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案 修正案 注釈 

提言１：若者の定着・回帰、移住の促進について 

 本県人口の社会減に歯止めをかけ、元気な秋田をつくるためには、将来の秋田を支える高校生や大学生等の定着

と県外からの回帰を進める必要がある。 

また、県外からの移住促進については、これまでの取組に加えて、既移住者の定住に向けた施策の展開や、移住

定住者が新たな移住者を呼びこむヒューマンネットワークの形成など、多面的な取り組みが求められる。 

【主な取組（意見）等】 

（１）若者の定着・回帰について 

・ 若者の県内定着には、魅力ある雇用の場と職場づくりが最優先課題であるが、県内にも魅力的な産業や企業

が存在するにもかかわらず、若者やその親世代にその情報が十分伝わっていないことも課題にあげられる。こ

れらの情報を、若者や親世代にタイムリーに届けるとともに、インターンシップや企業見学等を通じて、早い

時期から若者が自らの就職先の選択肢として県内企業を捉える機会を増やす必要がある。 

・ 若者が地域の伝統行事に参加し、あるいは地域課題の解決に取り組んだり、地域資源を利用したビジネスの

可能性を考えたりするなど、早期から地域への愛着心を育み、地域の課題を自らの課題として捉え、考える機

会を設けることも必要である。また、親の考えが、ふるさとでの仕事や生活にネガティブであれば、子どもに

大きな影響を与えることから、親世代への啓蒙活動も合せて重要である。 

・ ふるさとに住み続けるという人生設計を、若者自らが行うよううながすために、秋田の魅力や可能性に惹か

れ、地域に根差したライフスタイルを実践している移住者はそのモデルになり得る。また、地域に立脚したNPO

や同世代である大学生などの活動グループとの交流も効果的であると考えられる。様々な媒体を通して情報交

換したり、交流や学びの場を設けて、実感できる機会を増やしていくことが大事である。 

（２）移住の促進と受入体制づくりについて 

・ 移住については、全国の自治体がしのぎを削り、移住者を呼び込もうとする競争の時代になっている。子育

てや教育環境など、秋田の強みをこれまで以上に積極的に発信するとともに、移住予備層に向けては、秋田「フ

ァン」を増やすという長期的な視点での取り組みを継続して行っていくことが大事である。 

・ 移住者が安心して定住していくために、特に、若年層には、仕事（なりわい）の確保を支援し、働く環境を

整備し、収入の安定を図ることが急務である。従来のAターン就職斡旋やドチャベン活動、就農支援などを継

続するとともに、市町村や関係ＮＰＯ等と連携し、移住地の近隣市町村での就業など行政区域にとらわれない

広域的な視点からの就業を支援する必要がある。 

移住者が安心して定住していくために、特に、若年層には、収入の安定を図ることが急務である。従来のA

ターン就職促進やドチャベン事業、就農支援などを継続するとともに、 

・ 多くの移住者の移住のモチベーションは、秋田の魅力や地域資源の可能性への気づきにある。この移住者が

地域に根差して定住すれば、これからの移住予備層に向けた最大級のメッセージとなり、移住者が移住者を呼

び込む構造をつくり得る。また、オピニオンリーダーや協働社会の担い手人財としての育成や活躍の場づくり

を考えていくことが大事である。 

また、オピニオンリーダーや協働社会の担い手人財としての育成や活躍の場づくりを考えていくことが大事

である。 

・ 移住者数については、NPO登録の実数の他、状況に応じて、全数の類推値を参考で併記するなど、せっかく

のとりくみをアピールすることにしてはどうか。 

 

 

提 言 ２ ：提言２：結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会づくりについて 

《提 言》 

 結婚や出産・子育てというそれぞれステージに、安心して臨み、孤立せずに乗り越えていく取り組みを、今後も

継続していく必要がある。 

職場の理解やＮＰＯ等支援団体、経験者などからのきめ細かなサポートなど、「結婚・出産・子育ての希望をかな

える社会」づくりには、行政の枠組みを超えたオール秋田での取り組みが不可欠となる。 

【主な取組（意見）等】 

提言１：若者の定着・回帰、移住の促進について 

 本県人口の社会減に歯止めをかけ、元気な秋田をつくるためには、将来の秋田を支える高校生や大学生等の定着と

県外からの回帰を進める必要がある。 

また、県外からの移住促進については、これまでの取組に加えて、既移住者の定住に向けた施策の展開や、移住定

住者が新たな移住者を呼びこむヒューマンネットワークの形成など、多面的な取り組みが求められる。 

【主な取組（意見）等】 

（１）若者の定着・回帰について 

・ 若者の県内定着には、魅力ある雇用の場と職場づくりが最優先課題であるが、県内にも魅力的な産業や企業

が存在するにもかかわらず、若者やその親世代にその情報が十分伝わっていないことも課題にあげられる。こ

れらの情報を、若者や親世代にタイムリーに届けるとともに、インターンシップや企業見学等を通じて、早い

時期から若者が自らの就職先の選択肢として県内企業を捉える機会を増やす必要がある。 

・ 若者が地域の伝統行事に参加し、あるいは地域課題の解決に取り組んだり、地域資源を利用したビジネスの

可能性を考えたりするなど、早期から地域への愛着心を育み、地域の課題を自らの課題として捉え、考える機

会を設けることも必要である。また、親の考えが、ふるさとでの仕事や生活にネガティブであれば、子どもに

大きな影響を与えることから、親世代への啓蒙活動も合せて重要である。 

・ ふるさとに住み続けるという人生設計を、若者自らが行うよううながすために、秋田の魅力や可能性に惹か

れ、地域に根差したライフスタイルを実践している移住者はそのモデルになり得る。また、地域に立脚したNPO

や同世代である大学生などの活動グループとの交流も効果的であると考えられる。様々な媒体を通して情報交

換したり、交流や学びの場を設けて、実感できる機会を増やしていくことが大事である。 

（２）移住の促進と受入体制づくりについて 

・ 移住については、全国の自治体がしのぎを削り、移住者を呼び込もうとする競争の時代になっている。子育

てや教育環境など、秋田の強みをこれまで以上に積極的に発信するとともに、移住予備層に向けては、秋田「フ

ァン」を増やすという長期的な視点での取り組みを継続して行っていくことが大事である。 

・ 移住者が安心して定住していくために、特に、若年層には、仕事（なりわい）の確保を支援し、働く環境を

整備し、収入の安定を図ることが急務である。従来のAターン就職促進やドチャベン活動、就農支援などを継続

するとともに、市町村や関係ＮＰＯ等と連携し、移住地の近隣市町村での就業など行政区域にとらわれない広

域的な視点からの就業を支援する必要がある。 

移住者が安心して定住していくために、特に、若年層には、収入の安定を図ることが急務である。従来のA

ターン就職促進やドチャベン事業、就農支援などを継続するとともに、 

・ 多くの移住者の移住のモチベーションは、秋田の魅力や地域資源の可能性への気づきにある。この移住者が

地域に根差して定住すれば、これからの移住予備層に向けた最大級のメッセージとなり、移住者が移住者を呼

び込む構造をつくり得る。また、オピニオンリーダーや協働社会の担い手人財としての育成や活躍の場づくり

を考えていくことが大事である。 

また、オピニオンリーダーや協働社会の担い手として活動している先輩移住者からの情報発信などを通じて、

同様の活動の担い手となり得る多様な人材の呼込みに努めることが大事である。 

・ 移住者数については、NPO登録の実数の他、状況に応じて、全数の類推値を参考で併記するなど、せっかくの

とりくみをアピールすることにしてはどうか。 

 

 

提 言 ２ ：提言２：結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会づくりについて 

《提 言》 

 結婚や出産・子育てというそれぞれステージに、安心して臨み、孤立せずに乗り越えていく取り組みを、今後も継

続していく必要がある。 

職場の理解やＮＰＯ等支援団体、経験者などからのきめ細かなサポートなど、「結婚・出産・子育ての希望をかな

える社会」づくりには、行政の枠組みを超えたオール秋田での取り組みが不可欠となる。 

【主な取組（意見）等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） 

語句修正 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

書きぶりの変更を提案する。 

 

【意見】 

正確な全数把握が困難な中でその必要性を確認

したい。 
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案 修正案 注釈 

（１）結婚・出産・子育てについての意識醸成等について  

・ 若いうちに出産や子育てについての正しい知識の取得し、結婚・出産・子育てというライフステージをイメ

ージしていく取り組みを継続強化していくべきである。 

（２）結婚への支援について 

・ 結婚支援センターの活動については、一定の成果があがっている。当面の課題は、登録者数を伸ばすことで

あるが、来所して行う距離や時間、気持ちの障壁を取り除くための工夫を行い、利用者のすそ野を広げていく

ことが大事である。 

（３）子どもを産み育てやすい環境づくりについて 

 ・ 子育て支援包括支援センターの一層の普及拡大を図り、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援をすべて

の当事者が享受できるようにする必要がある。特に出産後は急激な生活環境の変化があるため、家族への手厚

い支援が必要である。このような層を把握し、きめ細やかなサポートをアクティブにする必要がある。また、

在宅で子育てしている方への一時預かり等のサービス利用に対して、支援策を講ずるべきである。 

   「日本一の子育てしやすい秋田」を目指すのであるから、全国的な施策（育ボスやネウボラ拡充等）に追随

するだけではない、秋田ならではの産前産後支援、秋田ならではの子育て支援が大事である。各地域の現場の

知恵の取り組みをウォッチし、県内外に情報発信し、有効して事例として水平展開するプロモーションが必要

である。→別紙１項 

 ・ 特定不妊治療への助成は、高額な治療費に伴う経済的な不安を取り除く意味合いで有益であるが、極めてデ

リケートな個人の問題に触れることへの配慮が大事である。県の事業と各市町村の付加事業とで申請先が異な

っているなどの負荷も軽減させるため、指定の医療機関で一元的に受付できるよう改善すべきである。 

 ・ 定住、出産、子育てその他様々な効果が見込まれる、子育て世代とその親世代の同居や近居を促進するよう

な支援策を講ずるべきである。 

 ・ 保育士の処遇改善や保育士代替職員の確保などにより、待機児童を解消し、保育職サービスの充実強化を、

働き方の改革の視点を含めて図っていくべきである。 

   子育て世帯への経済的支援については、秋田という地域が社会的責務のひとつとして子育てをとらまえてい

る意思を示す上でも、継続して実施すべきである。 

 ・ 本県の子育て環境は、概して優れていると言われるが、それが都市部等、他所と比較しての評価ならば、多

くの当事者には実感されないので、少子化対策に結びつかない。結婚・出産・子育てについて、あらゆる角度

から客観的に絶対評価し、正しい姿をきめ細かに把握することが大事である。→別紙２項 

住む場所の環境などによって、必要な支援策は異なってくるし、市町村の取り組みに濃淡があるのも実態で

ある。支援環境の更なる改善と充実を、最大の当事者である子どもの目線で行い続けることが必要である。 

・ 支援環境の一環として、職場の理解やＮＰＯ等支援団体、経験者などからのきめ細かなサポートなどが大事

になる。子育て協働社会に向けたプレイヤーの再配置を考えるべきである。→別紙３項 

  

 

提 言 ３ ：女性と若者の活躍について 

《提 言》 

 女性や若者が活躍する社会にあっては、安定的な雇用機会を提供することが前提になるが、合わせて、出産や子

育て期を含め、ワークライフバランスが尊重されなければならない。 

また、女性や若者が活躍する社会をつくるために、自らが地域の課題解決に臨むことが重要であり、学びの場、実

践の場を段階的に用意すべきである。 

【主な取組（意見）等】 

（１）女性が活躍できる社会づくりについて  

・ 仕事と家庭を両立し、女性が活躍できる環境をつくるため、ワークライフバランスなどに関する、県民の気運

を醸成するとともに、企業への働きかけを強化するべきである。 

・ 延長保育や病児保育など、仕事と子育ての両立を実現できる多様な保育サービスなどを充実・強化する必要が

ある。 

・ 女性の労働力率は子育て期に低下する「Ｍ字カーブ」を描くが、社会復帰にあたって、それまでのキャリアが

（１）結婚・出産・子育てについての意識醸成等について  

・ 若いうちに出産や子育てについての正しい知識を取得し、結婚・出産・子育てというライフステージをイメ

ージしていく取組を継続強化していくべきである。 

（２）結婚への支援について 

・ 結婚支援センターの活動については、一定の成果があがっている。当面の課題は、登録者数を伸ばすことで

あるが、来所して行う距離や時間、気持ちのなど障壁を取り除くための工夫を行い、利用者のすそ野を広げて

いくことが大事である。 

（３）子どもを産み育てやすい環境づくりについて 

 ・ 子育て支援包括支援センターの一層の普及拡大を図り、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援をすべての

当事者が享受できるようにする必要がある。特に出産後は急激な生活環境の変化があるため、家族への手厚い支

援が必要である。このような層を把握し、きめ細やかなサポートをアクティブにする必要がある。また、在宅で

子育てしている方への一時預かり等のサービス利用に対して、支援策を講ずるべきである。 

   「日本一の子育てしやすい秋田」を目指すのであるから、全国的な施策（育ボスやネウボラ拡充等）に追随す

るだけではない、秋田ならではの産前産後支援、秋田ならではの子育て支援が大事である。各地域の現場の知恵

の取組をウォッチし、県内外に情報発信し、有効な事例として水平展開するプロモーションが必要である。→別

紙１項 

・ 特定不妊治療への助成は、高額な治療費に伴う経済的な不安を取り除く意味合いで有益であるが、極めてデ

リケートな個人の問題に触れることへの配慮が大事である。県の事業と各市町村の付加事業とで申請先が異な

っているなどの負荷も軽減させるため、指定の医療機関で一元的に受付できるよう改善すべきである。 

 ・ 定住、出産、子育てその他において様々な効果が見込まれる、子育て世代とその親世代の同居や近居を促進す

るような支援策を講ずるべきである。 

 ・ 保育士の処遇改善や保育士代替職員の確保などにより、待機児童を解消し、保育職サービスの充実強化を、働

き方の改革の視点を含めて図っていくべきである。 

   子育て世帯への経済的支援については、秋田という地域が社会的責務のひとつとして子育てをとらえている意

思を示す上でも、継続して実施すべきである。 

 ・ 本県の子育て環境は、概して優れていると言われるが、それが都市部等、他所と比較しての評価ならば、多く

の当事者には実感されないので、少子化対策に結びつかない。結婚・出産・子育てについて、あらゆる角度から

客観的に絶対評価し、正しい姿をきめ細かに把握することが大事である。→別紙２項 

住む場所の環境などによって、必要な支援策は異なってくるし、市町村の取組に濃淡があるのも実態である。

支援環境の更なる改善と充実を、最大の当事者である子どもと親世代の目線で行い続けることが必要である。 

 ・ 支援環境の一環として、職場の理解やＮＰＯ等支援団体、経験者などからのきめ細かなサポートなどが大事に

なる。子育て協働社会に向けて、関係者との情報交換を含めた効果的な連携の手法について考えるべきである。

→別紙３項 

 

提 言 ３ ：女性と若者の活躍について 

《提 言》 

 女性や若者が活躍する社会にあっては、安定的な雇用機会を提供することが前提になるが、合わせて、出産や子育

て期を含め、ワークライフバランスが尊重されなければならない。 

また、女性や若者が活躍する社会をつくるために、自らが地域の課題解決に臨むことが重要であり、学びの場、実践

の場を段階的に用意すべきである。 

【主な取組（意見）等】 

（１）女性が活躍できる社会づくりについて  

・ 仕事と家庭を両立し、女性が活躍できる環境をつくるため、ワークライフバランスなどに関する、県民の気運を

醸成するとともに、企業への働きかけを強化するべきである。 

・ 延長保育や病児保育など、仕事と子育ての両立を実現できる多様な保育サービスなどを充実・強化する必要があ

る。 

・ 女性の労働力率は子育て期に低下する「Ｍ字カーブ」を描くが、社会復帰にあたって、それまでのキャリアが活

（補足） 

語句修正 

 

（補足） 

表現修正 

 

 

【意見】 

別紙により確認 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

医療機関の負担増など様々な問題があり、困難。

また、提言ではなく個別要望ではないか 

（補足） 

表現修正 

（補足） 

誤字修正 

 

 

【意見】 

別紙により確認 

 

 

 

【意見】 

別紙により確認 
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案 修正案 注釈 

活かされないケースが多くある。この潜在力を損失させない就労支援が求められる。 

（２）若者が活躍できる社会づくりについて 

・ 若者が地域の魅力を再認識し、地域課題の解決・地域貢献に向けた取組に参加することで、地域の活性化を促

進するとともに、若者の定着にもつなげていく必要がある。また、若者が地域課題に取り組むにあたり、地域で

活動する団体等と若者をマッチングする取組や、次世代のリーダーとなり得る人材を育成する取組が必要である。 

不登校や引きこもりを経験した若者の社会復帰やニート・フリーターとなった若者に対してキャリア・コンサ

ルティングを行う体制づくりが必要である。 

 

 

提 言 ４ ：人口減少下にあっても持続できる地域づくりについて 

《提 言》 

少子高齢化・人口減少社会では、人の数や社会のサイズが縮小するため、さまざまに克服すべき課題をもたらす

が、その一方、社会の質、あるいは価値という観点から充実を図ることは可能である。持続可能な縮充社会をつく

るためには、行政と企業、ＮＰＯや移住者や女性の起業、学生グループ、ボランティアグループ、有志などの多様

なプレイヤーが、それぞれの持ち分を発揮しながら、相互に連携する「協働社会」、「参加型社会」を形成していく

ことが不可欠となる。提言１から３が帰結するものは、協働社会の実現にあると言って過言でない。 

この数年の県におけるＮＰＯやボランティアグループなどの情勢は、誕生と消滅を経過しながらも、活動グルー

プの数だけではなく、世代の広がりや内容・形態の多様化を伴って底辺拡大している。しかし、この全容を細かに

とらえることができず、つなぎ機能もないため、それぞれが孤立分散する「もったいない」状態にある。 

2013年に策定した県民協働行動指針と協働社会構築戦略を、実際に具現化していくための方策を、現在の機運を

消さぬよう早急に検討・展開していく必要がある。 

 

 

【主な取組（意見）等】 

（１）プレイヤーの「見える化」と「つなぎ」について 

 ・ 若者の地域活動への関心の高まりとともに、任意の小グループから活動を始めるケースが増え、その多くは

コーディネイトを必要としている。県や市町村、中間支援ＮＰＯでは、法人格のないこれら任意グループの全

容をつかむ手段がなく、距離を置いている。既ＮＰＯは、設立のメンバーからの若返りが図れず、世代交代が

進まない悩みを抱えている。移住者や女性による地域資源に着目した起業が注目されているが、協働のプレイ

ヤーと認知されていない。このように協働すべきプレイヤー同士が、それぞれに距離を置き、孤立している現

状を打開しなければならない。 

 

 ・ 県では、中間支援ＮＰＯに協働コーディネーター（インキュベーションマネージャー）を配置しているが、

揺籃期にある活動グループなどにとって身近な存在とは言えない。一方、県内には、ジェンダー、世代、活動

ジャンルなどのそれぞれで十分、協働コーディネーターを担い得る、熱意ある人財が既に点在している。この

人財群に、「コミュニティーワーカー」（仮称）を認定して、ヴァーチャルなネットワークを組み、かつ中間支

援ＮＰＯの協働コーディネーターとも連携する仕組みづくりなどが必要である。この「コミュニティーワーカ

ー」の存在によって、県や市町村から見えなかった活動グループが見えるようになること、そして、活動グル

ープからはカーテン越しにあった中間支援ＮＰＯや県・市町村、企業などが身近になることが重要である。 

 

・ 「コミュニティーワーカー」の配備・機能により、中間支援ＮＰＯのあり方が問われてくる。自己完結プロ

ジェクトの遂行を中心とする現在の軸足を、多様な活動グループや企業などへのアクティブな働きかけに変更

していくことが必要となる。これら再配置について、関係ステークホルダー間での十分な協議が求められる。 

（２）協働社会形成の「見える化」について 

・ 協働社会の形成に向けた課題にひとつに、その度合いを定量的に把握することができないことがあげられる。 

 

・ 行政の都合でなく、協働パートナーのすべてに共用される（複数の）ＫＰＩを設定して定点観測する仕組み

かされないケースが多くある。この潜在力を損失させない就労支援が求められる。 

（２）若者が活躍できる社会づくりについて 

・ 若者が地域の魅力を再認識し、地域課題の解決・地域貢献に向けた取組に参加することで、地域の活性化を促進

するとともに、若者の定着にもつなげていく必要がある。また、若者が地域課題に取り組むにあたり、地域で活動

する団体等と若者をマッチングする取組や、次世代のリーダーとなり得る人材を育成する取組が必要である。 

不登校や引きこもりを経験した若者の社会復帰やニート・フリーターとなった若者に対してキャリア・コンサ

ルティングを行う体制づくりが必要である。 

 

 

提 言 ４ ：人口減少下にあっても持続できる地域づくりについて 

《提 言》 

少子高齢化・人口減少社会では、人口が減少するとともに社会活動の規模が縮小するため、克服すべき様々な課題

をもたらすが、その一方、社会の質、あるいは価値という観点から充実を図ることは可能である。人口減少化にあっ

ても持続可能な社会をつくるためには、行政と企業、ＮＰＯや移住者や女性の起業者、学生グループ、ボランティア

グループ、有志などの多様なプレイヤーが、それぞれの持ち場で力を発揮しながら、相互に連携する「協働社会」、「参

加型社会」を形成していくことが不可欠となる。提言１から３までは、協働社会の実現に帰結すると言っても過言で

はない。 

ここ数年の県内におけるＮＰＯやボランティアグループなどの情勢は、誕生と消滅を繰り返しながらも、活動グル

ープの数だけではなく、世代の拡がりや内容・形態の多様化に伴い底辺は確実に拡大している。しかし、現状ではこ

の全容を細かにとらえることができず、つなぎ機能も十分ではないことから、それぞれが孤立分散する「もったいな

い」状態にある。 

2013年に策定した県民協働行動指針と協働社会構築戦略を、実際に具現化していくための方策を、現在の機運の高

まりが消えないうちに早急に検討・展開していく必要がある。 

【主な取組（意見）等】 

（１）プレイヤーの「見える化」と「つなぎ」について 

 ・ 若者の地域活動への関心の高まりとともに、任意の小グループから活動を始めるケースが増え、その多くはコ

ーディネイトを必要としている。県や市町村、市民活動サポートセンターのマンパワーだけでは、法人格のない

これら任意グループの全容をつかむには限界がある。既存のＮＰＯ法人の多くは、設立のメンバーからの若返り

が図られず、世代交代が進まない悩みを抱えている。移住者や女性による地域資源に着目した起業も注目されて

いるが、必ずしも協働のプレイヤーとなっていないのが現状である。このように協働すべきプレイヤー同士の連

携が十分に図られていない状況を打開しなければならない。 

 ・ 県では、市民活動サポートセンターに協働のコーディネーターであるＮＰＯ派遣相談員（インキュベーション

マネージャーを含む）を配置しているが、揺籃期にある活動グループなどにとって身近な存在とは言えない。一

方、県内には、ジェンダーなどの多様な活動ジャンル、それぞれの世代において、十分、協働コーディネーター

を担い得る、熱意ある人財が数多くいることも事実である。この人財群を、「まちの協働コーディネーター」（仮

称）に認定して、ヴァーチャルなネットワークを組み、かつ市民活動サポートセンターのＮＰＯ派遣相談員とも

連携する仕組みの構築が必要である。この「まちの協働コーディネーター」の存在によって、これまで県や市町

村が把握しきれていなかった活動グループが見えるようになること、そして、活動グループからは市民活動サポ

ートセンターや県・市町村、企業などが身近になることが重要である。 

・ 「まちの協働コーディネーター」が配置され、機能することにより、市民活動サポートセンターの情報収集・

発信能力が格段に向上し、多様な活動グループや企業などへのアクティブな働きかけを強化していくことが可

能となる。こうした新たな協働推進の仕組みづくりについては、ステークホルダー間での十分な協議が求めら

れる。 

（２）協働社会形成の「見える化」について 

・ 協働社会の形成に向けた課題ひとつに、その進捗度合いを定量的に把握することができないことがあげられ

る。 

・ 行政の都合ではなく、協働パートナーのすべてに共用される（複数の）ＫＰＩを設定して定点観測する仕組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） 

表現修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見】 

中間支援ＮＰＯを市民活動サポートセンターに

修正。 

十分でないとしても一部実施している取り組み

について表現を見直し。 

 

 

【意見】 

コーディネーターがすべてインキュベーション

マネジャーではないため、表現を修正。 

県の修正後に委員から「コミュニティワーカー」

という名称が提案されているため、確認する。 
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案 修正案 注釈 

づくりなどが必要である。 

（３）市町村との連携について 

 ・ 市町村の担当に、協働に関する知識、認識の濃淡がある。定期的な研修などによって、協働社会への基礎理

解を深めることが必要である。 

（４）地域起こし協力隊との連携 

・ 各地域の地域おこし協力隊員の活動とネットワークづくりを支援し、地域の定着に結びつけるべきである。

１ 小さくとも優れたアイデアと熱意を持つＮＰＯにもスポットを当てて支援・育成策を図ること 

 

 

提 言 ５ ：未来の秋田の姿を描く総括的な取組について 

《提 言》 

本県は、少子高齢化・人口減少という観点から、国際的な先進地である。かかる地域の未来展望を俯瞰し、自ら

率先して描いていくことは、提言１から４までを束ねていくために重要である。また、その未来社会を実現するた

めの諸課題と解決への選択肢を、ビッグデータ等も活用しながら、客観的、学術的に研究するアプローチも必要に

なってくる。 

大学や若者の取組など秋田の将来ビジョンを描く様々な芽を支援し、将来的にはシンクタンクのような研究・提

案を行う機構づくりまでを検討すべきである。 

【主な取組（意見）等】 

（１）地域社会の客観視について  

・ 関係データを正確に収集、集積、分析し、地域社会のこれまでの歩みや現在、及び将来の姿を客観視するこ

とが重要である。この分析をもとに具体策を立案し、実施後の検証にも結びつけることが求められる。現在の

施策は、なにが根拠となり、どういう結果をもたらしているのか、不透明であり、是正の必要がある。 

（２）秋田が進むべき未来の社会像について 

・ 客観視した上で、専門的知見によって、秋田が進むべき未来の社会像を描くことができれば、その青写真を

中核として、行政や県民、ＮＰＯ、企業、農業、教育などの役割に関する相互理解が図られ、地域社会を形成

していくフォーメーションがつくられる。協働社会の実現には、このような第三者機能が必要となる。 

（３）まちづくりへの反映 

 ・ ＣＣＲＣやコンパクトシティなど、物理・機能的なまちづくり計画にも、これらの研究成果を反映していく

ことが重要である。 

（４）新規研究分野での人材輩出について 

 ・ 比較的新しい分野において、先端となる研究を行うことで、国内はもとより世界に先駆けた人材を輩出して

いくことが可能であり、一見、負と見える分野が転じてNo.１となる発想と挑戦が今の秋田に必要である。 

 

 

提 言 ６ ：ＰＤＣＡを循環させる仕組みづくり 

《提 言》 

提言１から４までの取り組みについて、これらを具体的な施策や制度に落とし込む段階（Ｐ）で、「当事者目線」

と「客観視」を働かせる仕組みが必要である。それを実施するステージ（Ｄ）では、「協働」の仕組みが必要である。

実施結果を検証（Ｃ）する際には、また「当事者目線」と「客観視」が必要である。その結果、施策や制度を改善

したり、新たにリリースしたりする場合（Ａ）は、「再設計」の仕組みが重要になる。 

ＰＤＣＡを常に循環させ、施策や制度を、当事者やそのグループ、時代の変遷に添うよう柔軟に運用していくこ

とが極めて重要である。 

【主な取組（意見）等】 

（１）当事者目線による検証の仕組みづくりについて 

本年度の施策として行われた「結婚・子育てプロジェクト（横手、五城目）」では、市町民が主導し、行政

がそれをサポートする形をとったことで、期待以上の効果が認められている。当事者目線での評価により、行

みづくりなどが必要である。 

（３）市町村との連携について 

 ・ 市町村の担当者に、協働に関する知識、認識の濃淡がある。定期的な研修などによって、協働社会への基礎理

解を深めることが必要である。 

（４）地域おこし協力隊との連携 

・ 各地域の地域おこし協力隊員の活動とネットワークづくりを支援し、地域の定着に結びつけるべきである。

１ 小さくとも優れたアイデアと熱意を持つＮＰＯにもスポットを当てて支援・育成策を図ること 

 

 

提 言 ５ ：未来の秋田の姿を描く総括的な取組について 

《提 言》 

本県は、少子高齢化・人口減少という観点から、国際的な先進地である。かかる地域の未来展望を俯瞰し、自ら率

先して描いていくことは、提言１から４までを束ねていくために重要である。また、その未来社会を実現するための

諸課題と解決への選択肢を、ビッグデータ等も活用しながら、客観的、学術的に研究するアプローチも必要になって

くる。 

大学や若者の取組など秋田の将来ビジョンを描く様々な芽を支援し、将来的にはシンクタンクのような研究・提案

を行う機構づくりまでを検討すべきである。 

【主な取組（意見）等】 

（１）地域社会の客観視について  

・ 関係データを正確に収集、集積、分析し、地域社会のこれまでの歩みや現在、及び将来の姿を客観視するこ

とが重要である。この分析をもとに具体策を立案し、実施後の検証にも結びつけることが求められる。現在の

施策は、何が根拠となり、どういう結果をもたらしているのか、不透明であり、是正が必要である。 

（２）秋田が進むべき未来の社会像について 

・ 客観視した上で、専門的知見によって、秋田が進むべき未来の社会像を描くことができれば、その青写真を

中核として、行政や県民、ＮＰＯ、企業、農業、教育などの役割に関する相互理解が図られ、地域社会を形成

していくフォーメーションがつくられる。協働社会の実現には、このような第三者機能が必要となる。 

（３）まちづくりへの反映 

 ・ ＣＣＲＣやコンパクトシティなど、機能的なまちづくり計画にも、これらの研究成果を反映していくことが重

要である。 

（４）新規研究分野での人材輩出について 

 ・ 比較的新しい分野において、先端となる研究を行うことで、国内はもとより世界に先駆けた人材を輩出してい

くことが可能であり、一見、負と見える分野が転じてNo.１となる発想と挑戦が今の秋田に必要である。 

 

 

提 言 ６ ：ＰＤＣＡを循環させる仕組みづくり 

《提 言》 

提言１から４までの取組について、これらを具体的な施策や制度に落とし込む段階（Ｐ）で、「当事者目線」と「客

観視」を働かせる仕組みが必要である。それを実施するステージ（Ｄ）では、「協働」の仕組みが必要である。実施

結果を検証（Ｃ）する際には、また「当事者目線」と「客観視」が必要である。その結果、施策や制度を改善したり、

新たにリリースしたりする場合（Ａ）は、「再設計」の仕組みが重要になる。 

ＰＤＣＡを常に循環させ、施策や制度を、当事者やそのグループ、時代の変遷に添うよう柔軟に運用していくこと

が極めて重要である。 

【主な取組（意見）等】 

（１）当事者目線による検証の仕組みづくりについて 

本年度の施策として行われた「結婚・子育てプロジェクト（横手、五城目）」では、市町民が主導し、行政が

それをサポートする形をとったことで、期待以上の効果が認められている。当事者目線での評価により、行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） 

表現修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） 

表現修正 

 

 

【意見】 

県の施策全体に係るものであって、戦略１に限定

したものではないと思われる。 

他の提言と並列で掲げるよりも、「おわりに」な

どの位置づけで全体を通じた意見として提示す

べき。 

 

【意見】 

委員において大幅に加筆したため、内容を確認す

る。 
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案 修正案 注釈 

政側に手応えや改善への動機づけが発生し、参加した市町民に行政の取り組みへの理解と当事者意識の目覚め

が生じる。ひいては、オピニオンリーダーやコミュニティワーカー（仮称）の活躍や育成につながるものであ

る。こういう活動が、プロジェクトとしてではなく、ルーチンで行われ、学生グループや全県エリアに拡大し

ていくことが、これからの地域づくりには必要不可欠である。 

（２）客観視による検証の仕組みづくりについて 

   提言５記載のとおり。 

（３）協働の視点による各取り組みの実施体制について 

   提言４記載のとおり。 

（４）再設計の視点による委員会などの活性化について 

・ 県や市町村で開催する、有識者や専門家を交えた委員会等を、より活性化していくよう再設計の必要がある。 

・ 委員の委嘱にあたっては、趣旨の説明とともに、県のこれまでの取り組みと成果や反省、及び現在の状況と

課題、今後の考えを十分にレクチャし、必要な事前知識をよくよく習得してもらうよう配慮が必要である。 

・ 前期委員会における提言の検証を、当時の委員で行う機会を設け、当期委員会に引き継ぐ仕組みづくりが必

要である。前期と当期で、委員と県のメンバーが総入れ替えすれば、検証行為は実質的に踏まれず、従って議

論の積み重ねが行われない。 

・ 同期に開催される、テーマが関連する複数の委員会での議論を相互に交換する仕組みがないため、上述と同

じ問題が起こっている。また、市町村の委員会と県の委員会で、同様の断絶が生じている。それぞれの委員会

の議論が積み重ならず、それぞれで同じ議論を繰り返している恐れがある。 

ヒトを重ねる、あるいは情報共有を徹底するなどし、議論が発展的に積み重なる仕組みづくりが必要である。 

また、これらの委員会と「（１）当事者目線により検証の仕組み」をつなげ、当事者の声が県政に具体的に

反映されていくことが極めて大事である。 

側に手応えや改善への動機づけが発生し、参加した市町民に行政の取り組みへの理解と当事者意識の目覚めが

生じる。ひいては、オピニオンリーダーやコミュニティワーカー（仮称）の活躍や育成につながるものである。

こういう活動が、プロジェクトとしてではなく、ルーチンで行われ、学生グループや全県エリアに拡大してい

くことが、これからの地域づくりには必要不可欠である。 

（２）客観視による検証の仕組みづくりについて 

   提言５記載のとおり。 

（３）協働の視点による各取り組みの実施体制について 

   提言４記載のとおり。 

（４）再設計の視点による委員会などの活性化について 

・ 県や市町村で開催する、有識者や専門家を交えた委員会等を、より活性化していくよう再設計の必要がある。 

・ 委員の委嘱にあたっては、趣旨の説明とともに、県のこれまでの取り組みと成果や反省、及び現在の状況と

課題、今後の考えを十分にレクチャーし、必要な事前知識をよくよく習得してもらうよう配慮が必要である。 

・ 前期委員会における提言の検証を、当時の委員で行う機会を設け、当期委員会に引き継ぐ仕組みづくりが必

要である。前期と当期で、委員と県のメンバーが総入れ替えすれば、検証行為に実質的に踏みこまれず、議論

の積み重ねが行われない。 

・ 同時期に開催される、テーマが関連する複数の委員会での議論も相互に交換する仕組みがないため、上述と

同じ問題が起こっている。また、市町村の委員会と県の委員会で、同様の断絶が生じている。それぞれの委員

会の議論が積み重ならず、同じ議論を繰り返している恐れがある。 

ヒトを重ねる、あるいは情報共有を徹底するなどし、議論が発展的に積み重なる仕組みづくりが必要である。 

また、これらの委員会と「（１）当事者目線により検証の仕組み」をつなげ、当事者の声が県政に具体的に反

映されていくことが極めて大事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） 

表現修正 
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表現修正 

 

 

 

 

 

 


