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平成２９年度第１回秋田県総合政策審議会 議事録 

 

１ 日時 平成２９年７月１８日（火）午後１時３０分～午後３時３０分 

 

２ 場所 秋田県庁 １階 正庁 

 

３ 出席者 

○ 総合政策審議会委員 

  伊藤 宏   秋田大学副学長 

岩根 えり子 株式会社デジタル・ウント・メア代表取締役 

加藤 寿一  秋田県ＰＴＡ連合会顧問 

川村 教一  秋田大学教育文化学部教授・秋田大学教育文化学部附属中学校長 

菊池 まゆみ 藤里町社会福祉協議会会長 

児玉 一   鹿角市長 

齊藤 民一  株式会社三栄機械代表取締役 

境田 未希  株式会社境田商事取締役 

佐々木 昭  秋田県漁業士会会長 

佐藤 家隆  佐藤医院院長 

佐藤 浩世  株式会社ＳＫＯ若女将・男鹿温泉郷女将会会長 

須田 紘彬  公募委員（株式会社あきた総研代表取締役） 

高橋 秀晴  秋田県立大学総合科学教育研究センター教授 

髙栁 智史  株式会社タカヤナギ代表取締役 

富橋 信孝  秋田県演劇団体連盟理事長・一般社団法人秋田県芸術文化協会理事 

深沢 義一  農事組合法人美郷サンファーム代表 

福森 卓   古河林業株式会社阿仁林業所所長 

藤原 はるみ 幼保連携型認定こども園勝平幼稚園ひよこ保育園園長 

藤原 弘章  ＮＰＯ法人ふじさと元気塾理事長 

二田 幸子  全国健康保険協会秋田支部保健グループ長 

正木 俊介  株式会社ドリームリンク専務取締役 

三浦 廣巳  秋田県商工会議所連合会会長 

三浦  征善  秋印株式会社代表取締役 

山﨑 純   ＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄ理事長 

山本 智   農園りすとらんて「ｈｅｒｂｅｒｒｙ」代表 

吉濱 久悦  日本銀行秋田支店長 

涌井 良介  日本放送協会秋田放送局長 

渡邊 竜一  株式会社アジア・メディアプロモーション代表取締役 
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○ 県 

  佐竹 敬久  知事 

米田 進   教育長 

扇澤 昭宏  警察本部長 

島崎 正実  総務部長 

鎌田 雅人  総務部危機管理監（兼）広報監（兼）総務部次長 

佐々木 司  企画振興部長 

妹尾 明   あきた未来創造部長 

草彅 作博  観光文化スポーツ部長 

保坂 学   健康福祉部長 

田中 昌子  生活環境部長 

佐藤 博   農林水産部長 

水澤 聡   産業労働部長 

柴田 公博  建設部長 

佐藤 満   会計管理者（兼）出納局長 

出口 廣晴  企画振興部次長 

  

４ 開会 

□ 出口企画振興部次長 

お疲れさまでございます。 

 本日、進行役を務めます企画振興部の出口でございます。よろしくお願いを

いたします。 

 会議に先立ちまして、本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

 お手元の次第の下段になりますが、事前配付資料と当日配付資料と記載して

ございます。御確認のほど、お願いいたします。 

 なお、当日配付資料で記載のないものがございまして、１つが「平成２９年

度当初予算の概要」、それから「平成２９年度５月補正予算の概要について」、

それから「平成２９年度６月補正予算の概要について」、これを当日配付資料と

して追加しております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまから平成２９年度第１回秋田県総合政策審議会を開会い

たします。 

 

５ 知事挨拶 

□ 出口企画振興部次長 

 はじめに、知事から御挨拶を申し上げます。 
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□ 佐竹知事 

 皆様方におかれましては、大変暑い中に、このように御参加をいただきまし

て本当にありがとうございます。 

 また、日ごろ県政の推進に関しまして、皆様からは大変な御協力、御理解を

賜っております。厚く御礼を申し上げたいと存じます。 

 引き続きの委員の先生もいらっしゃいますけれども、新しい方もいらっしゃ

ると思います。いずれこれから新しい第３回目の私どもの長期構想、これを作

るわけでございますので、まずは今日は手始めの最初の説明が中心になると思

いますけれども、この後、専門部会等で活発な御議論をいただきながら、それ

を我々が咀嚼をしまして政策に移していくことでございますので、一ついろい

ろな面で御協力を賜われれば幸いでございます。 

 いずれ今、全国的に、石破さんに言わせると地方創生ということで、地方の

人口減少の問題、これが今から４年ほど前に大きく取り上げられ、国において

もこれに取り組むということでございますが、その後、地方創生から今の内閣

ではいろんな言葉が出てきまして、少し地方創生という意味合いが薄らいでい

るような気もしますけれども、国の動きがどうであろうと我々地方は、これか

らも地方で生きていかなければなりませんし、また、県民の皆さんが少しでも

暮らしやすいこのふるさとを創るということが我々の責務でございますので、

国の動きは動きとして、我々も全力で住みよい秋田づくりに邁進してまいりた

いと思っております。 

 そういう中で少し最近の状況をお話しますと、人口減少、あるいは高齢化の

状況というのは、歴史的な積み重ねでございまして、そう簡単にこれを脱却で

きるという状況ではございませんが、そういう中で数値的にはこの４月に１０

０万人という人口の大台を割ったと。１００万人に意味があるかどうかは別に

して、やはりこういう区切りの数字を割るということは、何となく寂しい気持

ちもします。そういう中で昭和３１年に１３５万人いたというその当時から、

やはり日本の産業構造、あるいは社会構造が全く違っておりまして、単に地方

の政策だけではなく、最近どうも思いますのは、やはり文化・文明論と言いま

すか、そういう流れもあるのかなと。例えば、地方への移住を促すための国の

センターがございますが、これを関西にもつくったらというお話をしたところ、

関西も大阪も含めて、もう東京以外は全部人口減少です。東京もいずれ減りま

すけれども、どうも、職があって高い給料がもらえてということだけではなく

て、いろいろな大きな要因があって東京一極集中が進むということです。です

からこれを行政が文化・文明論を越えて経済政策だけではなかなか難しい面も

ございます。 
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 ただ、そういう中で、パーツではございますが、秋田でもいい流れも少しご

ざいます。もともとベースが低いと言えばそれまでですけれども、昨年の対前

年比の賃金の伸び、これが全国で２位、東北でトップでした。ベースが低いと

言えばそれまでです。ただ、これはやはり、少しはいろんな面で企業の皆さん

に理解が得られた結果であろうと思います。 

 また、これはどちらかというと政策面である程度成功したのかなと思うのは、

農業生産です。一昨年の農業産出額の伸びが日本一ということで、先般も大仙

の方で、農業者と意見交換をしましたけれども、非常に若い方々が積極的な取

組をしております。 

 食糧は世界的には、もう数十年で大変な状況になるといいますが、まさに私

はそういう意味からすると、やはり農業というのは強いものだなと、そう思っ

ております。 

 また、自動車、あるいは航空機の産業も、少しずつではありますけれども秋

田に根づいてきております。 

 そういう中で、実は秋田から出ていく若年者が、高卒で３５～３６％、青森

や九州の一部よりは少ないんですけれども、それでも３５～３６％ということ

で、ここの分をある程度抑えることができますと人口減少、あるいは若者の移

住・定住も含めて、いろんな面で少しは歯止めがかかりますけれども、なかな

か難しい。 

 そうしているうちに、有効求人倍率が１．３６という、統計史上、秋田では

初めての数値となっています。その中で実は面白い現象が起きています。これ

は逆に言いますと、地元の企業が、ある意味では危機感を抱かなければならな

いという状況です。秋田から出ていく若者がいっぱいいるということは、秋田

に行けば、その若者をつかまえることができる。つかまえるという言い方は悪

いんですけれども、要するに今までの誘致企業とは違った、もう少しメジャー

な、給料も相当高い、そういう企業の引き合いが今結構あります。こういう企

業が大規模に出てきても、それは秋田のような人口が少ないところでは、そう

多くの人間は採れませんけれども、ある部分でこれを事業所に移すことによっ

て、相当いい人材を秋田で採ることができます。そういう流れの中で、ある意

味では私どもにしてはいいことではありますが、逆に言いますとそういう企業

と地元の人の奪い合い、これはますます厳しくなる。一部、横手で、どちらか

というと情報・ＩＴ系の企業が募集しましたら、そこの地域の女子高生は、ほ

とんどそこに応募して地元には全く来ないと、そういう状況もあります。です

から、これは非常に難しい状況ですけれども、いずれ全ての産業において人材

の部分が非常に大きな役割を担うのではないかと思います。 

 また一方で、人口減少の中で、やはり攻めの産業政策、あるいは前向きな政
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策が必要ですけれども、当面、過疎地を中心に高齢化が進み、生活のパターン、

日常生活に支障を来すと、そういうこともございます。 

 また、公共基盤が大分老朽化しています。昨日の新聞にも出ていますけれど

も、全ての公共基盤を、維持補修することはできません。そうしますと、今ま

でどおりの公共基盤を全て整備することはできず、いろんな面で御不便はかけ

ますけれども、最低限の生活の基盤は地域で守っていかなければならないとい

う、そういう守りの政策も非常に大切になります。 

 そういうことで非常に難しい状況ではございますが、我々何とか一致協力し

て、少しでもいい状況をつくっていかなければならないというのが責務でござ

います。 

 また、日本経済が今、いいように見えて税収ベースが減っております。行政

が一番苦しいのは、いろいろな要望が来ますけれども、実は金はないのです。

ですから、全てに応えるということはできません。言う方は、県に言えば、国

に言えばと言うんですけれども、もう５～６年ぐらいすると、相当国家財政も

厳しくなります。逆に、最低限のことだけやれというのが国です。ですから、

今、県でやっている事業は、ほとんど国から言わせると、やりすぎだというと

ころです。そこまでやります。それはそうですけども、この中で我々もいかに

効率よく効果の上がるものを優先するかという、そういう財政の運営も必要で

すし、いずれいろいろな面から厳しい状況ではありますけれども、厳しさだけ

を押し付けても物事は解決しません。やはりその中で知恵と皆さんの力を合わ

せることによって、いろいろなことができると思いますので、この後、新しい

プランには是非とも皆さん方の新たな発想、あるいはいろいろな皆さん方から、

今までにない発想も含めて御意見をいただいて、いいものを作りたいと思いま

す。いいものというのは役所にとっていいものではなくて、県民にとっていい

ものを、そういうプランを作りたいと思いますので、一つよろしくお願いいた

します。 

 重ねて、これからいろいろな面で御迷惑、また、御支援を、あるいは御協力

を賜りますことをお願いしまして私からの挨拶といたします。ありがとうござ

いました。 

 

６ 会長挨拶 

□ 出口企画振興部次長 

 続きまして、三浦会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

● 三浦会長 

 ただいま紹介いただきました会長の三浦でございます。 
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 まずもって総合政策審議会、新しいメンバーの皆様、今日から御参加でよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

 また、お忙しい中、多数の委員の皆様に御出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 ただいま佐竹知事から開会の御挨拶、ありがとうございました。 

 この３期プランにつきましては、県が取り組むべき政策・施策をこのメンバ

ーで議論をして実現に向かって進んでいくわけでありますけれども、知事のお

話にもありましたとおり、秋田県の抱える問題、人口減少日本一ということも

含めまして、大変大きな課題を多く抱えていると認識をしております。そのた

めには、佐竹知事の強力なリーダーシップの下、県の皆様とともに知恵を出し、

汗を流し行動していただくことはもちろんでありますけれども、今日お集まり

の委員の皆様はそれぞれ各分野におけるリーダーであり、影響力の非常に大き

い皆様でございます。我々民間も、あるいは団体も、やはりこの秋田県の現状

を共有化して、そしてそれぞれの立場で何ができるのか、これがこの審議会の

一番大事なところではないでしょうか。知事からもありましたように、県の財

政、予算というのは、我々の予算であります。この予算の長期的な展望を述べ

られましたが、やはり限られた財政の中で、いかに優先順位を決め、効率よく、

そして戦略的にこの秋田県を創生するために知恵を出して行動していくかとい

うことが県にも、あるいは市町村にも、我々民間にも課せられた課題だと認識

をしております。どうか能動的に、評論家あるいは解説者ではなしに、私は何

ができるのか、我々は何ができるのか、そしてそれを支援すべく大きな流れ、

計画を県にしっかりとかじ取りをしていただいて、そしてこの秋田県全体が創

生していくように進むべきだろうと認識をしております。４７都道府県どこも

全て同じように戦略的に知恵を出して行動し始めております。４７都道府県の

中で際立った成果を出す、あるいは秋田県特有の問題をはねのけて、それを逆

に力として進んでいくというような気概を持って進まなければいけないと認識

をしております。今日御参加の審議会のメンバーの皆様、どうか限られた時間

でありますけれども、繰り返し申し上げますけれども、限られたこの秋田の力、

あるいは秋田の財政の有効活用を十分に認識をして、そして一歩行動していく

ということを前提に積極的な、そして建設的な御意見を忌憚なく述べていただ

いて、充実した審議会が推移するようによろしくお願い申し上げまして、挨拶

とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

７ 総合政策審議会委員の変更について 

□ 出口企画振興部次長 

 ありがとうございました。 
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 続きまして、次第４の総合政策審議会委員の変更についてでございます。 

 昨年度まで委員に就任いただいておりました日本銀行秋田支店長の野見山浩

平様が人事異動により、また、丑田香澄様、新城谷恵美子様、藤田智恵様のお

三方が御都合により、それぞれ本年３月に委員を辞任されております。 

 この度、その後任として御就任いただいた委員の皆様を御紹介させていただ

きます。 

 野見山様の後任として、日本銀行秋田支店長の吉濱久悦様でございます。 

 丑田様の後任として、幼保連携型認定こども園勝平幼稚園ひよこ保育園園長

の藤原はるみ様でございます。 

 新城谷様の後任として、秋田県漁業士会会長の佐々木昭様でございます。 

 藤田様の後任として、全国健康保険協会秋田支部保健グループ長の二田幸子

様でございます。 

 新たに御就任いただいた委員は以上の４名の皆様であります。よろしくお願

いをいたします。 

 

８ 議事 

□ 出口企画振興部次長 

 それでは引き続き、次第５の議事に入りたいと思いますが、ここからの進行

は三浦会長にお願いをいたします。 

 

● 三浦会長 

 それでは、暫時、進行の方、務めさせていただきたいと思います。よろしく

御協力のほどをお願い申し上げます。 

 それでは次第に沿って進める前に、毎回のことではございますけれども、審

議内容につきまして、議事録として県のホームページに掲載をされることにな

っております。その際に委員名は特に秘匿する必要はないと考えておりますの

で、公開としていきたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございます。では、従来どおり、公開ということで進めま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、議事（１）平成２９年度の総合政策審議会の進め方についてであ

りますが、はじめに資料１を御覧ください。秋田県の方から第３期ふるさと秋

田元気創造プランの策定に当たり、本審議会に諮問がありました。この諮問に
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基づき審議を行うことになりますが、この点も含めて事務局より説明をお願い

いたします。 

 

□ 佐々木企画振興部長 

 企画振興部の佐々木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず議事の１番の本年度の総合政策審議会の進め方につきまして、

概ね１０分程度で説明をさせていただきたいと思います。 

 まずはじめに、資料１を御覧いただきます。 

 資料１は、第３期プランの策定に係る県から総合政策審議会に対しますとこ

ろの諮問文書の写しでございます。 

 諮問に至る経緯について若干触れさせていただきますと、県では平成２６年

３月、２６年度から２９年度に渡る４か年を計画期間とする第２期ふるさと秋

田元気創造プランを策定したところでございます。以来、産業・エネルギー、

農林水産、観光・交通など６つの重点戦略に基づき各種施策・事業に重点的に

取り組んできたところでありますが、本年度が、その２期プランの最終年度と

いうことになります。県といたしましては、現行の２期プランに引き続きまし

て３期プランを策定し、今後の県政の運営指針とすべく、秋田県総合政策審議

会にその策定につきまして諮問させていただき、御提言をお願いしようとする

ものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料２を御覧いただきたいと思います。 

 本年度の総合政策審議会の進め方や審議の体制などについてでありますが、

今年度は例年ベースでお願いしております２期プランの進行管理に加えまして、

３期プランの策定に係る提言をお願いするということもございまして、審議会

と、その下に設置しております６つの専門部会の開催回数をそれぞれ増やしま

して審議をお願いしたいと考えているところでございます。 

 なお、ここからの説明につきましては、大変恐縮ですが、Ａ３判資料３の中

ほどの段にございます審議会及び専門部会の段落と適宜併せ御覧いただきなが

ら説明を聞いていただけると有り難いと思います。 

 まず、資料２の１の（１）総合政策審議会についてでございますが、本年度

は例年の２回から３回に回数を増やしまして、１回目の本日は、３期プランの

策定に向けましたキックオフということで、現行の２期プランのこれまでの取

組や成果といった取組状況等を説明させていただき、御意見を頂戴できればと

考えているところでございます。 

 審議会の２回目は、資料３のスケジュールにありますが、１０月に開催を予

定しております。その際は、専門部会の審議を通じて取りまとめられます重点

戦略ごとの提言をベースにしていただきながら御議論をしていただき、審議会
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としての提言書を取りまとめていただくことをお願いしたいと考えております。 

 審議会の３回目は、ちょっと気が早いですが、年明けの１月に開催を予定し

ておりまして、３期プランの最終案の作成に向けまして、その叩き台をベース

に御議論をいただきたいと考えております。 

 また、資料２の方に戻っていただきまして、（２）の専門部会についてでござ

いますが、資料にありますとおり６つの重点戦略に対応した部会を設置いたし

まして、それぞれの部会の守備範囲ごとに２期プランの取組状況等を踏まえつ

つ、３期プラン策定に向けての施策の方向性、具体的な取組などについて専門

部会としての提言を取りまとめていただきたいと考えているところでございま

す。 

 その部会ごとの提言につきましては、それぞれ部会間の意見調整を必要に応

じて図りながら取りまとめまして、親会であります審議会の２回目の場で御報

告をしていただくことを考えており、それらを束ねて最終的に審議会の提言と

して取りまとめられるものと思っております。 

 部会の開催回数につきましては、各部会における審議の進め方等、この後で

それぞれの専門部会でスケジュールを決めていただくことになりますけれども、

それぞれ最大４回の開催を見込んでいるところでございまして、いずれ１０月

には審議会本体への提言をお願いしていただくということから考えますと、皆

様方大変お忙しいところ恐縮ではございますが、今月から１０月までの間、か

なりのピッチで御審議いただくことをお願いしなければいけなくなることを何

とか御理解のほど、お願いを申し上げたいと思っております。 

 なお、既に現在、６つの専門部会、２期プランに対応した専門部会というの

がこのＨ２８という所にぶら下がって６つあるわけですが、これを３期プラン

をにらんだ新たな重点戦略に対応した部会名に変更をさせていただきます。そ

れと併せまして、メンバー構成についてでありますが、現在は４人の審議会の

委員の方々から専門部会を構成するメンバーになっていただいておりますけれ

ども、今年度はそれぞれの専門部会に新たに３名の専門委員の方々を配置し、

部会としては委員４名と専門委員３名、合わせて７名の皆さんで部会を構成し

て幅広い観点から御審議をお願いしたいと考えているところでございます。 

 次に、（３）の企画部会でございます。 

 企画部会は、三浦会長と各専門部会の部会長６名の合計７名の方々で構成さ

れるものでございまして、昨今の行政に対するニーズがいろいろ多様化する中

で、１つの分野だけの取組ではなかなか効率的な課題解決にはつながらないと

いったことがあったり、場合によっては他の分野の取組と連携した取組により、

より一層の効果が期待できるといったことが往々にして出てくるわけでござい

まして、そういった調整を図ろうと、調整の場として企画部会を開催したいと
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考えているところでございます。 

 去る５月１５日になりますが、今年度１回目の企画部会を開催させていただ

き、今年度の審議会の進め方などにつきまして御議論をいただいたところであ

り、今後、各専門部会における審議状況等を踏まえながら、２回程度の開催を

見込んでいるところでございます。 

 資料２に関しては以上でございますが、審議会の進め方にプラスしまして資

料３により３期プラン策定に向けた全体スケジュールを説明させていただきた

いと思います。資料３を御覧いただきたいと思います。 

 資料３の一番上の段になりますが、これは現行の２期プランの進行管理に係

るスケジュールを書かせてもらっております。後ほど議事の（３）におきまし

て、これまでの取組等については説明をさせていただきたいと思っております。 

 次に、２段目になりますが、これから３期プランの成案を作り上げるという

ゴールまでのプロセスとして、骨子案を作り、素案、最終案と、それぞれの段

階を経て成案に至る道筋を、これはそれぞれの段階で熟度を高めながら計画と

しての最終形を目指していくものでありますが、こういったプロセスを踏んで

策定作業は進められますということを確認的に書かせてもらっているところで

ございます。 

 ３段目は、先ほど来触れております総合政策審議会等に関するものでござい

ます。 

 その下の段、県民等との意見交換会についてでございますが、もとより３期

プランというのは県を挙げてと言いますか、幅広く県民の皆様方から御意見を

頂戴して作り上げていくと。さらに、その推進に当たってもオール秋田で取り

組んでいくといった観点から、策定の様々な場面で県民の方々の意見を伺う機

会を数多く設定しているところでございます。知事が直接県民の方々と意見を

交換する場といたしまして意見交換会がございますが、既に先日、スタートし

たところでございまして、全体としては県内８地域振興局で合計９回開催する

ことにしております。それ以外では、骨子案につきまして県民向けの説明会を

１０月に開催することとしているほか、秋田県の実情を知っている方で県外と

言いますか、外からの視点ということで、東京、大阪の県人会の皆様にも御説

明をして御意見を頂戴できればと考えているところでございます。もちろんパ

ブコメも年末から年明けにかけて行いたいと考えているところでございます。 

 以上、策定に向けました体制、スケジュール等について簡単に説明をさせて

いただきました。 

 今月から特に１０月にかけましては、審議会と専門部会の開催頻度が非常に

多くなっております。委員の皆様には、大変御難儀をおかけすることになりま

すが、どうぞよろしく御協力のほどお願い申し上げます。 
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 今年度の総合政策審議会の進め方に関しましては以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま進め方について説明をいただきました。これにつきまして委員の皆

様から何か御質問、御意見ございましたら挙手をお願いしたいと思います。 

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 それでは、進め方でございますので、今の形の中で進めていきたいというふ

うに考えております。ありがとうございました。 

 次に、議事（２）の専門部会に属する委員及び専門委員の指名についてであ

りますが、先ほど事務局から第３期プランの策定に向けた調査・審議に伴い、

各専門部会につきまして名称の変更と専門委員の追加を行う旨、説明がありま

した。 

 専門部会に属する委員及び専門委員の指名は、秋田県総合政策審議会条例第

６条第２項の規定によりまして会長が行うこととなっております。資料４を御

覧いただきたいと思います。昨年度から継続して就任されている委員の皆様に

つきましては、昨年度に引き続いて同じ専門部会に所属していただきたいと思

います。 

 また、会議冒頭で御紹介ありました新委員４名のうち、佐々木昭委員、藤原

はるみ委員、二田幸子委員には、それぞれ前任の委員の方が所属されていまし

た専門部会に後任として所属していただきたいと思います。 

 今回新たに任命された専門委員１８名の皆様につきましては、それぞれの専

門分野等について事務局と打合せを行った結果、資料４のとおり、各専門部会

に３名ずつ所属していただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 それでは、専門委員の皆様、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、議事（３）の第２期ふるさと秋田元気創造プランの取組状況について、

事務局より説明をお願いいたします。 
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□ 佐々木企画振興部長 

 引き続きまして、２期プランの取組状況につきまして、大体１５分ぐらいを

めどに説明をさせていただきたいと思います。 

 資料５を御覧願います。 

 現行の２期プランにつきましては、先ほども触れましたが６つの重点戦略か

らなっておりまして、この資料５は、その重点戦略ごとにそれぞれ１枚ずつで、

これまでの取組や成果、あるいは今後の推進方針などについて記載したもので

ございます。 

 なお、資料５は、後ろの方に資料６とちょっと厚手のものがございますが、

資料６の概要版となってございますので、資料５を基本に御覧いただきながら、

適宜、資料６の方にも目を配っていただければ有り難いと思っております。 

 それでは、資料５の１ページを御覧願います。 

 １ページ目は、産業・エネルギー戦略でございます。 

 まず、主な取組と成果ということでありますが、経営基盤の強化、あるいは

地域産業の振興といった面では、これまで県内企業からの経営相談、あるいは

技術指導、さらには新商品開発、販路開拓といった支援に努めてきたところで

ございますが、右側になります製造品出荷額等について言いますと、増加基調

になっておりまして、２７年度実績というのは、まだ統計上、出ておりません

が、２６年度は前年度から大きく増加し、１兆２千億円を超えるといった状況

になってきております。 

 また、事業承継になりますが、全国的に先駆けて本県としては支援に取り組

んできたところでございますが、その完了件数についても２６年度から２８年

度までの３か年で約３００件にも及んでいるといった状況にございます。 

 次に、白抜きになっています見出しの２項目めの成長分野への事業展開とい

った面になりますが、自動車や航空機など輸送関連産業において、それぞれ１

次サプライヤーの企業誘致を実現したほか、県内企業が航空機部品の製造工程

の国際認証を取得するなど、輸送機関連産業分野での新たな事業展開が進めら

れているところでございます。 

 次に、新エネルギー関連分野になりますけれども、風力発電設備導入量が２

６・２７年度と２か年連続して全国１位の実績を上げたところでありまして、

２８年度についても正式な公表というのはまだ結果は出ておりませんが、全国

１位となることがほぼ確実と見込まれるといった状況でございまして、さらに

は東北地方の風力発電のメンテナンスの拠点となる関連企業なども立地してい

るところでございます。 

 次に、海外との取引の拡大に向けた動きになりますが、ポートセールスや港

湾施設整備等をこれまで進めてまいりましたが、２８年の秋田港国際コンテナ



13 

 

取扱量を見ますと、これは右側の表の右下になりますが、過去最高の取扱量に

なっているといったところでございます。 

 そのペーパーの下段、こうした取組や成果を踏まえた上でのこれからの課題、

あるいは推進方針といったことになりますが、基本的に丸印を付して項目立て

をしております。それぞれの分野で今後の取組が重要と考えられるものを挙げ

ておりますけれども、中小企業の後継者確保に向けた支援の充実、あるいは航

空機産業に係る製造の一貫工程化等への支援、さらには高校生、大学生、ある

いはＡターン希望者等の県内就職の促進等に、これまで以上に力を入れていく

必要があると考えているところでございます。 

 それでは、次の２ページを御覧願います。 

 ２ページは、農林水産戦略についてであります。 

 まず、主な取組の成果ということであります。米以外の作目へのチャレンジ

といたしまして、ブランド農業の拡大に向けて取り組んできたところでござい

ますが、枝豆の東京中央卸売市場への出荷量が一昨年、去年と２年連続で日本

一を達成するなど、大きな成果を上げつつあるところでございます。 

 また、本県の園芸振興に向けまして、これまで園芸メガ団地の整備といった

ものを進めてまいりましたが、県内各地の１０地区で整備が進んでおり、中に

は２年連続で目標販売額の１億円を達成した地区も出てきているなど、今後の

取組に大きな期待を持てるといった状況となっております。 

 さらに、平成２６年には、県産牛の新ブランド「秋田牛」がデビューいたし

まして、国内でも好評を博しているほか、タイへの輸出も始まっているところ

でございます。 

 次に、本県の得意分野であります米についてでありますが、「秋のきらめき」、

あるいは「つぶぞろい」といった新品種が開発されたほか、「極上あきたこまち」

等の差別化商品づくりに加えまして、極良食味米の開発に取り組むなど、秋田

米の多彩なラインナップの構築が進みつつあるところでございます。 

 また、こうした米や野菜などの生産を支える基盤づくりでございますが、ほ

場整備等が着実に進められているほか、農地中間管理機構の活用によりまして、

担い手への農地集積へも着実に進展してきているところでございます。 

 さらに、県産材の関係になりますが、木材素材生産量がこの４年間で１．３

倍に上るなど、大きな伸びを見せているといったところでございます。 

 今後の課題、あるいは推進方針についてでございますが、大規模園芸団地、

あるいは大規模畜産団地などの全県展開を通じたブランド農業の確立、あるい

は米の生産数量目標の配分廃止を見据えた、秋田らしい米づくりの推進、県産

材のさらなる需要喚起等による林業・木材産業の成長産業化などに、これまで

以上に力を入れていくことが重要であると考えているところでございます。 
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 農林水産戦略については以上でございます。 

 続きまして、３ページを御覧いただきます。 

 ３ページは、観光・交通戦略でございます。 

 まず、主な取組と成果についてでありますが、インバウンド対策の強化に特

に力を入れてきたわけですが、県内への外国人宿泊客数が大きく増加している

ほか、国際食品見本市などの場を通じた県産品ＰＲ、あるいは商談会の開催な

ど、県産品の海外への販路拡大に力を入れてきたことが功を奏しまして、日本

酒をはじめとする県産品の輸出の大幅な増加につながっているといったことが

言えるのではないかと思っております。 

 また、秋田の文化力の向上やスポーツ立県秋田としての取組などにより、２

０１４年の国民文化祭では、全市町村で延べ２３２の事業が実施されるなど、

秋田の文化の力を全国に力強く発信することができたほか、ＦＩＳワールドカ

ップモーグル大会などを通じまして国内外との交流人口の拡大に取り組んでき

たところでございます。 

 そのほか、東京オリンピックに向けまして美郷町、横手市、秋田市、大館市、

仙北市、さらに今月には鹿角市と大潟村がホストタウンに選定されておりまし

て、県と一体となりまして合宿誘致などに向け、精力的に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 また、そうした人や物の交流を支える県内の高速道路供用率についてであり

ますが、９０％まで向上しており、全線供用が視野に入りつつあるといったと

ころでございます。 

 今後の主な課題と推進方針についてでございますけれども、引き続きまして

国内外に向けた訴求力の高い誘客プロモーションを展開するなどによりまして、

国内外からの一層の宿泊客数の増加を図るほか、秋田らしさを感じさせるよう

な食、あるいは酒の新商品開発に力を入れるとともに、２０２０年の東京オリ

ンピック・パラリンピック等の合宿誘致に向けたプロモーションなどにこれま

で以上に取り組んでいくことが重要であると考えているところでございます。 

 続きまして、４ページを御覧いただきます。 

 健康・医療・福祉戦略でございます。 

 これまでの主な取組と成果についてでございますけれども、健康寿命の延伸

を目指しまして、生活習慣の改善に向けた減塩などの啓発活動に取り組んでき

たところで、脳血管疾患の年齢調整死亡率が低下を見せているところでござい

ます。 

 また、県民の命や健康を守るために医療提供体制等の充実にも力を入れてき

ており、脳・循環器疾患の包括的な診療体制の構築に向けまして、県立脳血管

研究センターの新病棟増築工事に着手したほか、医師の確保対策といたしまし
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て、県内での臨床研修医を数多く確保するという取組を進めてきたところであ

ります。平成２８年度は過去最高の８４人、２９年度は過去２番目の７６人の

臨床研修医が確保されるなど、全体としては増加傾向と言っていいのではない

かと感じているところでございます。 

 また、高齢化が進行する中にありまして、その高齢者や障害者等への対応と

いたしまして、認知症の早期診断、あるいは早期対応の中核となります認知症

疾患医療センターを県内６か所で開設したほか、県内全ての障害保健福祉圏域

に障害者就業・生活支援センターを設置したところでございます。 

 今後の主な課題と推進方針についてでありますが、減塩運動や特定健診の受

診率向上に向けた取組など、生活習慣病の予防を県民運動として盛り上げてい

くほか、がん対策の更なる充実強化を図るとともに、がん拠点病院等の空白二

次医療圏の解消に向けまして、北秋田市民病院の体制整備などを推進していく

ことが重要であると考えております。 

 また、認知症疾患医療センターは、まだ県内全医療圏には配置されておりま

せんので、空白二次医療圏への早期設置を目指すほか、さらには自殺予防にな

りますが、７年連続で減少しているとはいえ、自殺率はやはり全国平均から見

ますと、まだ乖離があるといった状況を踏まえまして、引き続き自殺予防対策

の充実強化を図っていくことが大切であると考えているところでございます。 

 続きまして、５ページを御覧願います。 

 教育・人づくり戦略でございます。 

 これまでの主な取組と成果についてでございますけれども、学力向上に効果

を発揮していると思われます少人数学級につきましては、順次対象学年を拡充

し、平成２８年度には小・中学校を通じた全学年で実施されたところであり、

一人一人の子供に目が行き届き、きめ細かな指導によりまして小・中学生の学

力は継続して全国トップレベルを維持しているという状況でございます。 

 また、高校生につきましても学力向上に向けた様々な取組によりまして国公

立大学への進学希望達成率が上昇しております。さらにそのほかでは、７年連

続で５０名を超える生徒が医学部・医学科に進学しているといったところでご

ざいます。 

 続きまして、学びの場づくりについてでございますけれども、秋田地区中高

一貫教育校の開校、あるいは統合高校３校の開校に加えまして、単独校３校に

ついて校舎を改築するなど、魅力ある学びの場づくりに集中的に取り組んでき

たところでございます。 

 また、人材育成の面では、例えばですが秋田南高校がスーパーグローバルハ

イスクールに指定されるなど、グローバルリーダーの育成にも力を入れてきて

いるところでございます。 
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 今後の主な課題と推進方針についてでございますが、地域と連携いたしまし

たキャリア教育の一層の充実強化を図るといった取組に加えまして、高校生の

更なる学力の向上を目指す取組にも引き続き力を入れるとともに、地（知）の

拠点整備事業に取り組む大学等の教育資源を活用いたしまして、県内就職率の

向上にもつなげていくことが重要であると考えているところでございます。 

 続きまして、６ページを御覧いただきます。 

 ６ページは、地域力創造戦略でございます。 

 これまでの主な取組と成果についてでありますが、秋田への定着、移住・定

住に関しましては、新規高卒者の県内の民間事業所等への就職率が６０％台半

ばで推移しているほか、２８年度の本県への移住者数が２９３人に上るなど、

総合的な移住対策の効果もあって、移住者数は大幅に増加しているところであ

ります。 

 また、あきた結婚支援センターにおける成婚報告者数についてでありますが、

今年の３月末で９９１人、４月に入って間もなく１，０００人を突破するなど、

順調に伸びを見せているといったところでございます。 

 次に、子育て支援でございますが、子育て世帯への経済的な負担軽減を図る

ため、保育料や医療費に対する支援措置を拡充したほか、多子世帯向け奨学金

制度の創設、あるいは住宅リフォーム支援など全国トップレベルの子育て支援

策の更なる充実に取り組んだところでございます。 

 また、市町村との連携による地域課題の解決に向けまして、２５市町村と県

との協働による未来づくり協働プログラムを策定いたしまして、観光、あるい

は農業、さらには産業振興といった幅広い分野で県内各地で取り組まれたとこ

ろでございます。 

 今後の主な課題、推進方針等についでございますが、秋田への定着回帰に向

けたＡターン就職の促進については、Ａターン希望登録者数が伸びているわけ

ですが、実際のＡターン就職に結びつく数というのは、その登録者数ほどの伸

びではございませんので、その増加に向けましてマッチング機会の確保や情報

発信の強化といった取組について、これからが重要なのではないかと考えてい

るところでございます。 

 また、本県の少子化の背景の一つとなっております出生数における第３子以

降の割合の低さといったものを克服するために、充実した子育て施策というも

のをしっかり県民にお伝えし、その利用促進を図っていくといった取組も大切

であると考えているところでございます。 

 さらには今後、残念ながら一定の人口減少が避けられない中にあって、それ

ぞれの地域で安全・安心に暮らしていけるように市町村との連携や地域の共助

によりまして、除雪や買物、あるいは交通といった地域課題を解決する、そう
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した仕組みづくりも重要であると考えているところでございます。 

 この項の最後になりますが、７ページを御覧いただきたいと思います。 

 ここには代表指標を書いておりますが、２期プランには５１の代表指標がご

ざいまして、その達成状況を一覧にしたものでございます。一部まだ２８年度

の実績が明らかになっていないものもありますけれども、概ね８０％を超える

達成率という状況にあるということを参考までに最後に付け加えさせていただ

きまして、２期プランの取組状況に関する説明を終わらせていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの第２期の進捗、取組状況につきまして、皆様から御意

見・御質問ございますでしょうか。今、資料６の方のダイジェスト版というこ

とで資料５を説明いただきました。 

そうすれば、説明の方を進めていただきまして、また後ほど、この取組につ

いても併せて質問のある方にはお聞きしたいと思いますので、よろしいでしょ

うか。 

 それでは、次に議事４の第３期ふるさと秋田元気創造プランの策定について、

事務局から説明をお願いいたします。 

  

□ 佐々木企画振興部長 

 それでは、引き続きまして議事（４）第３期ふるさと秋田元気創造プランの

策定につきまして、説明をさせていただきます。 

 説明は、基本的に２部構成で行いたいと考えておりまして、まずお手元に策

定に関する説明資料といたしまして資料７と８の２種類を配付させていただい

ているところでございます。資料８が３期プランの具体的な内容を書いた資料

でございますが、それは第２部で説明させていただきまして、まずその前に、

第１部といたしまして資料７により、時代の潮流や社会経済情勢の変化といっ

た世の中の大きな流れや動きを踏まえつつ、本県が置かれている状況、あるい

は本県の人口、経済といった本県の現状について説明をさせていただき、委員

の皆様と現状認識を共有したいと考えております。 

 ということで、まずはじめにプラン策定の第１部といたしまして、本県の置

かれている現状等について資料７に沿って説明をさせていただきたいと思って

おります。 

 資料７を１枚めくっていただきまして、目次を見ていただくとおわかりにな

りますが、時代の潮流ということで日本全体の動きにつきまして４ページまで
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記載しております。５ページから１５ページまでが本県の現状ということで、

人口、あるいは雇用といった状況を書いたものとなっております。 

 １６ページ以降は、県勢の主要データということで、それぞれのデータを記

載しております。本日は、秋田県の現状、１５ページあたりまでをざっと説明

をさせていただければと思っております。 

 それでは、１ページを御覧いただきます。 

 これは言わずもがなのところがあるのですが、日本、我が国全体の人口の動

向についてでございますが、２００８年をピークに日本の人口というのは減少

に転じているところでございます。 

 一方で、東京都の人口を見てみますと、日本全体が減少に転じた２００８年

以降も増加を続けておりまして、２０１６年１０月現在では１，３６２万人と、

日本全体の１０．７％を占めるといった状況になるなど、人口の東京一極集中

というのは全然歯止めがかかっていない、進んでいるといった状況にあるとい

うことがわかります。 

 今年４月に国立社会保障・人口問題研究所が公表しました最新の人口推計に

よりますと、我が国全体の人口というのは３６年後の２０５３年には１億人を

割り込み、さらに今から４８年後の２０６５年には現在の人口の約７割にまで

減少すると推計をしているところでございます。 

 続きまして、２ページを御覧いただきたいと思います。 

 日本経済の成長の一つの目安になりますＧＤＰについてでございますが、２

０１５年の名目ＧＤＰは、戦後の最高水準に次ぐ５３３兆円に達しているとい

った状況にありますが、長いスパンでいいますと、ここのところは５００～５

３０兆円程度のレンジと言いますか、その間を上がったり下がったりしている

状況で、あまり実感のない低成長がダラダラ続くといった長期停滞から脱しき

れていないという現状にあるとされているところでございます。 

 国では、こうした点を踏まえつつ２０２０年ごろまでには、名目ＧＤＰの６

００兆円達成というようなものを目標として掲げられておりまして、それに向

けまして第４次産業革命による Society５．０の実現や個人の所得拡大、企業の

生産性向上など、併せてさらに国の経済成長の同時達成を目指す、いわゆる働

き方改革の実現を目指した実行計画を策定したところでございます。 

 続きまして、３ページを御覧いただきます。 

 グローバル化と我が国の影響でございますが、昨今のグローバル化の進展に

よりまして日本企業の海外進出が大きく伸びておりまして、また、アジア向け

を中心に輸出額も増加傾向にあります。また、先日、日本とＥＵとの間のＥＰ

Ａ（経済連携協定）について大枠合意がなされたとの報道もありましたけれど

も、これからはアメリカに次ぐ市場規模を有するＥＵへの輸出拡大にも期待が
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できるといった状況にあると思っております。 

 一方で、好調でありました中国をはじめとする新興国経済もかつての勢いが

なく、失速気味であるなど、世界経済の先行きに不透明感が高まっているほか、

イギリスのＥＵ離脱、あるいはアメリカのＴＰＰからの離脱など、グローバル

化に反した動きも見られることも懸念材料になっていると感じているところで

ございます。 

 一方、訪日外国人旅行者について言いますと、大幅にアジアからの旅行者を

中心に増えておりまして、政府もその目標を倍増させまして、新たに４，００

０万人という目標を設定したところでございます。 

 続きまして、４ページを御覧いただきます。 

 ４ページは田園回帰の潮流ということでございまして、ここには国の２種類

の資料をあげさせてもらっておりますけれども、若い世代を中心にいたしまし

て農山漁村の魅力というものを見出しまして、都市部から農山漁村地域へ移住

しようとする田園回帰と呼ばれる潮流が生まれつつあることが指摘されている

ところでございます。いずれも若い世代において２つの調査の結果とも、農山

漁村地域への移住・定住希望があることが見て取れる状況でございまして、こ

うした潮流というものをしっかり捉え、しっかり受け止めて、本県への移住に

つなげていくといったことが大事なのかなと感じたところでございます。 

 ５ページを御覧いただきます。 

 ５ページからは、本県の現状ということで、まず人口でございますけれども、

１９５６年をピークにいたしまして、小さな山が１９８１年ごろにありました

が、ほぼ一貫して減少を続けているという状況で、この４月には１００万人を

割り込むというのは先ほど何度か話題として出ているところでございます。 

 県では２０１５年になりますが、中長期的な視点に立った人口対策といった

ものの取組の方向性を取りまとめた「秋田県人口ビジョン」というものを作っ

ておりまして、その中では目指すべき将来人口といたしまして、２０４０年の

７６万人を目標、将来人口として設定しているところでございます。 

 続きまして、６ページを御覧いただきます。 

 ６ページのグラフは、本県の人口を年齢をベースに区分したものでございま

すが、高齢化が進行して６５歳以上の老齢人口が占める割合が年々増加し、２

０４０年には本県の人口の４０％が６５歳以上になると見込まれているという

ことでございまして、一方、生産年齢人口を見ますと、２０４０年には３６万

４，０００人と、全人口の４７．９％、生産年齢人口が全人口の半分以下にな

るといった推計が出されているところでございます。 

 続きまして、７ページを御覧いただきます。 

 本県の人口動態の状況でございます。 
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 特に高度経済成長期、首都圏等への就職などによりまして大きな社会減があ

ったわけですけれども、こうした社会減は、いわゆるオイルショックといった

全国的な景気の動向に左右されるところもあって、そうしたオイルショックな

どによりまして昭和５０年代に大きく減少しておりますけれども、その後も社

会減自体は続いているといった状況でございます。 

 一方、自然動態について見ますと、平成５年以降、死亡者が出生数を上回る

自然減の状態が続いておりまして、近年はその自然減が微増傾向にあるといっ

た状況でございます。 

 また、１人の女性が生涯に産む子どもの数であります合計特殊出生率につき

ましては、平成２８年には１．３９と平成２７年の１．３５に比べ若干増加を

しておりますけれども、全国的に見るとやはりそれでも低い数字にあるといっ

たところでございます。 

 続きまして、８ページを御覧いただきます。 

 上のグラフは年齢別の社会増減の状況を表したものでございまして、男女を

問わず１５歳～２４歳までの若者の転出超過が顕著になっていることが見て取

れると思います。当然ながら進学、就職等による県外への流出がその主な要因

であろうと考えられているところでございます。 

 下のグラフは、それぞれの年での３０歳人口と、その１５年前の１５歳人口

を比較したものでございまして、この比較によりまして県内の若者が３０歳に

なったときに、どの程度の割合で県内に定着しているかを推測しようとするも

のでございます。県内定着率を見ますと、平成１５、１６年から１７年、その

あたりからはちょっと減少に転じておりまして、緩やかに低下、減少を続けて

いるといった状況だと思います。 

 続きまして、９ページを御覧いただきます。 

 ９ページは、高校卒業者の県外大学等への進学率の状況でございます。上の

グラフにつきましては、進学先が県内であるか県外であるかは問わずに大学等

へ進学した者の率を表しているものでございまして、高校卒業者数が減少する

一方で大学等への進学率、特に女性の進学率が増加していることが見て取れる

かと思っております。 

 下のグラフにつきましては、大学等への進学者のうち、県外の大学等へ進学

した学生の割合を表すものでございまして、男性では昨今では７６％、女性で

は７割近くの学生が県外の大学等に進学しているといったことが見て取れるか

と思います。この割合は、特に女性の方が少しずつ増えてきていると感じてい

るところでございます。 

 続きまして、１０ページを御覧いただきます。 

 １０ページ以降が、少し本県の経済、雇用の動向について表したものでござ
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いまして、１０ページのグラフは県内総生産と県民所得の推移を表したもので

あります。平成２０年９月のリーマンショックからの落ち込みからは、少しず

つではありますが年を追うごとに回復しつつあることが見て取れるかと思いま

す。 

 続きまして、１１ページを御覧いただきます。 

 １人当たりの県民所得についてでございまして、上のグラフが時系列に推移

を並べたもの、下がほかの都道府県と比較したグラフでございます。先ほども

申し上げたとおり、リーマンショック以降の回復傾向にあることが見て取れま

すということと、全国で並べてみたときには、低い水準にあるということがわ

かります。 

 続きまして、１２ページを御覧いただきます。 

 １２ページは、賃金水準、あるいは人口流出、さらには労働生産性のこの３

つの要素の関わりについて示したものでございます。 

 左上の図は、各都道府県ごとの平均賃金と人口流出を分布図にプロットした

ものでございまして、縦軸が人口流出率、上にいくほど人口流出率が高いとい

うことを当然ながら示しますし、横軸が平均賃金で、右にいくほど賃金が高い

ということになりますが、この図では賃金が低いほど人口流出が高いといった

相関関係が見て取れるかと思っております。 

 次に、右上の図になりますが、これは各都道府県ごとの平均賃金と労働生産

性をプロットしたものでございます。ここでの労働生産性につきましては、従

業者１人当たりの県内総生産として定義しておりますけれども、縦軸が平均賃

金、横軸が労働生産性でありまして、それぞれ上、もしくは右にいくほど高く

なるといったものでございまして、この図では労働生産性が高いほど賃金が高

くなるという相関関係が言われるかと思います。逆に言えば労働生産性が低い

ほど賃金も低いという相関関係も成り立つといったことになるのだろうと思っ

ております。 

 下のグラフになりますが、本県の労働生産性というのは、やはり残念ながら

全国平均や東北６県の平均に比ベても、ちょっと下回っているといった状況に

ございまして、この低さというものが賃金の低さにも多少関連し、さらにはそ

の賃金の低さが人口流出につながっている、遠因となっているということも否

定できないのではないかと感じているところでございます。 

 続きまして、１３ページを御覧願います。 

 １３ページは、有効求人倍率の状況でございます。左上が秋田県、右上が全

国の状況で、折れ線グラフが有効求人倍率となっておりますが、本県と全国の

有効求人倍率を比べますと、どちらも同じような傾きで上昇していることがわ

かるかと思います。 



22 

 

 また、有効求人倍率の上昇を要因分析するとすれば、求人数の増加と求職数

の減少という２つの要因があるわけですが、それを分解して表したものが、こ

この２つの表の棒グラフ部分になっておりまして、色の濃い部分が求職者の減

少による有効求人倍率の上昇を表しておりまして、色の薄い部分が求人数の増

加による有効求人倍率の上昇を表しております。それぞれ求職者数の減少か、

求人数の増加というものが、それぞれ有効求人倍率の上昇に寄与することにな

りますけれども、本県では全国よりも色の濃い部分、つまり求職者の減少が有

効求人倍率の上昇に影響を多少及ぼしているといったことが読み取れるかと思

っております。 

 続きまして、１４ページを御覧いただきます。 

 １４ページは、１５歳～３９歳のいわゆる若年層が、どのような産業に就い

ているかを表したものでございまして、例えば左側の男性のグラフの秋田県を

御覧いただきますと、１５歳から３９歳の産業別就業割合では、製造業、卸・

小売業、建設業の３業種の合計が５０％になっているところでございます。女

性も同じように上位３業種への就業が約６０％を占めておりまして、中段に全

国的な状況がありますけれども、基本的には全国平均のグラフと同様の状況に

あるといったことが言えるかと思いますが、東京都とあえて比較してみますと、

またちょっと違う背景が見えてくるんだろうなと思っております。東京都では、

上位３業種の割合というのは３～４割程度にとどまっておりまして、むしろ情

報通信業の割合といったものが高くなっている状況でございます。 

 具体的なデータはございませんが、説明文にあるとおり、情報通信業につい

ては、全国的にも就業者数の半分を１５歳～３９歳の若年層が占めているとい

う業種とされておりまして、特に東京都の就業割合との違いというのが、うち

の県に限らず地方と東京都の違いが特に情報通信業において顕著だといったよ

うなことが、これから見て取れると思っております。 

 続きまして、１５ページを御覧いただきたいと思います。 

 １５ページの上のグラフは、女性の年齢階級別の就業率を表したものでござ

います。一般的には結婚、出産期に当たる年代に一旦就業率が低下し、育児が

落ち着いた後に再び上昇するという、いわゆるＭ字カーブとなることが知られ

ているものでございます。全国的にも、このＭ字のへこみというのは、年々小

さくなってきているようでございますが、本県では全国よりも更にこのへこみ

が小さくなっておりまして、結婚、出産、育児を直接的な理由とした女性の離

職というのは、相対的には少ないと言えるのではないかと考えているところで

ございます。 

 下のグラフは、平成１７年と１０年後の平成２７年における、今度は高齢者

になりますが、６５歳以上高齢者の割合を表したものでございまして、高齢化
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の進行に伴いまして全体的に高齢者の就業割合が増加しています。特に農林業

における高齢者の割合の高さが顕著となっておりまして、また、建設業の方に

おいても、ここ１０年で高齢者の割合が大きく増加しているといったことが見

て取れると思っております。 

 以上、１５ページまであらましを説明させていただきました。 

 １６ページ以降につきましては、先ほども申し上げました県勢の主要データ

をピックアップして掲載させていただいておりますので、本日お配りしており

ます「あきた県勢概況２０１７」というこの冊子と併せまして本県の現状を御

理解をいただきまして、審議の参考にしていただければと思っております。 

 少し長くなってきてしまいましたが、引き続きまして、資料８に移らせてい

ただきます。プラン策定に向けました第２部の説明ということで、Ａ３判１枚

の資料８について説明をさせていただきます。 

 まず、資料の左上を御覧いただきたいと思います。３期プランの位置付けと

いうことでございますけれども、本県の最重要課題であります人口減少を克服

しながら元気な秋田をつくり上げていくために、向こう４年間の県政運営指針

として作成するものであるということを記載してございます。 

 次に、第３期プランの構成案ということですが、３期プランに当たっては、

先ほど来説明させていただきました時代の潮流といった世の中の動き、あるい

はそうした状況を背景にしつつ本県の課題などをしっかり受け止めて対応して

いくといったことが必要であるということで、資料の左側に、時代の潮流や本

県の現状と課題といったものを整理させてもらっております。 

 こうした問題認識を踏まえながら３期プランの目指す将来の姿といたしまし

ては、真ん中からやや左側の目指す将来の姿のところで書かせてもらっており

ますけれども、人口減少に歯止めをかけるといったこととともに、県民一人一

人が地域で生き生きと暮らすことができるような「ふるさと秋田」をつくり上

げていくといったところを目指す将来の姿にしているところでございまして、

その実現に向けまして実効性のあるプランを策定したいと考えているところで

ございます。 

 さらに、その目指す将来の姿の右側に推進方針ということで、大きな矢印の

中に書かせてもらっておりますけれども、ここはプラン策定の基本的な考え方

でもあり、また、策定後の施策・事業の推進方針といっても過言ではないと思

っておりますけれども、人口減少といった課題の解決に向けまして、直接的な

人口減少対策としての攻めの取組といったようなものに加えまして、その地域

で安全・安心に暮らせるような地域の共助の促進、あるいは市町村との連携に

よる行政サービスの提供といった守りの取組の両面から強力に進めていく必要

があるんだろうということを推進方針として書かせてもらっているところでご
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ざいます。 

 次に、目指す将来の姿の実現に向けた重要な視点ということで、その矢印の

先、右側のところに書いておりますが、１つ目の視点といたしましては、若者

や女性を主なターゲットとしまして、首都圏等への人口流出に歯止めをかけた

いということが１点目でございます。 

 ２つ目の視点といたしましては、県外から本県出身者の回帰や、あるいは移

住といったものを促しまして、秋田に向かって人が流れてくるというその流れ

をつくり上げたいといったようなことが２つ目でございます。 

 ３つ目は、現在秋田で暮らしている若者が中心になりますが、結婚したい、

１人でも多くの子どもを産み育てたいといったそういった希望の実現に向けま

して、県として最大限にサポートしていきたいといったことを３つ目の視点と

して書かせてもらっております。 

 ４つ目の視点になりますが、これからも残念ながら一定の人口減少は避けら

れない中にあっても、県民が地域で日々の暮らしに心配を抱えることのないよ

うに暮らせるように、健康で安全・安心な地域社会の形成を挙げているところ

でございます。 

 こうした重要な視点も頭に置きつつ、４つの元気をつくり上げますというこ

とで、右のところに元気Ａ～Ｄまで書かせてもらっておりまして、この４つの

元気を実現するその手段として６つの重点戦略ということで右側に縦に６つの

戦略を書かせてもらっているところでございます。 

 その重点戦略について簡単に御説明をいたしますと、まず、ふるさと定着回

帰戦略につきましては、人口の社会減、自然減の抑制に取り組みましょうとい

うことで、県内定着回帰を促す取組、移住促進、あるいは子育て支援と、さら

には地域を守る多様な共助の促進などの取組などが主な要素となってくるので

はないかと考えているところでございます。 

 ２つ目は、成長産業振興戦略でございますが、これは成長分野における競争

力の強化、あるいは中核企業の育成、国内外からの成長産業の誘致、呼び込み

などの取組が中心になってくるものと考えているところでございます。 

 ３つ目が稼ぐ農林水産業創造戦略ということで、農林水産業を支える人材の

育成・確保、あるいは米からの脱却、複合型生産構造への転換を急ピッチに進

めるといったような取組がメインになってくるんだろうと感じているところで

ございます。 

 ４つ目、人・もの交流拡大戦略ということで、秋田の魅力を生かした観光、

文化・スポーツの振興による交流人口の拡大、さらには、そうした交流を支え

る高速道路等の交通ネットワークの構築などが主な取組になってくるんだろう

と考えているところでございます。 
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 ５つ目のいきいき健康長寿戦略でございますが、健康長寿日本一に向けた取

組や自殺予防対策、あるいは地域包括ケアシステム構築に向けた医療・福祉の

充実などといったものにより構成されるものと考えているところでございます。 

 ６つ目が地域を支える人材育成戦略ということで、地域社会で活躍できる人

材の育成、さらには高等教育機関における人材育成、あるいは人材供給機能の

充実などといったことが中心になってくると感じているところでございます。 

 以上、６つの戦略について申し上げましたが、戦略に取り込まれるべき様々

な取組、あるいは戦略の組み立て方などにつきましては、この審議会でも構い

ませんし、専門部会の場でも構いませんので、皆様方から忌憚のない御意見を

頂戴できればというふうに考えているところでございます。 

 最後に１点だけ、この資料の右下に書かせてもらっているところにちょっと

だけ触れさせていただきます。 

 ６つの戦略の内容を今後御議論いただく上で、ここに挙げます４つの横断的

な視点といったことも忘れてはいけないのではないかと考え、ここに記載させ

ていただいております。問題認識といたしましては、先ほど知事から有効求人

倍率１．３６は過去最高に高い数字であるというお話でありましたが、全国的

に労働力不足が叫ばれる中におきまして、県内にいかに意欲と能力のある人材

を留め置いて確保するか、さらには、不足する労働力に、どう対応していくか

というような視点から、雇用の質の向上、あるいは地域への人材供給力の強化、

さらには高齢者などのマンパワーを生かした労働力の確保とフル活用、さらに

は様々な最新技術を活用した科学技術の利活用といったものを４つ挙げさせて

いただいているところでございます。こうした点をどこか織り込んだ施策・事

業の提案につきましても、併せてよろしくお願いをさせていただきたいと思っ

ております。 

 ここの項に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま佐々木部長の方から第３期のふるさと秋田元気創造プランの作成に

ついて、資料７・８の説明をしていただきました。 

 ここで皆様から御質問・御意見をお伺いしたいのですが、挙手をしてお願い

申し上げます。山本委員、お願いします。 

 

◎ 山本委員 

 地域力創造部会改めふるさと定着回帰部会の山本でございます。 

 冒頭、知事から人口減少というのは、文化・文明論みたいなところまで考え
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なければいけないんじゃないかというお話がありまして、実はそうだろうなと

思っているんです。これだけ平和な社会が続いて、経済的にもですね、国際的

には豊かな国になった日本が、成熟国家の一つの先を行くようにですね、若い

人たちがなかなか結婚しなくなって、子どもも１人、２人という時代になって

きた。 

 一方で、この秋田の場合には、産業革命以来と言いますか、都市に産業が遍

在し、都会に若い人たちが流れていく。その成熟国家の宿命と、そういう遍在

する、少しルーラルなエリアの宿命と両方になって現在のこの姿があるような

気がするんですけれども、ちょっと戻りますけれども、そういう観点からです

ね、先ほどの戦略５の教育・人づくり戦略の今後の課題の中で、「高等教育の充

実と地域貢献の促進」として「大学等による地域課題の解決」という項目があ

って、人類学的に、あるいは経済学的、地域資源学的な観点から、ある意味で

国際的に非常にこの先端を行く秋田というところの、その社会をどうやってつ

くっていくのかというところを学問的に地域の住民や若い学生たちが、あるい

は専門家の先生たちが、こういうところを見ていくというところが非常に大事

なんじゃないかなと思っています。私どもの部会からも今度はその地域を支え

る人材育成部会になるかと思うんですけれども、是非ここで御検討いただけな

いかなというお願いでございます。具体的な検討をお願いしたいと思っていま

す。 

 資料７は、もっともでございまして、非常によく分析された資料でありまし

て、このエキスが資料８の一番左に来ていますと。右側に４つのプランですと

か６つの戦略があって、メソッドまで押し込んでいると。実はこの真ん中にあ

る目指す将来の姿「高質な田舎」というところに、厚みを持たせていくような

活動が必要なんじゃないかなと思っています。こういう時代で秋田というのは、

どういう社会をつくっていくんですかと、私たちは、特に私たちの年代は、こ

の秋田でこれから頑張っていこうとする未来を担う若者たちに、どういう社会

を託していくのかというところをメッセージとしてきちんとまとめてバトンタ

ッチしていくような、この真ん中の箱を厚みを持たせるために学問的なアプロ

ーチも重要じゃないかなと思います。もちろん県民のオピニオンリーダーを育

てていくとか、それも別の行動で大事だと思うんですけれども、是非そういう

学問的なところ、希望とかですね、秋田としての意志を持ったようなビジョン

ですとか、そういうところまで第３期のプランには織り込んでいただければと

いうお願いでございます。 

 

● 三浦会長 

 山本委員、ありがとうございました。 
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 今、御要望というかお願いということでございますので、特に事務局の方か

らはよろしいですね。 

 ほかに御意見・御質問ございましたらお願い申し上げます。 

 はい、どうぞ。 

 

◎ 高橋委員 

 今御意見がありました地域を支える人材育成部会の部会長の高橋です。 

 非常に貴重な御意見だと思いますが、大学としても非常に考えておるところ

です。今までの地域貢献とか地域との関わりというのは、点の関係と言います

か、それぞれの大学の教員が個人的に、あるいは数名単位でいろいろ関わると

いうレベルが多かったと思うんですね。ただ、今ここに至りますと、先ほどの

御意見にもありましたように、もっと大きな学部単位とか、大学単位とか、あ

るいは県内の大学が連合して、シンクタンクまでいくかどうかわかりませんけ

れども、そういうふうな線、もしくは面の関係で地域の問題と向き合うべきだ

ということは個人的には考えているところです。そういう意味で先ほどの御意

見は非常に貴重で、是非大学側としても検討すべきであり、あるいはそれをコ

ーディネートする行政や企業にも、いろいろお考えいただきたいと思っており

ます。 

 それから、やはり一番の根本は人口減という、これは佐竹知事も今回は明ら

かに人口減対策というのが最大の目的で、そのための目標として幾つかの戦略

があるんだというところを、はっきりおっしゃっていて、それは私もそのとお

りだと思います。それぞれ総花的にやっていたのでは、何が何だかわからなく

なるので、まず最終的な着地点ということをきちんと決めていただいていると

いうことは、非常に意味のあることだと思うんですね。この人材育成という観

点から見ますと、先ほど来の資料にあるように、１８歳の流出と２２歳の、つ

まりそれは高校から大学というところに関わっているわけで、ここも大学とい

うのは非常に深く関わっている問題なんですね。その意味で考えなければいけ

ないこととしては、まず１つは、意識の改革ということがあると思います。こ

れはお金はないと、先ほど来おっしゃっていましたけれども、お金がなくても

意識が変われば事態が動くということがあるわけなんですね。それで、今、教

育現場にいて皮膚感覚として思うのは、子どもたちの意識というのが確実に変

わってきていると思うんですね。それは、ふるさとのために尽くしたいとか、

秋田の発展に貢献したいとかという声がですね、私が勤めている秋田県立大学

だけではなくて、非常勤先で行っている他大学でも、かなり大きな動きになっ

てきています。これはいろいろな施策や教育の影響もありますが、確かな手応

えがあるんですね。そういう今まではやっぱり県外に出ていくことが当たり前
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ということを教師や、あるいは大人や世間の人たちがむしろ思っていて、秋田

の良さということを伝えてこなかった、それが今ちょっと潮目が変わってきて

いるという意味で、チャンスではないかと思います。 

 ただ、大学などで話していて、県内就職をしたい学生は、かなり潜在的には

いるんですが、県内の企業の採用時期が非常に遅いということが共通して挙げ

られています。これには事情があると思います。やはり採用しても来ないので

はないかとか、公務員試験との関わりとか、おそらく企業側のいろいろな事情

もあろうかと思うんですが、大学側の手応えで言うと、秋田県内には就職した

い。しかし、内定は県外の大手の方が先に出てしまう。仲間たちは、どんどん

それで決まっていくというのが焦りになっていってしまって、内定が出た最初

の企業の方に行ってしまうという事態があるようなんですね。これは大学だけ

で解決できる問題ではないですので、やはり今回は風通しをよくするようにと

いう指示も企画の方でありましたので、是非そういった問題を大学や教育の範

囲を越えて、いろいろな分野において県内にとどまりたい学生たちを、どう引

き留めるかということを議論していくような場になってほしいと思います。 

 長くなりましたが以上です。 

 

● 三浦会長 

 高橋委員、ありがとうございました。 

 ほかに、はい、どうぞ。 

 

◎ 正木委員 

 正木と申します。よろしくお願いします。 

 私どもの会社もドリームリンクと申しまして、県内外で飲食店を１００店舗

ほど展開しておるんですけども、今、本当に先生からおっしゃられたとおりで

すね、昨今、新卒もそうなんですけれども第二新卒も含めて秋田に戻りたい、

秋田のために何かやりたいという方が、例えば東京で応募のある方で秋田に戻

りたいんですとか、秋田に戻りたいけれど、まずは東京の秋田に関わりのある

会社で働きたいという形で当社に応募いただく方が本当に増えているんですね。 

 お話を聞いてみると、もちろん賃金というのはすごく大事だと思うんですけ

れども、それ以外にそこの会社で何ができるか、例えば自分のふるさとである

県のために何ができるかとか、そういったことを考える方が増えているのがで

すね、面接をしていて最近本当に実感しています。 

 ただ、一方で、当社も含めてですけども民間企業側がその方々のニーズをし

っかり受け止められるだけの、まだキャパシティがなかったり、力がないとい

う現状も確かにあると思うんですね。ですので、そういった中ではやはり民間
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企業がそういうことを活発に動けるような素地づくりとかですね、もしくは

我々みたいな規模の会社でなく、もっともっとベンチャー企業、その若い方が

じゃあ今度自分で新しい会社をつくろうかとか、ここでやってみよう、秋田の

ためにというような方々が生まれるようなベンチャーを支援する素地づくりと

いうのがですね、もっとできてくると県の活性化につながっていくのではない

かなと思っております。 

 以上です。 

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。 

 ほかにどなたか御意見・御質問ございますでしょうか。はい、藤原委員どう

ぞ。 

 

◎ 藤原（弘）委員 

 藤原です。 

 最後の資料８に関係しているんですけれども、今の話と関連するかもしれま

せんが、その中で「実現に向けて重要な視点」の中で、「秋田への人の流れの創

出」、その部分というのは、４つの元気創造の中の元気Ａの場合では、「女性や

若者の定着等による社会減の半減」とも関連すると思われるし、元気Ｄでは、「ふ

るさとを愛し、未来を切り開く人材の育成と教育環境の向上」、ここにも関連す

ると思うんですね。それで、次に６つの戦略の中で当然また「女性や若者の県

内定着・回帰」の部分と、あと、地域を支える人材育成戦略の中の「地域社会

に貢献する人材の育成」、これらを考えてみると、１つの部会だけでこれを話し

合っていいのかなという部分がありまして、常に私たち、昨年度も考えてあっ

たので、どうしてもこの教育の関係で一緒に話できればいいのかなと思ったと

きが非常にありましたので、それがまず１つと、Ｉターンはもうすごく全国的

に争奪戦なので大変だと思うんですけども、私はここでＵターンという形で秋

田県は声高々に東京とかにいる人たちに、思いっ切り呼びかけた方がいいんじ

ゃないかと。県民も交えて、帰ってこい、帰ってこいというような形で、大き

な声で呼びかけると、今でも多分首都圏にいる人たちというのは秋田に戻りた

いという気持ちは持っていると思うんですね。ただ、職場どうのこうのと言い

ますけども、働き場はよく考えてみれば、地域で課題解決のためにいろいろと

生かせる仕事というのは、多分ものすごくあると思うので、そこで、ここで思

いっ切り県民と県も交えながらＵターン者を、秋田県はもう戦略として呼び込

むような形でできないものかなという感じはしています。 
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● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。 

 今、専門部会を越えた意見交換と言いますか、昨年も出ていたと思うんです

が、何かこの点について事務局の方でございますか。 

 

□ 佐々木企画振興部長 

 先ほど総合政策審議会の進め方の中で企画部会の役割ということで御説明を

させていただきましたけれども、基本的にはそれぞれの部会で御議論をいただ

いた後に、その部会間をまたぐであろう提案であったり取組につきましては、

できるだけ早めにですね、それぞれの部会の担当セクション、事務局を担当し

ている課を通じて総合政策課の方に御連絡をいただいて、そういった他部局に

関わる提案だとか取組などにつきましては、相互に情報共有をまず図っていた

だくということで、それぞれの部会の審議の過程でそういった御提案が反映さ

れるような形の仕組みを考えたいと思っております。それらがある程度まとま

った段階で企画部会、今後２回開会予定というふうに先ほど説明させていただ

きましたけれども、そういった企画部会における議論を通じて落とし処と言い

ますか、収め方を相談させていただければと思っております。 

 

● 三浦会長 

 それぞれの専門部会で議事録は当然あるわけですので、事務局の方で必要と

思われる情報は、各専門部会の方へ流していただきまして、企画部会も数が２

回に限られていますので、なかなか十分反映した話し合いというのは難しいと

思いますので、どうかその辺の情報の共有化を専門部会の中でしていただいて、

活発な議論のキャッチボールができるようにしていただければ。皆さんお忙し

くて、何回も合同でもやりたいところだと思いますけれども難しいと思います。

よろしく工夫の方、お願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 ほかにどなたか御意見・御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 それでは、その他の方に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から（５）のその他ということでお願いします。 

 

□ 奈良総合政策課長 



31 

 

 総合政策課の奈良と申します。 

 私から、お手元に配付しております参考資料の「平成２８年度総合政策審議

会からの提言に対する県の対応について」という資料、Ａ３判の横判の資料で

ございますけれども、この資料について簡単に御説明いたします。 

 この資料ですけれども、昨年度の総合政策審議会において提出していただい

た提言に対しまして、平成２９年度の県予算への計上と県の対応状況について、

各専門部会ごとに取りまとめたものでございます。 

 昨年度から引き続き就任していただいております委員の皆様には、今年の３

月に平成２９年度の当初予算での対応状況を送付したところでございますが、

今年度の当初予算は骨格予算であったことから、今年度の５月補正予算及び６

月補正予算で措置された内容等を追加した資料を作成し、今回配付させていた

だいたところでございます。 

 この場での資料の内容の説明は割愛いたしますけれども、委員の皆様方には、

後ほど御覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明のありました参考資料ですね、皆様、十分にお時間をかけてお

目通しをいただきまして、また何かありましたら後日、事務局の方へお問い合

わせの方をお願い申し上げたいと思います。こういう形でよろしいですか。 

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 そのほか皆様の方からございますでしょうか。 

   

【委員一同異議なし】 

 

９ 知事所感 

● 三浦会長 

 なければ、全体を通して佐竹知事の方から今までのお話を踏まえまして、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

□ 佐竹知事 

 ありがとうございました。いずれこの後、専門部会で各々御議論いただいて、
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今お話のあったとおり、かなり共通するベーシックな問題もございますので、

その辺りについては、それぞれの専門部会での御議論の状況を踏まえて、これ

を共通の横の串刺しにして、また何らかのその情報交換、あるいは企画部会で

そういう点を全部含めて議論するという、そういう１つの手法をとりながらと

いうところは必要だと思います。 

 今日、４名の方からお話があったわけでございますが、全て全くそのとおり

です。最近ちょっと潮目が変わっているのかなという、どうもそういう気がし

ます。どちらかと言えば半分、これは少し、冗談ではないですけれども、秋田

について悪いところばかり非常に熱心に議論するんですけれども、実はＮＨＫ

の受信料の納付率が１番だとか、交通違反の切符の罰金納付率が非常にいいと

いうこともあります。これはいいか悪いかちょっと疑問ですけれども、ただ交

通違反も少ないですから。あと先週、全国の献血大会で、皇太子殿下と妃殿下

をお迎えしましたが、献血の、特に若い人の献血率が日本でトップです。全体

から見ると秋田県人というのは非常に人がいい、正直です。人がよくて正直と

いうのは、最高です。それが逆に商売が下手だとかになるのかどうかは別にし

て、逆に言いますと、そういうところの良さをですね、どう表現するか、逆に

それが一番やっぱり住みやすいところですよね。 

 また、さっきＵターンの話もございましたが、やはり今、いろんな面で移住

者が増えていますけれども、やはり我々も同じように、九州で生まれた人が、

全く雪を見たことない人が、雪国というのは、なかなか無理です。そういうこ

とで、奥さんか、そこのお父さんかが何らか、親戚も含めて秋田に御縁がある

という、そういう人のＵターン、移住が多いものですから、やはりその辺りの

絞り込み、これも必要であろうと思います。 

 また、実は仕事がないというよりも、そういうかなりのスキルを持った仕事

をですね、そういう人を望んでいる企業も今たくさんございます。ただ、やは

り何となく秋田は中小零細企業の塊のようなイメージがずっとあります。しか

し最近の状況を見ますと、地元の企業も相当レベルの高いことをやっています。

この辺りの情報は、全てつまびらかにということはできませんけれども、その

辺りの雰囲気がやはり伝わっていないため、相当なレベルのスキルを持った人

も、行くところは、まだ受けるところはあるんですね。ですから、その方々が

実際来たら、非常によく頑張って、東京にいるよりは給料は少し下がりますけ

ども、逆にやり甲斐があるという、そういう状況もかなり増えています。 

 ただその中で、女性の活躍の場となりますと、まだまだやはり農村部を中心

にという言い方は悪いかもしれませんけれども、やはり女性に対する能力の評

価、これが少しどうかなと。ただ、実際には、県庁の試験を受けると、上位は

全部女性です。逆に言いますと、今まで女性が働く場としてはあまり考えられ
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ない建設業なんか、女性が非常にうまくやっているという、そういうところも

ございます。ですから、その辺りの意識改革、これを県庁も当然ですけれども、

県民の皆さん全体が、そういう雰囲気になるということが必要なのかなと思い

ます。 

 また、確かに東京のような遊ぶ場所はありませんけれども、いろいろな面で

楽しめる環境というのは結構あるんですね。ですから、その辺りを、自信を持

って、どうもそういういろいろな情報の伝え方が、やはり関西とかあっちはう

まいですね。やはり少し自信を持って、情報の発信というものが必要だと思い

ます。 

 そういうところで、是非皆さん方にも活発な議論の上、何とか、実効性のあ

るいい計画をつくりたいと思います。 

 また、最後に、今、ＩｏＴも含めて技術革新、例えば、大潟村ではトラクタ

ーの完全な無人運転、あとですね、上小阿仁村でも無人運転の実験をやってい

ます。やはり雪国の状況ですので、例えば無人運転でも、雪国の道路をどうや

るかというのは、これは秋田でないとできません。これは東京でできませんか

ら。ですからそういう意味のハンディのある地域だからこそ逆に科学技術、こ

ういう技術開発、これが非常に深いものが必要だという、そういう状況に今な

っています。ですから、そういうものをうまく能動的に捉えて、これを地元が

活用するという、そういうことで逆に言いますとハンディのある地域こそ逆に

この技術開発、これが非常にいろんな面で大きな要素もありますので、そうい

うことで我々自身も認識を新たにして、これをつくっていかなきゃならないと

思っていますので、一つよろしくお願いします。 

 本当にありがとうございました。 

 

● 三浦会長 

 佐竹知事、どうもありがとうございました。 

 委員の皆様、長時間にわたりましてありがとうございました。 

 この後、専門部会の方もございますので、どうか活発な意見交換、お願いし

たいと思います。 

 終わりになりますけれども、冒頭申し上げましたとおり、県の力だけで秋田

創生というのはなせるものではありませんので、どうか我々民間、そして県、

国、こういうものを全て取り込んだ、秋田にしかない素晴らしいコンテンツを

ですね、事業化なり、商業化なり、発信をしていけるような行動に是非移して

いきたいというふうに思いますので、今後とも新しい３期プランの策定に当た

ってよろしくお願い申し上げまして事務局の方にお返ししたいと思います。ど

うも本日はありがとうございました。 
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１０ 閉会 

□ 出口企画振興部次長 

 長時間の御審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、秋田県総合政策審議会を閉会いたします。 

  


