や市町村でベビーウェーブ・アクションの活動に取り組んでいるが、このよう

な流れに乗って機運を高めていくことも大事だと思う。 

 先ほど、ワーク・ライフ・バランスという意見があった。先日、２１世紀職業財団が主

催した女性社員のための勉強会に参加したが、参考になった。ワーク･ライフ･バランスを

自分の人生の中でどのように考えていくかを、大人になってからではなく、中学や高校な

どから教育システムとして取り入れていくことも重要なのではないかと思った。 

 

●藤盛部会長 

 自社の中に子供のための施設を作ることに対する県の支援はあるか。 

 

□岩澤産業労働部次長 

 いわゆる事業所内保育所については、厚生労働省において助成制度が設けられている。 

 

●藤盛部会長 

 他の部会の資料を見ても、子育てをしやすい職場環境ということが人口問題対策の重要

なファクターとして意見が出されている。産業･エネルギー部会としても、子育てをしやす

い職場環境の整備は重要な課題だと思う。 

 

◎齋藤委員 

 当社には託児所は無いが、子供の具合が悪い時などは遠慮しないで休んで欲しいという
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気遣いはしている。子供が生まれると１年は休んで子育てに専念してもらっており、その

分を見越して多く雇用をしていくということになると思う。 

 当社は県外から来た人を多く雇用している企業だと思う。秋田にいる人達だけで何か新

しいことを始めるという事は非常に難しいと感じており、秋田に無い仕事に携わっていた

人が秋田に来て、それを切り口にして新しいことが出来るようになれば、企業が活性化し

ていくことになると思う。 

 

●藤盛部会長 

 高質な田舎と知事が発言しているが、ある人は田舎に住んで自然を楽しむのであればお

金は少ししか必要無いと言っている。しかし、子供を学校に通わせることが出来ないので

あればどうしようもない。秋田県の雇用については、環境の良いところに来たのだから、

ある程度、賃金が低くても仕方がないという雰囲気になるのか。 

 

◎戸田委員 

 農家の方が多いので、米や野菜に困らないということはあると思うが、昔と違いいろい

ろ買わなければいけない時代になっているので、その分きついのではないか。 

 

●藤盛部会長 

 同じＩＴの会社でも、東京と比べて秋田は賃金に差があるものか。 

 

◎戸田委員 

 少し安くなっている。ただ、東京の会社との商談で一番合わないのは価格である。東京

の会社は秋田の会社は人件費が安いだろうと思っている。しかし、それでは従業員の給料

が払えなくなってしまうため、それを受け入れるかどうかはその会社の判断である。 

 

◎三浦委員 

 やはり雪だと思う。暖房や灯油。車であればタイヤは倍必要になる。仙台に転勤してい

た若い人が秋田に戻ってくるとお金が足りないという。東京であれば、さらにそうした環

境になる。 

 

●藤盛部会長 

 秋田に戻ってきて働いてもらうためには何が一番重要なのか。賃金が比較的低くて冬に

お金がかかるところにどうやって人を呼べば良いものか。 

 

◎西宮委員 

 そうした議論をするのであればデータを元に比較して議論しなければ、感情論・感覚論



21 

 

になってしまう。 

 

□岩澤産業労働部次長 

 賃金については、秋田のみならず全国的にそのような傾向になっている。雇用形態のあ

り方に関わる問題であるため、本県だけでは解決しないのではないか。未だに学卒者を４

月に一斉に採用するという現状において、国策として何らかの処置をとっていかなければ、

賃金構造の改善にはつながらないのではないか。 

 

◎西宮委員 

 今の話であれば、国際教養大が先鞭を切ってやっても良い訳である。魅力あるとされて

いる大学であるので、４月に固定せず優秀な人材を当てはめていくということを、県から

働きかけても良いのではないか。 

 議事（１）で戸田委員が発言していた、魅力的な県内企業をもっとＰＲする時には専門

の民間企業に出した方が良いという意見は、そのとおりだと思う。例えば、Ａターンのた

めにマイナビに出していた求人を、首都圏の大卒者向けにも出してみたところ、それなり

の反応があり優秀な人材からの応募があった。県もそれを優位だと感じるのであれば、東

北地方版から首都圏向けに拡張した場合の差額などに助成するという事も一つの考え方だ

と思う。 

 

●藤盛部会長 

 慣れない県がやるよりも、その分野に長けた民間企業を利用した方が良い。なおかつ、

ある程度の補助金も出せば良いのではないかという意見であったがどうか。 

 

□保坂雇用労働政策課長 

 県では９月から「kocchake!（こっちゃけ！）」という就職活動サイトを開設した。また、

これまで企業情報は冊子にして各大学に配布していたが、ウェブサイトでの就活サイトに

し、スマートフォンでも最適化して見られるようにしたところである。 

以前、県の情報発信としてマイナビを利用していたこともあった。マイナビのシステム

が見る人には最適化した仕組みであり便利であったが、中小企業にとってはコスト負担と

なることから取り止めた経緯がある。ただ、チャンネルを多く持つことは利用者にとって

良いことであるため、どのように支援すべきか勉強を続けていきたい。 

 

◎戸田委員 

 採用にはお金がかかるということを企業も知るべきである。採用活動は企業の生命線で

あるということを明確に打ち出す必要がある。 
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◎西宮委員 

自分の会社を良くしようと思ったら採用にお金をかけるのは当たり前の話である。ただ、

それに気が付くまでは、助成するということがあっても良いのではないか。 

 

●藤盛部会長 

 他になければ、これで議事を終了する。 


