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平成２６年度秋田県総合政策審議会

第３回地域力創造部会 議事要旨

１ 日 時 平成２６年１０月７日（火）１３：３０～１５：３０

２ 場 所 ルポールみずほ ねむの間

３ 出席者

【地域力創造部会委員】

石沢 真貴 （秋田大学教育文化学部准教授）

鈴木 真喜子 （認定こども園学校法人四ツ小屋幼稚園・保育園長）

武内 伸文 （ＳｉＮＧ代表）

藤原 弘章 （ＮＰＯ法人ふじさと元気塾理事長）

山本 智 （農園レストラン「ハーベリー」代表）

【県】

牧野 一彦 （企画振興部次長）

鶴田 嘉裕 （企画振興部総合政策課政策監）

嘉藤 正和 （企画振興部市町村課長）

湯元 巌 （企画振興部地域活力創造課長）

佐藤 廣道 （企画振興部活力ある集落づくり支援室長）

佐藤 秀継 （企画振興部少子化対策局少子化対策推進監）

佐々木勘右ェ門 （健康福祉部長寿社会課長）

信田 隆善 （健康福祉部子育て支援課長）

鎌田 雅人 （健康福祉部健康推進課長）

中嶋 敬子 （男女共同参画課長）

保坂 伸 （雇用労働政策課長）

渡辺 哲也 （教育庁幼保推進課長）

４ あいさつ（牧野企画振興部次長）

資料３により、人口ＰＴ中間報告

５ 議事要旨

●武内部会長

７月以降、新聞等メディアで人口減少、地域創造が注目されている。力を入れ

るべき領域にかかわる事に責任を持って対応していきたい。新聞報道を含め、危
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機的な状況も十分承知しているが、危機感を煽り過ぎているように感じる。客観

的に状況を分析して適切な対応を行い、よりポジティブにクリエイトしていける

機運にするべきである。また、不安に感じている方が多いが、そうではなく、今

がチャンスだという雰囲気を出していくことも必要と感じる。

前回の部会で、２０代を中心とした県外流出者や、第二の人生を考えるシニア

世代の方々はどのような条件が揃えば秋田に戻ってくるのか、また、そういった

ことに対する環境作りをしたいという意見により、提言書にまとめて頂いた。

また、県外者に、「来てよ来てよ」と言うばかりではなく、この土地にはすばら

しい魅力があるのだとＰＲし、県民自身も再確認をする。県民が一緒になって幸

せの総点検をするようなプロジェクトの提案をさせていただいた。地域の魅力を

ブラッシュアップする所と、県民の意識やＰＲ力を向上する。そのような県民運

動が出来ればという提案である。提言書（案）でそこを深めていければと思う。

委員の皆様には自由闊達な御意見をよろしくお願いしたい。

（１）提言書（案）について

□事務局

資料１により、提言書（案）について説明。

ア 提言１ Ａターン就職及び移住・定住対策の促進について

◎山本委員

人口減少の対策で、Ａターンの持つ意味を考えると、数値的な側面が出てく

る。今の状態でも就職、進学の段階で３～４割が、県外へ流出してしまう。数

値を追いかけていくと、焼け石に水論議が出てきてしまう。これだけパワーや

時間をかけてＡターンに取り込むこと自体が、問われることにならないか、危

惧している。Ａターンの持つ質的な意味合いを、もう少し注目すべき。予想の

効果で、外の空気を知った人間、秋田を全く知らない人間が入ってきて、活動

をすることにより、化学変化が起きて何か爆発が起きるかもしれない。今はＡ

ターン希望者の需要によるところもあるが、県内の企業の就職斡旋が中心であ

る。Ａターン希望者は、収入の確保とライフスタイルの実現、コミュニティと

関わりという３つの大きな動機があると思う。地域の関わり合いにより、地域

の恵みを享受したり、地域に貢献することによる生き甲斐を考えると、秋田市

以外の所にも輪が広がるようなアクションが出せればいい。

有楽町のＮＰＯふるさと回帰支援センターで、県の東京事務所の方が、奮闘

されている。窓口ができているが、各市町村の受け皿が連動しているかという

と、改善していく余地がある。いろいろな市町村がふるさとツアーなどを行っ

ているが、圧倒的に福島と長野が多い。秋田県は年に１～２本あるかないか。

これは県の仕事というより、各市町村の受け皿づくりの話である。入り口と市

町村を連動させ、最後のコミュニティづくりはＮＰＯ等の組織と連携するべき
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である。最終的に収入が優先されてしまうので、収入のあるところにしか人口

は集まらない。県内の企業は、中小が中心で、体力があると限らない。外にう

まく分散して市町村の受け皿づくりが重要ではないか。

提言にも、シニアの方は収入が少なくても、生活していけそうだとある。前

回の山菜の話でも行政がコーディネートしているとのことだが、いつまでも続

かない。マーケティングやコーディネーションの仕事をどこかの団体に委託し、

そこに首都圏のシニア層の方が、雇用されて首都圏の人脈や、マーケット開発

等、販売チャネルの開拓で経験を生かす方法は大いにある。

若い方には是非起業で頑張ってほしい。秋田の地域の資源を生かしたドラス

ティックな起業に、支援をしてほしい。若者と移住とコミュニティビジネスの

３つを絡め、非常にハードルが高く、２～３年に１本くらい採択し、支援する

ような、大胆な発想があってもいいのではないか。提言書に大体書かれている

ので、そこをどうやって具体的に色をつけるか。

□雇用労働政策課長

課としては、産業へのつなぎとして、若者の就業をメインに考え、若者の定

着に手厚く行っている。当部では起業の支援や、企業活性化センターでコンサ

ルティングも行っている。感触として、起業でＩＴ系やコンテンツ等は、アラ

フォー以前の年代の方が起業している。Ａターン登録していない方、県外の方

等もいるので、そこにも協力したいと思っている。

●武内部会長

若い人だけでなくシニアの世代も地域のライフスタイルを求めて、魅力を感

じるという話であった。ライフスタイルと地域資源を掛け合わせた起業のス

キームで、何か募集してもいいのではないか。

□地域活力創造課長

多様な要望に応えるのは、大変難しいが、資源活用型は一つの理想であり、

起業に対する支援は今後、考えていきたい。例えば、起業奨励金や、地域の企

業と連携して空き工場等を活用した、いわゆるチャレンジという形をフォロー

する制度も考えていきたいが、現在、そのような受け皿を持っていない。どう

いったニーズがあるのか、どのような資源活用型があるのか、秋田の活性化に

つながるのかが見えてくれば、一つの協働の形を考えられるのか等、勉強した

い。

●武内部会長

先日、島根県の海士町の町長の講演を聞いた。お話の中で、秋田県出身の佐

藤さんという方は、海士町の観光協会に所属している。彼が課せられたのは、
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海士町に住まずに、海士町の外で離島を宣伝すること。結果的に海士町を含む

離島全体を対象にした飲食店を始め、その後、地域おこし協力隊として東成瀬

村に来て、離島だけでなく集落も含めた魅力を発信するビジネスを始めた。こ

のスタイルは、大胆に宣伝を行ってくれという、リクエストから始まり、それ

に手を挙げる人を求めるもの。このようなやり方にもニーズがあるのではない

か。

□牧野次長

議会でも「焼け石に水」の話も出ている。例えば結婚支援センターで、年に

百人以上の方が結婚しているが、人口減少のスピードに施策が追いつかないと

いうのが現状である。そういった意味では、数を追っていったら、暗くなるだ

けだが、決してそうではなく、今、結婚したい人に支援を行う事が大切であり、

そういった考え方でやっている。

元気ムラの山菜ビジネスの話も大分軌道に乗り、もう２～３年で、一人雇え

るかなという感じ。ビジネスモデルで人を雇えればもしかしたら活きてくるの

ではないか。例えば、地域おこし協力隊や集落支援員等の制度を活用し、全国

から人を集める等、地道な取組を勧めていくしかないと感じている。

◎藤原委員

人口減対策は、すぐに効果を期待するのは難しい。政府もいろいろとお金を

出してくるが、それがすぐに結果に結びつくとは思えない。今は、「ＴＴＰ」

（徹底的に、パクれ）が地域おこしでは主流になっているとのことである。徹

底的にパクるのは良いのだが、そのまま真似るのではなく、その地域に合わせ

て特色をつける。この考え方は、秋田県で使ってもいいと思う。

一つの例としては、ターゲットを絞って移住者を取り込む。ある地域で、窯

焼きパン屋を、募集したケースでは、４～５人の応募があり、その中から一名

を採用したとのこと。そういった移住・定住の方法もあるのではないか。徳島

県神山町は有名だが、一人のＩＴ関係の人が入ってきて、また次も入ってきて

という中で、ＩＴ企業が集まってきた。待っていれば誰かが来るだろうではな

く、一つのストーリーとして描いていかなければならない。助成金を出すと言

って、ただ待っていても、簡単には来てくれない。

山形は林業に力を入れようという知事の考えだが、秋田県にもこんなに山が

ある。藤里町は９０％が森林だが、何で林業に繋がらならないのか。藤里町は、

森林組合を通さないと何もできない。新たに誰かがやろうとしても、全くでき

ない。森林の可能性が高いと思いながら、歯がゆい思いをしている。

●武内部会長

ターゲットを決めるとか、待っているだけではなく、こちらから、いろいろ
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な人を呼び込んでくるという意見。

□牧野次長

雄和河辺地区の芸術家の移住の例もある。先日、ふるさと回帰支援センター

のイベントがあり、そこで、ターゲットを絞ったら、止まって話を聞いてくれ

る人が少なかったということもあった。そのイベントでは来なかっただけで、

いろいろなやり方があると感じている。いずれにしろ、市町村やＮＰＯが一生

懸命になって、いろいろなツールをつなぎ合わせれば、移住につながる。

●武内部会長

林業のビジネスの話、可能性については検討されているか。

□活力ある集落づくり支援室長

元気ムラとしては、農林のフィールドに関しては、ノータッチである。山菜

をネットワークで販売しているが、山菜を採って来るのは、地域の入会地で、

森林組合とは関係ない。そこはフリーハンドで活動できているのが、現状であ

る。元気ムラに関わっている人の中で森林組合に関わっている人は非常に少な

い。

□牧野次長

林業では、なかなかコストの面でペイしない。間伐をして木を大きくしても、

大きい面積でまとめないと、採算が合わない。すると、森林組合や大きい林業

会社でしかできないのが現状である。そこに地元の人たちがどのように関わっ

ていけるか等、情報収集をしたい。

◎鈴木委員

私は、幼稚園・保育園に勤めているが、制度が大幅に改定され、幼稚園、保

育園という枠を取り払って、平成２７年度より認定こども園になる。制度的に

も親には金銭面等で支援がある。福岡県から転勤して来た方は、秋田県には金

銭的に優遇があるとおっしゃっていた。秋田は園庭も広いし、のびのびと育て

られ、山で遊ばせるような環境もあり、すごく良いと言う。県外の方からの意

見が私たちの力になっている。子どもも秋田に来て、芝生とか田んぼや畑で遊

ぶことにすぐに慣れ、生き生きして病気もしなくなったし、体も丈夫になった

とおっしゃり、食育というか、すごく食べるようになったという話もあった。

秋田県は子育ての環境が充実している。金銭的には負担がかからないことを、

合わせて宣伝してほしい。両親で働き、保育園や幼稚園に預ければ、そんなに

ストレスもかからないし、結婚してもそんなに困らないと思う。第３子の方は

無料なので、お金の面であまり大変さも少なく、何かあれば施設に預ける等し
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て、対応できる体制である。

また、私の所では、幼稚園・保育園を仲介するコーディネーターがいて、い

ろいろなことを橋渡しをしていただいているが、もっと太い柱のコーディネー

ターみたいな方が欲しい。そこに行けば、市町村に行かなくても、橋渡しをし

てもらえる機能があればと思う。コーディネーターとは、例えば、母子家庭等、

お母さんの諸事情を聞いて、保育園等、いろいろ橋渡しをしてくれるようなも

のである。

●武内部会長

コーディネーターがいれば、移住してきた方も、情報を得ることができる。

移住の窓口で、子育て世代の方が来た時、秋田の子育て環境を十分ＰＲしてほ

しいという意見だが、秋田の教育を売りにして、「留学しよう」という移住の

勧め方も考えられる。教育に関してどの程度力を入れていくのか。

□地域活力創造課長

コーディネート役というと、ワンストップ機能の窓口設定が一番分かりやす

いが、移住定住総合支援センターが子育て環境について詳しい情報を持ってい

るかというと、必ずしもそういう状況にはない。市町村と連携を図り、生活支

援的なものや教育的なものも含め、うまくマッチングできるようなものを模索

したい。

□子育て支援課長

コーディネーター、橋渡しに関しては、省庁での縦割り的な部分がある。今

年から国の補助金のメニューの中に、利用者支援事業というのが新しくできた。

これは相談があれば情報や紹介等、コーディネートシステムに対して助成する

制度である。神奈川県等が先駆的に実施しており、県内では大館市が手を挙げ

ている。これが他の市町村にも広がればと期待している。それを定住なり総合

的なワンストップの窓口にとなると、マンパワーも必要となる。まずは個々の

充実を図る必要がある。全国トップクラスの子育て支援は、マル福と保育料補

助を合わせ、子ども一人当たりの支援は、今のところ日本一であり、色々な所

で宣伝しているが、更に魅力ある秋田を発信する一つの武器にしたい。

●武内部会長

子育て支援と教育をセットで移住の売りにしていくような体制をつくれない

か。

□牧野次長

移住定住支援センターでパンフレットを作成した。生活面や、子育て支援に
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ついても紹介されている。現実問題、子どもを育てるために旦那さんを東京に

残して秋田に移住するというのは考えにくい。ただ高校生くらいになると、野

球の選手等は全国から集めるケースもある。特徴のある高校を県内に作り、全

国から生徒を集めると親もついてきたりするのではないか。

●山本委員

ＮＰＯでメンター制度をやってはどうか。メンターとは、アドバイザーとは

違う。アドバイザーは色々経験をして、有益なサディスションができる人のこ

とで、メンターとはその道の先輩を指す。子育てでも、教育でも、移住定住希

望の方が一番何が信じられるかというと、移住してきた人の話である。秋田に

Ａターンした人の多くは移住定住支援センターに登録している。何人か協力し

てくれそうな人をピックアップし、メーリングリストを作って、移住を希望す

る人が、ＮＰＯに問い合わせをした時、複数の先輩が、アドバイスする。お金

は全くかからないし、その程度であればボランティアでいいよという方はたく

さんいる。

□地域活力創造課長

パンフレットにも移住された方の声が掲載されている。ようやく移住されて

きた方同士が、顔を合わせて、声を交わす場面を作り始めたところであり、移

住されてきた方からのアドバイスや提言を具体化していきたい。

□牧野次長

羽後町（イーヴェうご協議会）ではそのような仕組みがある。これからその

ような動きが活発になると思う。市町村等を支援してまいりたい。

◎石沢委員

資料１の３Ｐの表２のＡターン就職者の内訳で、性別は分かるか。単身者の

性別を、教えてほしい。提言として、Ａターン希望者の、要望に答えるという

内容だが、逆に安売りのように聞こえてしまう。具体的にターゲットを絞って、

こちら側からこういった人材が欲しいと言うほうが、インパクトがある。こう

いった人にも対応しますというのは、とてもきめ細かく、丁寧で良さそうに見

えるが、逆に何だか分からなくなってしまう。少し表現の仕方を変えて工夫し

ても良いのではないか。

□雇用労働政策課長

男女別は、必要であれば提出する。ターゲットを絞った取組は、現在は、若

者をターゲットにすることで、取組をしている。後ほど御紹介するが、スマホ

を活用し、いつでもどこでもアクセスできるコンテンツを開設した。
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◎石沢委員

個々にきめ細かな対応をすることも重要だが、秋田はこれが売りですよとい

う対応をしないと、魅力的に見えない。ただ、秋田に来てください。お願いし

ますという風にしか聞こえない。「秋田はこんなにおもしろいから来てくださ

い」「あなたを活かせるのですから来てください」というやり方があっても良

い。

●武内部会長

こちらから提示したほうが、競争力が増すのではないか。例えば、介護とい

う領域で、これから人口構成も変わってきた時に、全国一介護のクオリティが

高いエリアを作れないか。これから、介護をする人のクオリティが一段と求め

られ、伸びる市場かなと思っている。介護士を養成する機関を作る等、秋田で

しっかり介護を学んだ若者が全国に行き、全国から人を集めるくらいのものが

できないか。雇用の創出にもつながる。施設のクオリティも高くなり、秋田の

介護施設は非常に安心ができる等、突き抜けたような提示で、人を集めること

を提案型として考えられないか。

□長寿社会課長

これから高齢化率が上がっていくが、今後、都会で介護力が不足することが

予想される。介護する人が、東京に引っ張られることを非常に危惧している。

県内でもそういった充足感を強めていく必要があり、検討していかなければい

けない。介護には、資格の問題がある。必ず資格を要するものではないが、介

護の質を高めていくことは必要である。研修等を充実していかなければならな

い。

●武内部会長

介護といっても介護施設だけではなく、町との連携であったり、地域の資源

を享受しながら暮らす等、全国に負けない力があると考えており、まさに地域

力の創造である思う。

イ 提言２ 「高質な田舎」の指標づくりについて

●武内部会長

秋田県独自の「高質な田舎」の指標づくりがテーマ。人を呼び込むためには、

魅力的な地域を発信しないといけない。県民を巻き込んだ上で、意識を向上す

る仕掛けにしていきたい。また、さらなる地域の宝を発信していくという内容

になっている。
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◎藤原委員

提言２は、中期的な提言になっている。人口減少問題は今すぐ解決したいが、

そう簡単にできることではない。長期的な視点があれば良かった。５０年後、

１００年後の長期的に考えると、「何を残すか」ではないか。何を残してこの

「秋田らしさ」を伝えるのかを提言の中に盛り込む必要がある。もう一つ指標

として、長期的な視点があったら、秋田県に何を残せばいいのだろうかという

視点が欲しい。

●武内部会長

もう少し長期的な視点として、残すものにもしっかりと視野を広げた上で、

よりぶれない方向で進めるのではないかという意見である。

□牧野次長

残すということは、なくなること。残すべきものを選ばなければいけない。

これは県民の中でもかなり議論が必要となると思う。

◎藤原委員

１００年後にあるものを想定して考えれば、何が残っているのだろうか。そ

こで残っているものが非常に重要になると思う。そこが秋田県とは何だという

視点になる。そこが真髄になるのかなと思う。

□牧野次長

今までそのコンセンサスがほとんどなく、意識しながら進めたい。

◎山本委員

P ８の取組方策の（２）「高質な田舎」の発信で、「のんびり」という雑誌を
県が発行しているが、大変すばらしい。是非続けていただいて、Ｗｅｂでもサ

イトを設けているが、どんどん県内外に秋田の価値を発信してほしい。

●武内部会長

指標づくりは、今すでに、「じまんこ１２カ条」があり、これをいかに再点

検して浸透させていくか。客観的に他と比較することも大事だが、例えば２５

市町村がそれぞれの指標というか、自分達の自慢を、地元の人と確認し合う等。

県で一つにまとめると、今までと同じで深まらない。

◎石沢委員

１２か条を読んだが、提言の中で、キーワードの「高質な田舎」をきちんと

対応する中身に代えていければ一番いいと思う。それぞれについては、皆様分
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かっていることだと思うし、言い方、発信の仕方によってかなり違ってくる。

この「高質な田舎」は、ヨーロッパの田舎暮らしのようなイメージだろうか。

クオリティの高いライフを送れるということで、それをからめた表現の仕方、

キャッチフレーズを作って、バージョンアップするのはどうか。「高質な田舎」

暮らしはどれだけ地域の方を巻き込めるかが重要なところ。実際に「高質な田

舎」を求めて来る人たちは、社会階層的に言うとかなり豊かな、発想自体が豊

かな方々が需要を求めて来るのだと思う。地元の人たちもそこにきちんと関わ

っていける豊かさがついていかないといけない。

●武内委員

秋田に移住して来る方はある程度、条件が整った方でないと、来れないよう

な状況なのか。それよりももっともっと色々な人が来られるようにできない

かという意見である。幅広く秋田に来て頂くためにはということだと思う。

□牧野次長

知事の造語である「高質な田舎」は決して所得、ハイソということではなく、

教養の高いというか、文化的に高い生活を送るというイメージ。「高」という

字がついているので、金銭的に高いというイメージがしやすいが、どう噛み砕

いて伝えていくか。実際なかなかイメージとして伝わらないということがある。

指標は、国同士、県同士等で比較することによって、自分の位置を知ることが

できるし、逆にそうではなく、１２か条のように表すようなものもあるし、研

究しないといけない。

●武内部会長

ブレイクダウンしていくことで、関わる人の意識が変わっていけばいいとい

うのが、当初提案した経緯。巻き込み方が色々あると思う。市町村ごとの特性

があると私は思う。そこのレベルから巻き込んではどうかという提案。県が音

頭をとって、市町村にも広げていき、意識を変えるというようなアプローチは

できるものなのか。

□市町村課長

各市町村でも人口減少について悩みながら対策を考えているところ。部会の

意見をまとまった形で投げかけをしていきたい。

◎鈴木委員

付言で流山市の「総合保育ステーション」の例があるが、秋田市は合併して

広くなり、今後、保育を受けられないケースも予想される。例えばゼロ歳の子

どもをバスで送迎するには、チャイルドシートなどは付けるだろうが、法律的
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にどうなのか。柔軟に対応して、子ども達みんなが、よりよい保育・教育を受

けられる場を与えられれば良い。

□幼保推進課長

来年度から子ども子育て支援新制度ができる。それに合わせ、各市町村が

ニーズ調査をしている。それを前提にして、秋田市でニーズがあれば、県とし

ても支援していきたい。法律での規制については、多くの保育所を１つのバス

でまわることは、車両法等が関係してくるのではないかと思う。

●武内部会長

取組をしている流山市は、そのような規制をクリアした形でやっているとい

うことだと思う。今後、秋田もそのように進めればという提案である。

（２）総合政策審議会からの意見について

□事務局

資料２－１，２－２により、安達委員からの意見について説明。

ア 西宮委員からの意見について

□地域活力創造課長

移住に関する相談・斡旋業務は、県内は、秋田テルサ内の秋田移住定住総合

支援センターで、県外は、ふるさと回帰支援センター内に今年度からＡターン

の相談員と合わせ、移住相談員を配置し、雇用や就業の相談を一体となって行

っている。しかし、ウィークディは県外の企業まわりをし、土曜日はお昼から

夕方までの相談受け入れと時間の制限もある。非常に狭い場所で、相談もまま

ならない場合もあり、ワンストップ窓口としての機能の強化拡充を検討して参

りたい。鉄道駅や空港に設置すべきとの御提言については、現在のふるさと回

帰支援センターは、有楽町の駅から歩いてすぐの交通会館内にあるが、県内の

テルサの部分も含め、拠点づくりという点で検討したい。

□活力ある集落づくり支援室長

地域の営業マンについて、山菜の販売は集落ネットワークを作って販売して

いるが、営業マンを雇うまでにはいかないという話に対してのご指摘。企業と

して経営を安定させ、売上を拡大する上で、営業マンが必須であることは、も

っともである。ただ、県内の集落ネットワークで、山菜等の共同出荷において、

企業活動とは異なる点がある。個々の集落が共同で出荷しており、組織として

はまだなりきっていない。さらに集落ネットワークによる山菜販売は、根本的

に、地域住民の生き甲斐創出を第一の目的として、収益活動をその手段として

おり、企業活動とは方向性が違うと考えている。集落ネットワークの販売活動
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が、かなりの額になっており、昨年度が２６０万円、今年度の９月頭までで、

３６０万円くらい。今年度は５００万円くらいを目標としている。参加集落の

増加とともにネットワークの組織化も必要となっている。ご指摘の、営業部分、

販売促進活動のしくみ作りを是非検討したい。例えば地域おこし協力隊等を募

集をし、３年間は、給料を補填してもらい、売上を伸ばし、自分の飯が食える

くらいの収益ができるように育っていくようなシステムが作れないかと検討し

ている。

◎石沢委員

（３）の秋田美人の教育については、ユニークな意見。県の対応は少子化対

策局だけで対応するべきことではない。むしろシチズンシップ的な教育になる

のかなと思っている。また、秋田を売り込むためにどういうことを知っていな

ければいけないのか、魅力をどういう風に理解できているのかに繋がると思う。

全体的に関わるような話なのかなと思う。

□牧野次長

おっしゃるとおりかもしれません。実際、少子化対策局の事業が、若者の教

養を高める事業を行っていたので、今回は少子化対策局にお願いしたが、生涯

学習課等と、もっと広い視野で工夫した対応をしたい。

●武内部会長

広く秋田の地をＰＲする上で、非常に魅力的なコンテンツになりうる秋田美

人を、あえてこちら側から定義して発信することもいいかもしれない。「のん

びり」でライフスタイルを提言しているのと同時に、秋田美人は美しさだけで

ないという可能性を広げていくと、色々な形で効果が出てくるのではないか。

◎山本委員

安達委員の（１）人口減少の社会についても、この回答では言葉足らずな気

がする。介護の充実であるとか、それぞれの村落の生きがいづくり等をトータ

ル的にかかって来る。ここも補足をしていただいたほうが良いのではないか。

●武内部会長

集落の助け合い等も踏まえているのではないかという意見である。

◎石沢委員

プロジェクトチームの中間報告で、Ｐ３の６の社会構造の部分で、女性の社

会進出に伴い、若い人口が流出したと分析されている。これは従来から言われ

ているが、女性が社会進出した結果、外に出て行ってしまったのであれば、女
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性が外に出て行かなくてもいいような対策をすることも、一つの対応策なので

はないのか。今回の提言に「女性の」という視点が足りない。せっかく現状分

析をしている以上、現状がこうだからこう改善しなけいればいけないと対応し

なければいけない。女性の社会進出が、重要な要素であれば、そこに対応でき

る提案をし、施策を作っていかないと意味がない。

□牧野次長

移住定住の中で、女性がいなくなって、地域が消滅するという話が多いので、

そこををどこかに加えてみてもいいのではないか。女性の働く場ということに

ついて、少し対策の検討をしてもいいと思う。

◎石沢委員

女性というと、子育てや結婚というところばかり強調されてしまうが、働く

場というか、活躍できる場というような視点を強調し、注目した文言があれば

いいと思う。

●武内部会長

本日出していただいた意見を事務局と相談して、後日、提言書をお送りし、

確認していただきたい。

－議事終了－


