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平成２９年度第２回秋田県総合政策審議会 議事録 

 

１ 日時 平成２９年１０月１２日（木）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 

  岩根 えり子 株式会社デジタル・ウント・メア代表取締役 

  打川 敦   一般社団法人横手市観光協会会長 

  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 

  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 

  佐藤 家隆  佐藤医院院長 

  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 

  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 

  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 

  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）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 

  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  

 ただいまから、平成２９年度第２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  

初めに、知事から御挨拶を申し上げます。  

 

□ 佐竹知事 

 まずもって、皆様方には、大変お忙しい中御参加をいただきましてありがとうご

ざいます。  

 また、急な総選挙ということで、何かと慌ただしい状況の中でございます。私ど

もは今、この第３期のプランニングをしておりますが、一方で、この総選挙の行方

次第では、今後の国の財政運営も少し変わってくるのではないかと思います。いず
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れ、まだ不確定要素がございまして、選挙が終わって、最終的には１２月初めくら

いにならないと、来年以降の国の財政の仕組みは、特徴付けができませんけれども、

我々も既に一定の想定の下で、このプランニングも最終的には来年の２月の議会で

決定ですが、一応その状況を睨みながら、これから予算の策定作業をすることにな

っております。ただ、地方財政は、相当国の締め付けもございまして、かなり厳し

い状況になることは確かでございます。一方、もし消費税がアップして、その一定

割合が子育て政策、あるいは教育の無償化に使われるとすると、今、県単独で相当

な額の保育料の補助をしておりますが、こういう部分は楽になるということもござ

います。  

 いずれ、攻めと守りの両面からこの計画を進めていくわけですけれども、今日は

皆様方から部会ごとに御提言等をいただきながら、最終的にそれを基に、色々な面

でまた新しいものを付加しながらまとめることになっておりますので、一つよろし

くお願いいたします。  

 ただ、第４次産業革命の明と暗ということで、昨日は、農業にしても観光にして

も製造業にしても相当な先を読んで、オールジャパンでも第一人者と言われる皆さ

んとシンポジウムを行ったところでございます。いずれ、これまでの１００年の変

化が約１０年で訪れるであろうと言われております。例えば今、卸売業の販売額が

３００兆円、小売業が１４０兆円。ところが、２０２０年はネット通販が６０兆円

になるとされています。商業が、卸・小売業で４４０兆円ですので、その後さらに

５年間で、倍々ゲームで増加し、最終的にはネット販売が全ての商業の半分以上に

なるという状況が、もう１０年以内に来ます。また、アマゾンの戦略は、日本全国

でスーパーが要らない時代をつくるという、これは極端ですけれども、そういう時

代です。また、我が国の地方も含めて、製造業の中心を担っている自動車産業が急

速にＥＶ化するということで、そういう意味では、機械系産業がどう転換するのか、

また、エレクトロニクス産業がそれにどう関わっていくかということで、これもあ

る日突然というわけではございませんが、一旦この流れができますと、数年で非常

に大きな変化が出ます。また、農業も来年から自由化ということでありますが、も

う既に今年から、価格競争が起きています。非常にいいコメ、あるいは安定したコ

メについては高値が付いています。また、通販がいよいよ生鮮食品にも入りつつあ

ります。  
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 そういうことで、様々な面で時代が相当変化するであろうということで、このプ

ランニングも今の状況を踏まえた上で、さらにもう少し、そう遠くない将来への備

え、ＩＴ、ＩｏＴ、あるいはＡＩにも触れつつ、その準備も必要でございます。特

に今の雇用の問題からすると、これから教育の問題、やはり今の指向で良いのかど

うか。今、細かく職業紹介の状況を見ますと、実は有効求人倍率が一番低いのは一

般事務、次に一般労務です。実は建設業で人材不足と言いますけれども、建設業で

も、一般の単純労務はほとんど求人がないです。ほとんどのところは、資格を持っ

た、いわゆるスキルのあるところで、一般事務はゼロに等しいです。要するに、こ

れからの大きな会社、普通の会社も、事務部門はほとんどコンピューターがやりま

す。経営陣と企画、あるいは研究が中心になって、一般の社員というのは、もう要

りません。秋田の有効求人倍率は１．３４ですけれども、単純一般事務と一般労務

で半分です。ですから、もうこれからは、このような一般事務を目指すという学校

教育はやっても無駄です。また、一定のスキルがないと、力仕事は全部自動化しま

すので、そういう職業能力訓練が非常に必要になるということで、ビッグデータを

解析しますと、そういうことが推測されます。そういう意味で、まさにこの１０年

間で全く様変わりするであろうということに、どう対応できるかということは、地

域の力が付くか付かないかという大変重要な時期でございます。  

皆さんから様々な面で御提言をいただきながら、それに私どもの方で様々なビッ

グデータを照合しながら、最終的にまとめてまいりたいと思いますので、一つよろ

しくお願いいたします。どうもありがとうございます。  

 

６ 会長挨拶 

□ 出口企画振興部次長 

 続きまして、三浦会長から御挨拶をお願いいたします。  

 

● 三浦会長 

 ただいま御紹介いただきました三浦でございます。本日は皆様大変お忙しいとこ

ろ、第２回の総合政策審議会に御出席いただきまして、本当にありがとうございま

す。  

 １回目からの間に、それぞれの専門部会、そして８月には第２回の企画部会も開
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催いたしまして、それぞれの専門部会の問題点、あるいは各専門部会をまたがるよ

うな問題点についての情報交換をいたしました。本日は、この「第３期ふるさと秋

田元気創造プラン」への審議会からの提言の取りまとめということでありますので、

今まで前向きに建設的な議論を交わしてきたことを取りまとめまして、そして専門

部会間の調整と言いますか、企画部会で投げかけられました問題点や調整部分につ

きましても、本日の各専門部会からの提言・提案の中で併せてお答えをいただけれ

ばと考えております。  

 今日は佐竹知事を迎えまして開催するわけでありますけれども、やはり御挨拶に

もありましたとおり、刻一刻と、我々の考え以上にスピードアップした世の中の変

化であります。我々もやはり、それにしなやかに、そして敏捷性を持って対応して

いかなければ、地方も中央も同じ条件でありますので、そういうアグレッシブな、

行動的な対応ができるように、是非進んでまいりたいと思います。我々が次の世代

につなぐこのふるさと秋田が、本当にそれぞれの子どもたちの夢を実現できるよう

な社会になるように、どうかお知恵をお借りして提言にしていきたいと思いますの

で、限られた時間でありますけれども、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

７ 「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」の骨子案について 

□ 出口企画振興部次長 

 ありがとうございました。続きまして、次第４の「『第３期ふるさと秋田元気創

造プラン』の骨子案について」でございますが、お手元の資料―１を御覧いただき

たいと思います。骨子案の概要といたしまして、Ａ３版の資料が７枚、その後ろに

骨子案の本体として、Ａ４版の資料をお配りしております。本日は、初めに骨子案

の概要を御説明した後、各専門部会の提言について、各部会長から御報告をいただ

いた上で、本審議会の提言を取りまとめていただくこととしておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 それでは、骨子案の概要につきまして、企画振興部長から御説明いたします。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 企画振興部、佐々木でございます。それでは、私から３期プランの骨子案につき

まして説明をさせていただきます。  
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 具体的な内容の説明に先立ちまして、骨子案そのものの性格について若干触れさ

せていただきたいと思いますが、この度お示しをしております骨子案につきまして

は、これまでの専門部会における議論などを踏まえながら県が策定したものでござ

いまして、今後、次なる段階として素案を作り、その後、成案を作っていくという

プロセスを踏む予定になっておりますけれども、その下敷きと言いますか、ベース

になるものということで作成したものでございます。これまで、それぞれの部会に

おきましては、関連する分野に係る骨子案を基に御議論をいただいてきたところで

ございますけれども、本日はその全体の概要につきまして説明をさせていただきた

いと思っております。  

 また、この骨子案につきましては、去る９月議会におきましても説明し、議員の

皆様から様々な御意見を頂戴したところでございまして、今後はそうした議会から

の意見、さらには本日いただくこととなっております提言を踏まえまして、次なる

素案作成の作業に入っていきたいと考えているところでございます。本日の審議会

におきましては、提言案に係るテーマがメインの議題となっておりますが、この骨

子案につきましても、お気付きの点、御意見・質問等がございましたら、今後の策

定作業の参考にさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、資料―１の１ページ、骨子案の全体像について説明をさせていただき

ます。この全体像につきましては、７月の審議会においてもプランの構成案を資料

としてお示ししておりまして、それを基にして骨子案のレベルに多少高めたもので

ございまして、基本的な柱立てにつきましては、大きな変更はないものとなってお

ります。資料の左側を御覧いただきますが、これは３期プランの総論部分でござい

まして、これもまた７月の審議会において説明した内容とほぼ同様でございますけ

れども、簡単に触れさせていただきますと、資料の中ほど、第３の２の推進方針に

記載してありますとおりに、基本的には人口減少の克服を最重要課題に位置付けな

がら、社会減や出生数の減といった人口減少に直接歯止めをかける「攻め」という

取組と、また、人口減少に伴って様々な地域社会の崩壊等といった問題も出てきま

すし、行政サービスの維持といった問題もありますので、住民の共助の推進、ある

いは市町村との協働による「守り」という両面から、人口減少の克服に対峙してい

きたいと書かせてもらっているところでございます。当然、その前提といたしまし

ては、何故人口減少が進行してきたかといった点についても、少し掘り下げた分析
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を行っていきたいと考えているところでございます。  

 また、第３の４でございます。「施策展開に当たっての横断的な視点」というこ

とで、一番上には女性や若者に魅力ある仕事づくりと書いておりまして、これは人

口定着を図る上で当然のことでございますけれども、一番下の■のところで、ＡＩ

の活用など、いわゆる第４次産業革命によるイノベーションの活用と、今後はっき

り見込まれるこの世の中の流れを踏まえ、さらにはそうした動きを先取りしようと

いうことで、この４つの横断的な視点を踏まえながら、今後の施策立案、その効果

的な展開を図っていきたいということで、ここに書かせてもらっているところでご

ざいます。  

 こうした方針のもとに、今度は資料の右側に目を移していただきますけれども、

本県の目指す姿の実現に向けまして、重点的に取り組むべき施策を体系化したもの

が第４の６つの重点戦略となっております。それぞれ現時点では仮称となっており

まして、最終的には変更になる場合もあり得ることを御承知おき願いたいと思って

おります。本日ここでは、戦略ごとの詳細な説明は割愛させていただきますけれど

も、基本的には、戦略１では、社会減や出生数減の抑制に向けました若者の定着回

帰、あるいは移住・定住の促進、少子化対策など、直接的な人口減少対策を総合的

に推進しようとするものでございます。また、戦略２と３におきましては、それぞ

れ商工業、あるいは農林水産業といった産業の振興を図っていくものでございまし

て、それによって県民の所得の向上だとか、経済的な豊かさの実現、さらには魅力

ある仕事、雇用の場を創出しようとするものでございます。続きまして、戦略４に

つきましては、人口減少に伴いまして一定の経済規模の縮小というのは、連動して

いくことは避けられないものでありますけれども、外貨を稼ぐという視点も重要で

あるということで、秋田の魅力を発信しまして観光産業などの振興を図るというこ

とと併せまして、インバウンドを含む交流人口の拡大によって、県の外からお金を

稼ごうという狙いを持ったものとなっております。戦略５についてでありますが、

これは健康寿命日本一への挑戦といった、県民の健康で安心な暮らしの実現に向け

た取組を進めようとするものでございます。戦略６になりますが、これにつきまし

ては、地域を支え、さらには本県産業の振興を担う、将来ある人材の育成を図ろう

とするものでございます。そのほか、安全・安心な県民生活を目指すという意味で、

そのベースとなる環境整備に向けまして、第５の基本政策になりますけれども、県
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土の保全と防災力強化などの分野につきましても、継続的に、しかも着実に取り組

んでいくということにいたしまして、基本政策という形で整備させてもらっている

ところでございます。  

 骨子案の概要につきましては以上でございますけれども、先ほども申し上げまし

たが、この骨子案に本日いただきます審議会からの提言を踏まえまして、必要に応

じて体系の整理や施策・事業の肉付けなどを行いながら、第３期プランの素案を作

成していくこととしているところでございます。今後、素案作成、あるいは成案作

成という段階・手順を踏んでいくわけですけれども、どのような段階でも結構です。

それぞれの途中の過程でもかまいませんので、委員の皆様方におかれましては、お

気付きの点等がございましたら、県の総合政策課に是非御意見をお寄せ願えればと、

お願いを最後にさせていただきたいと思います。  

 骨子案に関する説明については以上でございます。  

 

８ 議事 

□ 出口企画振興部次長 

 続きまして、次第５の「議事」に入りますが、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、暫時進行を務めさせていただきたいと思います。  

 まず、いつものことでございますけれども、この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されます。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、公開で行いたいと考えております。よろしいでしょう

か。  

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。従来どおり、公開ということで進めたいと思います。  

 それでは、議事（１）の「『第３期ふるさと秋田元気創造プラン』の策定に向け
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た提言について」でありますけれども、本日は第３期プランの策定に向けて、本審

議会の提言を取りまとめるということでございますので、この取りまとめに当たっ

て、初めに各専門部会の提言内容を各部会長に御説明をいただいた上で、委員の皆

様から意見をお伺いしながら、内容の追加等があれば反映をして、本審議会の提言

としたいと考えておりますが、こういう段取りでよろしいでしょうか。  

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。各専門部会の提言につきましては、順次、各部会長から

御説明いただきたいと思います。  

 なお、各専門部会から、他の専門部会が所管する事項の調整や連携について提案

がございます。８月２８日に開催しました第２回の企画部会におきまして、提案先

の部会長に各専門部会での検討をお願いしたところでございます。他の専門部会へ

の提案の内容と、提案先の専門部会としての対応につきましては、事務局から資料

―８に簡単にまとめていただいておりますので、各部会長には、提言内容の御説明

と併せて、他の専門部会からの提案に対する対応につきましても御報告いただきた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  

 それでは、初めに、ふるさと定着回帰部会の山本部会長からお願いします。  

 

◎ 山本委員  

 ふるさと定着回帰部会より御提言申し上げます。今回、大きくは６つの項目で提

言しております。提言１の「若者の定着・回帰、移住の促進について」、提言２の

「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３の「女性と

若者の活躍について」は、戦略１の骨子案と対比する意見になっています。  

 一方、提言４の「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

５の「未来の秋田の姿を描く総括的な取組について」、そして提言６の「ＰＤＣＡ

を循環させる仕組みづくりについて」は、戦略１とは異なった視点での仕組みづく

りを提唱するものになりました。提言の個々の内容につきましては提言書を御覧い

ただくとして、ここでは、その味噌となる提言の４～６について、かいつまんで御
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説明いたします。  

 今、ここにグラスがあって、３つの層に分かれたカクテルが注がれているとしま

す。一番上が県です。真ん中が市町村、そして一番下が県民だと思ってください。

それぞれの比重が違いますので、３つの層に分かれております。このカクテル、こ

のまま召し上っていただきますと、味が分離して、ちぐはぐです。ほどよく混じり

合ってハーモニーが生まれ、それぞれがそれぞれの味わいを引き立てるようになっ

ていくのが理想であります。揺さぶって横通しし、縦通ししていく必要があります。 

 まず注目していただきたいのは、一番下の層、県民の層です。バリエーションも

ボリュームも非常に豊かです。ＮＰＯや任意の活動グループ、学生グループ、決ま

ったグループを形成しないで連携を図るグループ同士や個人、あるいは地域資源を

生かした起業家たちという具合に、境界が定かではないグラデーションの中にあり

ます。２０１１年に活動していた県内のＮＰＯ数は２８９団体でした。それから活

動を休止するＮＰＯが５０以上あり、しかし、新たに生まれたＮＰＯがその倍ほど

もあって、そういう新陳代謝の中で、本年１０月現在では３４４の団体が活動をし

ております。確実に増えております。任意の活動グループなど、参加型社会を形成

する者の数はしっかり掴めておりませんが、この数年で質・量ともに相当拡張して

いるように見受けられます。ただ、小さい力がバラバラになっているので、とても

もったいない状況にあります。この層を横通しすることで、エンパワーメントがな

され、さらには真ん中の層や上の層まで縦通しすることで、秋田という地域の大き

な熱量になっていくようにしたいものです。どうしたらよいでしょうか。真ん中と

上の層では、県や市町村の規範や制度を形づくっています。ここはどうなっている

かと言いますと、戦略１に関しては、少子高齢化に対する政策を包囲網として形成

しつつあり、着実に整備が進んでおります。惜しむらくは、縦通ししながら県民の

層の隅々に届ける力が弱いので、全体の活力につながっておりません。県や市町村

でその取組を盛んに発信しても、関心の薄さなどという壁もあって、なかなか浸透

しないもどかしさがあります。  

 それでは、どうしたら良いでしょうか。まず、県民の層にある多種多様なグルー

プをつなぎ、育て、そのエネルギーを結集して地域社会に還元していくとともに、

それを市町村や県の層にまで押し上げる力や仕組みが必要です。また、県や市町村

の取組をよく理解し、県民の目線で県民の層に広めていく、そういう力や仕組みも
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必要になってきます。そこで、仮称となりますが、「コミュニティワーカー」とい

う制度を導入してはどうかというのが、提言の４になります。この「コミュニティ

ワーカー」は、一番下の県民の層の中にいる、未来の地域のトップリーダーとなる

人材たちです。彼ら、彼女らに底辺を揺さぶり、横通しをし、縦軸を紡いでいくと

いう重要な役目を果たしてもらうわけです。「コミュニティワーカー」同士もネッ

トワークを作って連帯します。企業や行政との連携も図っていきます。  

 次に、これらの県民の力を生かすための仕組みが、県や市町村の層に必要になっ

てきます。それは端的に言えば、縦通しを良くするということです。県民の声を吸

い上げる力や仕組みが必要です。そして、ＰＤＣＡをきちんと回すことです。それ

が提言６、ＰＤＣＡを循環させる仕組みづくりになります。県関係者の御尽力によ

って、横手市と五城目町で、子育て支援などに関する検証プロジェクトが走ってお

ります。このプロジェクトを観察しますと、「コミュニティワーカー」という機能

も、住民と一体になってＰＤＣＡを回す仕組みも、既にその雛型が潜んでいること

が分かります。先進的な取組になります。制度化までには、検討すべきことが幾多

もありますので、しっかりした準備の下、是非進めていただきたいと願っておりま

す。  

 ３つの層のカクテルの例えをしましたが、このカクテルは全体で１つの飲み物で

す。何か共通するものでくくられていなければなりません。それは、秋田の歴史や

地勢、風土や文化、そういう普遍的なものをベースにし、かつ時代を先取りした未

来社会の展望というものになるのではないでしょうか。学術的なアプローチを含め

たシンクタンク構想を、第１回の総合政策審議会でも意見させていただきましたが、

提言５の「未来の秋田の姿を描く総括的な取組について」で改めて御提言しており

ます。この取組は、ＣＣＲＣやコンパクトシティ構想にも反映されますが、先ほど

の「コミュニティワーカー」との連携、トップリーダーの育成、あるいは地域教育

への寄与など、ガラス張りで広く県民に開かれたものであるべきだと思っておりま

す。  

 提言４～６は、それぞれに個別に仕組むものではなく、これらが一体になって動

くところに大きなマグマの噴出があるのではないかと期待しております。戦略１で

扱う課題は、県民一人一人の個人が対象であり、住む場所や就職、進学や結婚、家

庭のつくりようなど、極めてプライベートな領域に関わってくるものです。この県
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民一人一人の個人の行動を誘発するためには、提言１～３の施策がどれほど優れて

いても限界があり、参加から協働が生まれ、県民の意思が反映される社会づくりが

非常に重要になるのだろうと思います。それができれば人口動態にも、自ずと良い

影響が出てくるし、例えば人口減少が続いたとしても、ただ縮小するのではなく、

そうなりながらも充実していく「縮充社会」となり得る。それが私ども部会委員の

真意になります。  

 続いて、資料―８に関する補足ですが、いきいき健康長寿部会から健康意識教育

に関する御意見を承っております。ライフステージに応じて、特に若いうちから健

康に関心と正しい知識を持つということは、非常に意味のあることです。提言２に

おいて、結婚・出産・子育てに関する教育現場や、包括支援センターでの取組を継

続・強化していくことにしたいと考えております。御意見にありますように、教育

委員会、体育協会、医師会などとの連携のありようについては、今後、県に全体的・

具体的な検討をお願いしたいと考えております。  

 以上、ふるさと定着回帰部会からの提言並びに戦略間の横断的な意見への対応に

関する補足説明になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

● 三浦会長 

 山本部会長、ありがとうございました。  

 それでは、ただいまのふるさと定着回帰部会からの御説明につきまして、皆様か

らの御意見をいただきたいと思いますので、どなたかお気付きの点がありましたら、

挙手の上御発言いただきたいと思います。どなたかいらっしゃいませんか。  

今、山本部会長から、他部会からの投げかけについても資料―８に基づきまして

御説明がありましたけれども、それも含めてよろしいでしょうか。いきいき健康長

寿部会は、今のような御回答と言いますか、取組でよろしいでしょうか。  

 

◎ 佐藤委員 

 どうもありがとうございます。今御提言いただきましたように、やはり何と言っ

ても、この様々な職能団体間のネットワークづくりが非常に大事になってくると思

いますので、それを通して、いきいき健康長寿部会でも提言いたしますけれども、

そういったものを通して健康秋田をつくっていくと言いますか、そういう姿勢を示
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していただけたと思いますので、ここで非常に良いお話を伺えたと思っております。

どうもありがとうございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。ほかにお気付きの点がございましたら、おっしゃって

いただきたいと思います。  

６部会ございますので、一つ一つ確認をしながら総合政策審議会の提言として、

皆様から御承認いただくような形で進めますので、お気付きの点があれば、まとめ

てお伺いできる機会もあると思います。ふるさと定着回帰部会につきまして、よろ

しいでしょうか。  

 御意見が特にないようでございますので、ふるさと定着回帰部会の提言を本審議

会の提言としたいと思いますので、よろしいでしょうか。  

 

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 次に、成長産業振興部会の提言について、齊藤部会長からお願い申し上げます。 

 

◎ 齊藤委員 

 成長産業振興部会の提言について説明させていただきます。資料―３を御覧くだ

さい。当部会では、事務局から２期プランにおける取組内容や課題などについての

説明を受けながら、これまで４回にわたり新プランについての議論を重ねてまいり

ました。今後、暮らしやすい秋田をつくるためには、秋田の産業をどのような方向

にもっていくのか、将来を担う人材の確保や育成をどうすれば良いかということに

ついて、次の６つの提言にまとめたところでございます。  

 各提言について説明させていただきます。提言書２ページを御覧ください。提言

１は、成長分野への参入促進と中核企業の育成、そして第４次産業革命に関する新

たな技術の活用についての提言でございます。成長分野や中核企業については、こ

れまでも取り組んでおりますが、今後は企業間連携によるサプライチェーンの形成



- 14 - 

 

やコネクターハブ機能の強化などにより、経済波及効果を拡大することが重要であ

ると思っております。また、ＩｏＴやＡＩなど、第４次産業革命に乗り遅れること

なく、その技術の研究や活用を進めなければならないと思います。主な取組として

は、本県が持っている電子デバイスの強みを生かせる次世代自動車や、ますます拡

大が見込まれる風力発電関連事業への参入などを挙げております。  

 続いて、提言２は、中小企業の経営基盤の強化という観点からの提言でございま

す。中小企業の持続的な発展のためには、引き続き「秋田県中小企業振興条例」に

基づき、経営体質の改善や、付加価値の高い製品やサービス開発のための支援など、

きめ細かな支援が重要であると思います。また、主な取組に挙げていますように、

高度な技術で付加価値を上げる取組も必要ですが、中小・小規模企業の多い我が県

では、秋田ならではの特色ある産業や、未知な分野でトップシェアを目指せる企業

を創出・育成していくことが大変重要だと思います。このほか、主な取組としては、

今後ますます重要となる事業承継について、県内企業と首都圏人材とのマッチング

を挙げているほか、商業・サービス業においては、ＥＣサイトなどの活用により、

県外のみならず国外へ販路を拡大することについて挙げております。  

 続いて、提言３は、企業の海外展開という観点から、貿易の振興、物流ネットワ

ークの構築についてと企業誘致についての提言でございます。企業の海外展開につ

いては、各支援機関による補助制度の十分な活用、物流サービスの構築については、

海運・陸送・空輸が一体となった物流を構築するための道路整備を主な取組として

挙げているほか、企業誘致については、雇用の創出という観点のみならず、誘致企

業と県内企業が技術・製造・サービスを相互に補完し合い、双方がメリットを享受

するという観点が必要だと思います。  

 提言４は、産業人材の確保・育成という観点からの提言でございます。提言１に

おいて、秋田県の産業振興のためには、成長分野への参入促進や第４次産業革命の

技術を活用することが重要であると申し上げましたが、やはりそれを支える専門人

材を確保・育成する必要がございます。また、これからは、若者や女性など多様な

人材を確保しなければならないので、賃金や労働環境の改善、多様な働き方の導入

など、働き方改革を進めることが重要だと思います。以上が提言の概要です。  

 続いて、資料―８の横断的意見への対応についてですが、ふるさと定着回帰部会

からの意見につきましては、成長産業振興戦略においては、食品産業の中でも原材
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料加工という付加価値を付けて売るという食品製造に取り組んでおります。新プラ

ンへの骨子案については、加工技術の向上や市場性の高い商品開発への支援を盛り

込んでいますが、これからも、生産者や販売者など異業種との連携を継続するとい

うことを県当局に確認しております。  

 稼ぐ農林水産業創造部会からの御意見につきましては、提言の説明においても触

れましたように、ＩｏＴですとかＡＩ、ロボット技術など第４次産業革命の技術は、

農業の分野のみならず広範な産業で導入拡大が見込まれるものでございます。骨子

案においては、ＩｏＴやＡＩ技術を生かした製品・サービスの創出やＩＣＴ人材の

確保・育成について記載しております。また、資料に記載しておりませんが、一昨

年に県が事務局となり、県内企業や農業者を構成員としました秋田県次世代農業機

器研究会を発足し、ＩＣＴやロボットを活用した農業について取組を進めていると

いうことでございます。成長産業振興部会からの説明は以上でございます。  

 

● 三浦会長 

 齊藤部会長、ありがとうございました。  

 ただいま、成長産業振興部会からの提言を説明いただきました。皆様から何か御

意見・御質問がございましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。  

 それでは、ふるさと定着回帰部会の山本部会長から投げかけられたことにつきま

しての御説明もありましたが、よろしいでしょうか。  

 

◎ 山本委員 

 今、齊藤部会長から御説明いただきまして、小ロット・多彩のものを流通させる

には、ここにも記載がありますように、かなり手間がかかることになりますので、

ＩＣＴとの連動というのは必須になってくると思います。この両方で触れられてお

りますので、大変ありがたく思っております。以上です。  

 

● 三浦会長 

 どうもありがとうございました。  

 稼ぐ農林水産業創造部会からの投げかけにつきまして、いかがでございましょう。 
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◎ 正木委員 

 趣旨として、まさしくお答えいただいたとおりだと思うのですけれども、一から

十まで、例えば技術のネタから、技術開発、実証、商業化までを全部県内で終わら

せるだけではなくて、良い技術があれば県外に取りに行くとか、場合によっては海

外から良い技術、例えば秋田では伸ばせそうな農業技術とかがあれば、それを持っ

てくることを考えたらどうですかというのが、部会内では話し合われた内容でござ

いました。以上です。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 ほかに提言につきまして、何か御意見・御質問はございますか。  

 よろしければ、成長産業振興部会の提言を本審議会の提言という形で進めていき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。  

  

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 それでは、次に稼ぐ農林水産業創造部会の提言について、深沢部会長からお願い

いたします。  

 

◎ 深沢委員 

 稼ぐ農林水産業創造部会の深沢です。よろしくお願いいたします。当部会の提言

書につきまして説明をいたしますので、資料―４の１ページ目をお開き願いたいと

思います。秋田県の農林水産業につきましては、今後、より一層深刻化するであろ

う労働力不足への対応や米依存からの脱却、また、豊富な資源にどのようにして付

加価値を付けて販売していくかなど、様々な課題があります。これに対しまして、

当部会では、７つの柱を立てて検討してまいりました。  

 資料の１ページを御覧ください。「専門部会の主な検討項目」として、（１）「秋

田の農林水産業を牽引する多様な人材の育成について」や（２）「複合型生産構造
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への転換の加速化について」を初めとして、次のページの（７）「地域資源を生か

した活気ある農山漁村づくりについて」までの７つの論点について議論してまいり

ました。  

それぞれの論点について各委員から様々な意見をいただきましたが、それらを総

括したものを資料の２ページの中ほど、提言事項の「総括的意見」に記載しており

ます。１つ目は、構造的な労働力不足に対応することの必要性。２つ目は、生産か

ら流通・販売構造の改革への継続的な取組。３つ目は、ＩＣＴ等を駆使した次世代

型農林水産業の推進の必要性。以上のような意見がありました。  

 これらを踏まえまして、７つの項目について提言をいたします。１つ目は、資料

の２ページにあります、提言１「秋田の農林水産業を牽引する多様な人材の育成に

ついて」であります。人口減少の急速な進行による農業の労働力不足へ対応するた

め、資料の３ページの主な取組についてでありますが、（１）「秋田の農業をリード

する競争力の高い経営体づくり」や、（２）「幅広い年齢層からの新規就業者の創出」

など、５つの項目を提言しております。  

 ２つ目には、同じく資料の３ページの提言２「複合型生産構造への転換の加速化

について」であります。これまでの取組を加速化させるため、資料の４ページの主

な取組についてですが、（１）「大規模園芸拠点を核とした戦略作目の更なる振興」

や、（２）「『しいたけ』や『えだまめ』など日本一を目指す園芸産地づくり」など、

７つの項目を提言しております。  

 ３つ目は、資料の５ページにあります、提言３「戦略的な秋田米の生産・販売と

水田フル活用について」です。平成３０年以降、行政による米の生産数量目標の配

分が廃止されることに対応するため、主な取組として（１）「業務用や特定需要な

ど実需と結びついた米づくりの推進」や、（２）「次代を担う秋田米新品種デビュー

と販売強化」など、５つの項目を提言しております。  

 ４つ目は、資料の６ページにあります、提言４「農林水産物の高付加価値化と国

内外への展開強化について」です。異業種連携の取組の強化や、更なるサポート体

制の機能強化を図るため、主な取組として（１）「異業種連携による大規模な６次

産業化の展開」など、４つの項目を提言しております。  

 ５つ目は、資料の７ページにあります、提言５「『ウッドファーストあきた』に

よる林業・木材産業の成長産業化について」です。全国一の資源量を誇る本県のス
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ギ人工林の有効活用を図るため、主な取組として、（１）「秋田スギを活用した新た

な木質部材等による需要の拡大」など、４つの項目を提言しております。  

 ６つ目は、８ページの提言６「つくり育てる漁業と広域浜プランの推進による水

産業の振興について」です。漁獲量の維持・増大と、新規就業者の確保・育成が急

務となっていることから、主な取組として、（１）「つくり育てる漁業の推進による

水産資源の維持・増大」など、５つの項目を提言しております。  

 ７つ目は、資料の９ページの提言７「地域資源を生かした活気ある農山漁村づく

りについて」であります。より多くの中山間地域において農業による一定の所得を

確保するため、主な取組として（１）「多様な資源を生かした地域ビジネスの展開」

など、４つの項目を提言いたします。以上が、稼ぐ農林水産業創造部会からの提言

であります。  

 続きまして、資料―８の戦略間の横断的意見への対応について説明いたしますの

で、資料―８を御覧いただきたいと思います。当部会に対しまして、資料の中ほど、

ふるさと定着回帰部会からの意見として、異業種連携などを積極的に講じていく仕

組みが必要との意見をいただいております。このことにつきましては、先程の資料

―４、提言書の６ページを御覧いただきたいと思いますが、提言４「農林水産物の

高付加価値化と国内外への展開強化」において、同じ６ページの下の方に主な取組

の（１）「異業種連携による大規模な６次産業化の展開」という項目を設けており、

この中で食品、観光等の異業種との連携によるビジネス創出の総合的な支援につい

て盛り込んでおります。以上で、稼ぐ農林水産業創造部会からの説明を終わります。 

 

● 三浦会長 

 どうも、ありがとうございます。  

 ただいま、稼ぐ農林水産業創造部会からの提言がございました。皆様から御意

見・御質問をいただきたいと思います。挙手をお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。  

 それでは、ふるさと定着回帰部会からの投げかけについて、今、深沢部会長から

もお話がありましたので、山本部会長、御意見をお願いします。  

 

◎ 山本委員 
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 度々恐れ入ります。ありがとうございます。  

 秋田の地勢ですとか気候を生かした農産物というのは、新規就農者ですとか、移

住就業者が秋田の農業に夢を持って来る場合に、大規模な道とこういう道と２つあ

るような気がしまして、夢を持って新たに農業に取り組む人たちに希望を与える意

味でも、是非今後とも取り組んでいただくとありがたいと感じています。どうもあ

りがとうございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 ほかに皆様から何かございませんでしょうか。  

 よろしければ、この稼ぐ農林水産業創造部会の提言を本審議会の提言として進め

たいと思いますが、よろしいでしょうか。  

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 それでは、次に人・もの交流拡大部会の提言について、打川部会長からお願いい

たします。  

 

◎ 打川委員 

 人・もの交流拡大部会の打川でございます。よろしくお願いいたします。  

 当部会では、７月の１８日と８月の３日、２９日の３回にわたって部会を開催し、

主に７つの検討項目について意見交換をさせていただきました。担当する部会の中

身としては、観光と食品産業や文化の振興、そしてスポーツ振興と交通ネットワー

クということで、大変多岐にわたった内容でありまして、それぞれ中身の深い議論

をさせていただきましたが、時間と回数が少し足りなかったかなという反省もして

います。第３期のプランの提言書ということでまとめましたので、御説明をさせて

いただきたいと思います。  

 まず、２ページ目を御覧いただいて、提言の総括的な意見ということで４項目に
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まとめさせていただいております。１つ目ですが、秋田ならではの魅力が際立つ選

ばれる観光地づくりを進め、国内外へ発信することにより、インバウンドを含めた

誘客の拡大を図る必要があるということでございます。２番目が、幅広い事業者と

の連携による秋田の食のブランディングと販路拡大を進めるとともに、発酵食など

本県が誇る食文化を磨き上げ、誘客コンテンツとして活用すべきということであり

ます。３番目ですが、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした

本県文化の国内外への発信や海外とのスポーツ交流の促進に取り組み、交流人口の

拡大につなげていくことが大事だということです。そして、４番目ですが、道路や

航空路線など、また、幹線鉄道や秋田新幹線なども含めて、活発な交流を支える交

流ネットワークの拡充について将来を見据えた取組が必要であります。具体的には、

２車線化の推進とか、複線化による輸送力のアップと安定的な通行ということで、

意見を交わしております。  

 その上で提言をまとめております。まず、提言１ですが、「秋田ならではの資源

を生かした体験型コンテンツづくりと、県内周遊ルートの充実について」というこ

とであります。世界的に人気がある秋田犬のコンテンツに、最近一生懸命取り組ん

でいるところでありますが、加えて、伝統行事とかお祭り、四季折々の景色、また、

上質な雪質であるスキー場、また、日本酒とか発酵食の文化というような、海外に

も通用する秋田ならではの個性的でポテンシャルの高いコンテンツを磨き上げる

とともに、これをブランド化して発信していこうというのが、ここの提言でありま

す。主な取組ということで何点か拾っておりますが、具体的には、ユネスコ無形文

化遺産の「山・鉾・屋台行事」や、全国最多の登録数を誇っております国指定の重

要無形文化財の活用、また、マタギ文化だとか、古民家のリノベーションによる生

活文化の体験だとか、秋田ならではの生活体験を体験型コンテンツとして発信して

はどうか。また、日本酒とか発酵食を中心に、発酵ツーリズムということで、秋田

ならではの観光コンテンツとしてブランド化を進めていきたいという内容になっ

ております。次のページです。秋田犬については、高い訴求力を発揮しております

が、実際に触れ合える場が少ないという意見が出ておりまして、体験型とどう組み

合わせるかというのが宿題というような形になっています。複数のコンテンツを組

み合わせた多様な周遊ルートということで、本県はもちろんでありますが、東北６

県という地域が広域で連携して売り出すということが、外国向けに売り出すときに
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は必要なのではないかということで、仙台空港をゲートウェイとした東北一円、そ

して秋田県への周遊ルートの構築というのに取り組んではどうかという提言にな

っております。  

 次に提言２であります。「外国人旅行者の受入に対応した態勢の整備促進と、マ

ーケティングや情報発信の充実によるインバウンド誘客の推進について」というこ

とです。インバウンド誘客を担う人材や事業者の育成が必要であり、また、旅行者

を受け入れる受入態勢が、まだ未整備なところがかなりありますので、整備が必要

だということであります。また、ＳＮＳを活用したタイムリーな情報発信というこ

とが必要だというような提言であります。インバウンドの誘客を支える人材や事業

者の育成については、営業とかおもてなし、言語も含めてですが、そういう情報発

信できるスキルを持った人材を育成していかなければ、外国人に情報が届かないと

いうことですので、何とか育成とスキルアップを図る必要があると思っております。

また、インバウンドに県内を旅行商品として回っていただくためのランドオペレー

ターについては、県内事業者を早急に育成する必要があるという意見が出ておりま

す。Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備についても必要でありますし、現在、県が行っている多

言語対応アプリ「アキタノＮＡＶＩ」というものを、もっと内容を充実させて活用

度を上げていこうと提言されております。また、次の４ページですが、「ターゲッ

トの動向を的確に対応するマーケティングの推進」ということで、本県に来県する

外国人につきましては、２回目以降の日本訪問のお客様が多いということになると

思いますので、やみくもに海外にまっすぐＰＲに行くだけではなくて、東京、京都、

北海道などを既に訪れている外国人にＰＲをするということも必要ではないかと

いうことで、具体的には千歳とか成田とか関空でのＰＲとか、札幌雪まつりにおけ

る秋田の小正月行事のＰＲなどが有効ではないかという意見が出されていました。 

「口コミの力を意識した、本県の魅力の海外への発信」ということであります。こ

れは、ソーシャルメディアを使って情報発信するわけですが、特に留学生などが実

際に旅行して、その感想を自分のブログやホームページで発信していただくパワー

ブロガーも貴重ですが、もっと細々した個人の書き込み、口コミの情報発信も大切

だということで、これにも取り組むということでの提言であります。外航クルーズ

船の誘致については、これは大変上向きな数字になっておりまして、昨年、今年、

来年と、見通しとしては増加の傾向にあります。せっかくお立ち寄りいただく外航
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船ですので、何とか県内への広がりができるように、二次アクセスの強化とか、そ

れぞれのコンテンツづくりに動きましょうという提言であります。  

 次に、提言３でございます。「秋田の食の商品力向上による国内外への販路拡大

と、食の魅力による本県への誘客の促進について」です。秋田県産の食品について、

大変おいしく素晴らしいものが揃っておりますが、小ロット・多品種ということに

なっております。ですが、これを逆手に魅力化をして、秋田の食のブランド化とい

うものを進めていってはどうかという提言でございます。５ページに主な取組とい

うことで書かせていただいておりますが、特に日本酒や発酵食品に代表される県産

商品について、更なる高品質化と、食でのファン獲得のためのＰＲをしよう、また、

「いぶりがっこ」とか「しょっつる」など、本県独自のコンテンツについても、守

り育てていく体制が必要であるという意見でございます。幅広いネットワーク企業

と連携した売り込みの強化、これは様々な流通チャネルがございますが、首都圏、

大都市圏においては、なかなか安定した食材の入手が困難だというお話も聞いてお

りますので、そういうチャネルにきめ細かく色々な食材を投げ込めるような、そう

いうデータベースの整備だとか、体制の整備を行っていきたいということでありま

す。（４）でありますが、「本県が誇る発酵食品による『発酵ツーリズム』の展開」

ということで、具体的には酒蔵とか麹蔵などを改装した発酵体験施設を造って、そ

こを回る体験ツアーの実施とか、発酵マイスターという解説者が一緒に同行して、

説明しながら行うツアーだとか、発酵食の味見や観光用のいぶし小屋の設置をして、

コンテンツづくりをしたらどうかという御意見でございます。  

 次のページが、提言４「文化による地域の元気創出と、次代を担う人材の育成に

ついて」です。本県文化を効率的に国内外に発信するというのが大切であるという

ことで、「東京オリンピック・パラリンピックを契機とした文化プログラムの推進」

で、「ｂｅｙｏｎｄ２０２０プログラム」を最大限に活用して、国内外に発信しよ

うという意見でございます。また、（２）でありますが、伝統行事・文化行事とも

に、次世代を担う若者人材の育成と、その事業の継承というのが最大の問題点にな

っておりまして、また、その若者の発表の機会の充実や文化活動、育成活動への助

成が必要ではないかということで提言を受けております。（３）ですが、県と市が

連携して造っております文化施設について、平成３３年度中の開館に向けて着実に

整備をしていってほしいということと、それから、県民会館が使えない期間中の文
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化団体の活動が滞らないように、何とか支援をしていってほしいという意見が出さ

れております。  

 ７ページ目にまいります。提言５「『スポーツ立県あきた』の推進とスポーツに

よる地域活性化について」ということです。１つは、トップアスリートの育成、国

体で賞を獲れるような、そういう県民スポーツの水準を上げていこうというのが目

的であります。また、逆には、スポーツの参加人口の底辺の拡大と、地域型のスポ

ーツクラブを活用して、スポーツを愛好する健康的な県民の育成ということで、大

きく２つの方向で提言がなされています。  

 ８ページ目、提言６「県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備について」

です。高速道路については、ほぼ計画路線が開通に向かって進んできたということ

もあり、今後の課題としては、暫定２車線区間の４車線化による輸送量の拡大・安

定が必要だろうということでありました。観光のみならず、企業誘致や物流など、

多方面にわたって影響があるものであることから、是非整備を推進していってほし

いということであります。また、このページの一番下の（３）ですが、「地方創生

の拠点としての『道の駅』の魅力向上」ということで、道の駅は、単にドライバー

の休憩所ではなくて、近年では観光施設、また、それを超えて地域の文化施設・経

済交流施設という位置付けになっておりますので、より活用できるような整備が必

要だという提言でございます。  

 ９ページ、最終ページであります。「県内空港と国内外を結ぶ航空ネットワーク

の拡充について」ということであります。こちらについては、秋田・ソウル定期便

の運航再開を早期に実現してほしい、また、台湾と秋田県をダイレクトに結ぶ国際

チャーター便の充実がほしいという御意見をいただきました。併せて、定期便・チ

ャーター便については、向こうからいらっしゃるお客様だけではなくて、こちらか

ら向こうに訪問する、秋田県民の海外渡航も増やすということが必要でありまして、

県民の海外渡航の機会拡大に向けて、パスポートを取る機会を増やすための取組も

必要ではないかということで提言されていました。  

 続いて、資料―８によります、戦略間の横断的な意見への対応についてというこ

とであります。人・もの交流拡大部会につきましては、ふるさと定着回帰部会から

１つ御意見をいただいております。小ロット・多品種の生産食材について、販売や

観光に結び付けるためにはということで、提言をいただいております。観光との結
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び付けや異業種連携による県の食材ブランド化と販路拡大を図るため、体験ツーリ

ズムや、また、先ほどの道の駅の充実のところにも若干関係がありますが、生産者

が直接販売者となれるような、そういう場所・機会の提供、そして、量は少ないけ

れどもとても美味しいというＰＲでのブランド化ということで、対応をさせていた

だいたところであります。以上です。  

 

● 三浦会長 

 打川部会長、ありがとうございます。  

 人・もの交流拡大部会の今の説明につきまして、何か御意見・御質問はございま

せんか。  

 私から打川部会長に、インバウンドの環境を整えるというのがありますが、外貨

決済システムの導入促進というのもあるわけですけれども、チャーター便の増加等

で、両替所等の環境整備というのがちょっと遅れているように思いますので、是非

インバウンドの皆様への環境充実ということで加えていただければと思います。よ

ろしいでしょうか。  

 

◎ 打川委員 

 そうですね。それでは書き加えさせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。  

 

● 三浦会長 

 よろしくお願いいたします。  

 ほかにどなたか、山本部会長から、投げかけられたものにつきましてもお願いし

ます。  

 

◎ 山本委員 

 ありがとうございます。  

 実は、この意見は、ダイサンという地域密着型のスーパーを経営されている三浦

社長が、私どもの部会の専門委員でございまして、そこから意見提起されたものに

なります。色々またぎましたけれども、稼ぐ農林水産業創造部会で、是非こういう
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良いものをどんどん作っていただいて、成長産業振興部会ですとか、人・もの交流

拡大部会で、その良いものを外に出していただいて、それで、「秋田って良いもの

あるね」ということで観光に来ていただいて、秋田のファンになっていただき、最

終的には何人かは移住してもらうという意図があって、多方面にわたって私から提

言させていただいたものであります。色々ありがとうございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 ほかに御意見・御質問はございませんか。  

 よろしければ、ただいまの人・もの交流拡大部会の提言を本審議会の提言とさせ

ていただきますので、よろしいでしょうか。  

   

【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 次に、いきいき健康長寿部会の提言につきまして、佐藤部会長代理から御説明を

お願いいたします。  

 

◎ 佐藤委員 

 それでは、伊藤部会長に代わりまして、部会長代理の佐藤でございますが、報告

させていただきます。  

 いきいき健康長寿部会からは、重点戦略５についての提言でございますけれども、

提言書の１ページにございますように、５つから成っております。まず、提言の１

ですけれども、「健康寿命日本一への挑戦について」でございます。各委員からは、

健康寿命の延伸に向けて、何よりも健康意識の向上が重要であるという認識のもと、

具体的な取組といたしまして、減塩と野菜中心の食事、歩くことによる健康づくり、

たばこ・アルコール対策の強化、歯と口腔の健康維持、無関心層への健診受診等の

働きかけ、高齢者が楽しく継続できる介護予防方法等の普及・啓発などが必要であ

るといった意見が出されたところであります。それに基づきまして、提言といたし
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まして、すべての県民が健康上の問題で日常生活が制限されることなく長生きでき

る明るい社会をつくり上げるためには、子どもからお年寄りまで、すべての県民一

人一人が、健康について自覚を持って行動することが最も重要であるということか

ら、子どもたちに対しましては、秋田の教育資質を生かしながら健康意識の向上を

図り、健康長寿の土台をつくることが重要であり、学校等との連携による健康教育

を強化していくこと。働き盛りの世代については、企業も含めた予防対策に官民一

体となって取り組んでいくこと。高齢者については、生きがいづくりと併せ、フレ

イル等の予防を意識した対策を推進することとしております。  

 続きまして、提言２でございますが、「心の健康づくりと自殺予防対策について」

です。各委員からは、体の健康づくりだけではなく、うつ病等の精神疾患を防ぐた

めの方策として、職場・地域等における心の健康づくりに向けた取組が重要である

といった意見のほかに、自殺予防に関しては、各分野の相談機関のネットワーク化

等による相談体制の充実が必要であるといった意見が出されたところであります。 

提言といたしまして、心の健康づくりについては、体の健康づくりと一体的に進め

ること。高齢者に対しては、生きがいづくりや仲間づくりを支援していくこと。う

つ病等の早期発見・対応に向け、地域のかかりつけ医や相談機関、相談員等の対応

力を強化すること。自殺予防対策については、啓発と併せてセーフティーネットの

充実を図るほか、年代別の特徴に応じたきめ細かい地域レベルでの自殺予防対策を、

民・学・官が一丸となって進めることであります。  

 続きまして、提言の３ですが、「医療ニーズに対応した医療提供体制の整備につ

いて」でございます。各委員からは、中核的な病院へのアクセスが容易でない地域

における救急搬送体制や、県境地域の医療提供体制の充実・強化が必要であるとい

った意見のほか、高齢者に関する医療の研究等の支援、在宅療養支援診療所の地域

ごとの必要数を具体化した上での整備、複数の疾患を横断的に診断・治療できる医

師の育成などが必要であるといった意見が出されたところであります。提言といた

しまして、隣県等とも協力しながら救急・周産期医療提供体制を強化すること。大

学との連携により、高齢者に特有の疾患の予防・治療に関する研究を進めること。

地域のニーズを踏まえた在宅医療体制を整備すること。地域医療を支える総合的な

診療能力を有する若手医師等の養成に力を入れることとしております。  

 次に、提言４ですが、「高齢者や障害者等が安全・安心に暮らせる福祉の充実に
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ついて」であります。各委員からは、介護人材の確保のため、労働環境・処遇改善

に向けた支援や元気な高齢者などが福祉の現場で活躍できるような環境づくりが

必要であるといった意見や、老人クラブなどの活動の活発化、高齢者のマンパワー

を生かした支え合いや地域づくりなどが必要であるといった意見が出されたとこ

ろであります。提言といたしまして、各市町村における地域包括ケアシステムの構

築を支援し、医療・介護・福祉が連携してサービスを提供できる体制を早期に整備

すること。高齢になっても、障害があっても、生きがいを持ち、尊厳を保ちながら

自立した生活を送れる環境づくりを進めるとともに、あらゆる住民が共に支え合う

地域づくりを目指していくこととしております。  

 次に、提言５でございますが、「次代を担う子どもの育成について」でございま

す。各委員からは、里親制度の充実や児童虐待への対応力の強化、貧困世帯の子ど

もに対する学習支援の拡大が必要であるといった意見や、がん・生活習慣病のほか、

喫煙・アルコールの健康への影響、命の大切さなどに関する教育についても、学校

との連携を密にした取組が必要であるといった意見が出されたところであります。

提言といたしまして、複雑な事情を抱える子どもたちの将来が不利にならないよう

環境を整備するとともに、意欲の向上につながるような取組を拡大すること。すべ

ての子どもたちが生涯を通じて心身ともに健康に過ごすことができるよう、学校と

の連携を強化し、心と体の健康教育に取り組むこととしております。  

 最後に、総括的意見といたしまして、命の大切さや心と体の健康づくりについて

は、高齢者や働く世代への啓発とともに、子どもの頃からの教育が大切であるので、

職場や各団体及び学校や家庭教育との連携による普及・啓発活動を強化すること。 

心と体の健康づくりを推進するためには、すべての県民一人一人が健康について自

覚を持って行動することが重要であり、そのため、県と市町村や各団体が一体とな

って連携し具体的な取組を行うこと。新プランにおける様々な施策の進行管理に当

たり、統計的な分析を含めて、その検証・評価がしっかりとできるような体制を整

備することとしております。以上が、いきいき健康長寿部会からの３期プラン策定

に向けての提言でございます。よろしくお願いいたします。  

 

● 三浦会長 

 佐藤部会長代理、ありがとうございました。  
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 ただいまの提言につきまして、皆様から何か御質問・御意見はございますか。他

の専門部会からの投げかけ、御質問等は特にございませんでしたので、よろしいで

しょうか。  

 それでは、ただいまのいきいき健康長寿部会の提言を本審議会の提言とさせてい

ただきます。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した。  

 次に、地域を支える人材育成部会の提言について、高橋部会長から御説明をお願

い申し上げます。  

 

◎ 高橋委員 

 地域を支える人材育成部会の提言について、資料―７に基づいて御説明申し上げ

ます。資料の２ページを御覧ください。初めに、総括的意見として、次の３つを重

要なポイントとして挙げました。１つ目は、郷土愛を育てるための教育活動全体を

通じて、一貫したふるさと教育・キャリア教育への取組。２つ目に、地域との連携

を一層進めて、学校や地域を取り巻く課題に取り組むこと。３つ目に、県外から注

目され、人を呼び込めるような魅力ある教育活動を展開し発展させること。以上の

３つです。その上で提言にまいります。  

 提言の１「ふるさと教育を基盤としたキャリア教育の充実について」ですが、児

童生徒の郷土愛を育み、将来の秋田を支える人材を育てるために、ふるさと教育の

視点を重視したキャリア教育を、小・中・高を通じて地域と一体となって進めるこ

と。また、専門高校において、地域課題を踏まえ、社会のニーズ等に対応した教育

を進めることについて提言しております。  

 提言２「子ども一人一人の確かな学力向上を図る取組の充実について」ですが、

小・中学校では、御存知のように全国トップレベルの学力を実現しています。その

少人数学習などの特色ある取組を継続・改善することが重要であり、また、高校で

は、学力向上に向けて、少人数学級や探究型授業の導入を全国に先駆けて進めてい
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く必要があると考えております。先ほど、知事のお話にもありましたが、これから

の時代の教育であるとか、学力・能力というのは、また新たな局面を迎えておりま

すので、知識・技能という問題に限らず、創造力、表現力、判断力、思考力も学力

の中に位置づける中で、どのようにそういう子どもたちを育てていくかということ

が新たな課題となってこようと思います。  

 次に、提言３「特別支援教育の充実と共生社会の形成に向けた取組の推進につい

て」ですが、障害のある子どもの自立に必要な力を養うため、一人一人の支援を充

実させるほか、障害の有無で分け隔てをされることのない共生社会の形成に向けた

インクルーシブ教育システムの構築に向け、地域との交流等により、障害について

の理解を促していく必要があります。  

 次に、提言４「グローバル社会で通用する英語力の育成と国際理解の促進につい

て」ですが、世界中の人々とコミュニケーションを図る力を育成するため、子ども

たちの実践的な英語コミュニケーション能力を育成するとともに、国際感覚の醸成

を通じて、異文化の理解がふるさとの文化の深い理解につながっていく取組が必要

であると考えております。  

 提言５「規範意識や自他を尊重する心、豊かな人間性の育成について」ですが、

子どもが安心して学校生活を送られるように、教育活動全体を通じて規範意識や自

他を尊重する心を育成し、いじめ等の発生防止や早期発見等の取組を徹底するほか、

豊かな人間性を育む体験型学習を充実させることを提言しております。  

 提言６「学校と地域の連携・協働による子どもを育む環境づくりについて」です。

複雑化・困難化する学校の課題の解決に向けて、学校と地域が一体となって取り組

む体制の構築を図るほか、幅広く地域の協力を得ながら、すべての子どもに質の高

い学習支援を提供する仕組みづくりについて提言しております。  

 次に、提言７「高等教育の充実と地域貢献の促進について」ですが、県内高等教

育機関の活性化を図り、それぞれの特色を打ち出す取組を促進することにより、人

材育成・研究などの多面的機能を充実させ、魅力を高めていくほか、その機能を活

用した地域課題の解決など、積極的な地域貢献が必要であると考えております。  

 最後に提言８ですが、「生涯にわたる学び場の充実と学んだ成果を地域に還元す

る仕組みづくりについて」です。少子高齢化の進展により、地域コミュニティ機能

の低下などが指摘される中、豊かな人生を送るために生涯にわたって学ぶことので
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きる機会の充実や、学んだ成果を地域に還元できる仕組みづくりが必要であります。

また、芸術や文化に親しみ体験できる機会の充実や、文化遺産に触れる機会を教育

活動に取り入れていくということについて提言しております。提言の概要は以上で

す。  

 続きまして、戦略間の横断的な意見への対応について、資料―８を御覧ください。

ふるさと定着回帰部会からの御意見の趣旨は、地域課題を研究する活動への支援や、

そうした活動を行う人材の育成と企画部会で伺っております。これについては、大

学の資源の活用による地域課題の研究や、その成果の発信について、提言７の（２）

「地域課題に即した研究の促進と連携による地域貢献活動の展開」に反映しており

ます。  

 次に、いきいき健康長寿部会からの健康意識教育についての御意見ですが、学校

における健康教育は、関係機関との連携による様々な取組が既に行われており、今

後もそれを継続していくということを確認しております。当部会では、このテーマ

に関連して、健康寿命と生涯学習の結び付きに着目し、高齢者がボランティア活動

をすることは生きがいにつながり、ひいては健康維持にもつながるとの考えから、

提言８（１）の「生涯にわたる多様な学習機会の充実」の２つ目に、その要素を反

映しております。当部会からの説明は以上です。  

 

● 三浦会長 

 高橋部会長、ありがとうございます。  

 ただいまの提言につきまして、皆様から御意見・御質問はございますか。よろし

いですか。  

資料―８の横断的な意見交換につきまして、今お答えいただきましたので、山本

部会長、よろしいですか。  

 

◎ 山本委員 

 冒頭、知事からもお話がありましたとおり、過去の１００年がこれから１０年で

やってくる時代で、まさしくそうだろうと思います。これから５年後、１０年後、

この地域はどうなっていくのか、産業はどうなっていくのか、仕事はどうなってい

くのか、経済活動はどうなっていくのかということを、やはり先取りして研究する
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機関、そして教育する機関、実践するような場というのが、是非必要だと考えてお

りましたので、今回、地域を支える人材育成部会でも同じ目線で検討していただい

て、大変ありがたく思っております。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 

◎ 佐藤委員 

 ありがとうございます。２つの面から御回答いただいておりますが、最初の方は、

ふるさと定着回帰部会の山本部会長からの御回答にもありましたように、それぞれ

のネットワークを作った上でやっていくということですが、いきいき健康長寿部会

では、更に学校教育以前の段階から、生涯を通じた健康づくり、健康意識の醸成と

いうものが大事だと考えております。それも、お母さんが妊婦になったときの教育

から始めなくてはいけないのではないか。妊婦時期から授乳期、離乳期、そういう

ところから始めて、ずっと切れ目のない健康意識の醸成と継続が必要であり、それ

から小学校から中学校、中学校から高校と、変わる段階で途切れることがないよう

に、健康意識づくりの教育を続けていただきたいということが話し合われておりま

した。そのためには、親、あるいは地域を巻き込んだ健康づくり運動が必要であろ

うということでしたので、是非そういう面での意識をお願いしたいと思います。  

 もう１つは、健康問題と生涯教育の結び付きによる健康寿命の延伸ということは、

これは私たちの提言でもありましたように、提言４の（４）の「高齢者の生きがい

づくりの推進」に誠に合致することでございます。是非部会を越えた、協力し合っ

た取組が必要ではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どう

もありがとうございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございました。  

 高橋部会長、どうぞ。  

 

◎ 高橋委員 
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 学校教育の範囲内でできる問題と、そうでない問題があるのは御指摘のとおりで、

そこの辺りは生涯学習ということで、それぞれの人生のステージにおいて、いかに

生涯学習という形を県民に浸透させていくか、今後検討されなければいけないと考

えております。部会でも、そういう議論になりました。  

 また、ふるさと定着回帰部会からの、国内外における地域貢献と言いますか、持

続可能な社会づくりの分野という問題に関してちょっと補足しますと、やはり県内

に対する地域貢献度、これは実は県内に閉じる問題ではなくて、全国や世界にも共

通した問題があるだろうと、そのような議論になりました。したがって、秋田県の

課題を秋田県の教育機関が真剣に取り組んで解決することは、世界最先端の課題解

決にもつながっていくだろうと、このような議論もございましたので、補足説明さ

せていただきます。  

 

● 三浦会長 

 高橋部会長、ありがとうございました。  

 ただいまの提言に対して、まだ御質問・御意見はございますか。よろしいでしょ

うか。  

 それでは、地域を支える人材育成部会についてのこの提言を、皆様の意見も踏ま

えまして、本審議会の提言とさせていただきます。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した。  

 本当に一つ一つ丁寧に、皆様から御審議いただきまして、ありがとうございます。

全体を通して６つの提言が、今、本審議会の提言とされたわけでありますけれども、

言い忘れたというのがありましたら挙手をしていただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。はい、どうぞ、三浦委員。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 質問になりますが、最初に説明をしていただいた資料―１の第５、右側のページ
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です。基本政策の「県土の保全と防災力強化」のところであります。今この点が、

各部会の審議会での提案に盛り込まれるかどうかは分からないですけれども、現実

的に、どういう取組になっているのかということを教えていただきたいと思います。 

 

□ 佐々木企画振興部長 

 企画振興部、佐々木でございます。  

 それぞれの専門部会の皆様には、この６つの重点戦略に対応したそれぞれの分野

で熱心な御議論をいただいたところでございますが、県の仕事というのは、この６

つの重点戦略でカバーされているものではございません。様々な県民生活との関わ

りを持つ分野というものがあります。その６つの重点戦略以外の部分においても、

やはり特にギアアップして力を入れていこうというよりは、やはり着実に、忘れる

ことなく着実に歩みを進めていかなければいけないような分野というのがありま

して、そうしたものを「基本政策」ということで、庁内で検討を進めさせてもらっ

ておりまして、素案の段階では、それなりに形のあるものとしてお示しできるので

はないかと思っております。  

基本政策自体、メリハリなく平板に進めていくといったイメージを持たれると、

また違うところがございまして、ただいま委員からお話がありました防災力強化と

いった面につきましては、昨今の頻発する災害等を踏まえまして、今までとは違っ

て、河川の改修だとか洲ざらいだとか、まさに県民の安全・安心に直結するという

ところもありまして、少し内容的には充実させていきたいと思っているところでご

ざいます。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 ありがとうございます。防災・減災については、今お話があったとおりだと思い

ますが、現に災害が発災したとき、いわゆる有事の際ですが、それは単純に想定し

ても、自然災害もございますし、地勢的な問題もにわかにあるということですが、

防災・減災について多分インフラ的要素は結構高いだろうと思ってお話をお伺いし

ます。  

 現実的に発災したときの、特に７２時間ぐらいでの県のＢＣＰの状況というのは

どういうふうになっているか、分かる範囲で教えていただけますか。  
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□ 佐々木企画振興部長 

 県のＢＣＰというのは、県庁のＢＣＰですか。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 とりあえずは、まず県庁内部のＢＣＰの状況を、差し支えない範囲で教えていた

だけますか。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 私の知っている範囲内でお話させていただきますと、まず秋田県庁としては、Ｂ

ＣＰを既に策定しておりまして、例えば何時間以内にトップが役所に入るだとか、

あるいは役所の機能が何らかの事情で喪失した場合は、どこに第二の本部機能を持

たせるかといったところは整理しているところでございます。  

 市町村の動向について、付け加えさせていただきますと、私の記憶では、もう半

分以上整備は進んでいると認識しております。手元に資料がございませんので、正

確なところは勘弁していただきたいと思います。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 ありがとうございます。すべての提言・提案については、国の基本政策に関わる、

いわゆる県土の保全だとか、そういったことが安全・安心と担保されてのことだと

思います。  

 冒頭申し上げましたとおり、総合政策審議会の各部会の中にその点が盛り込まれ

るべきかどうかというのは分からないですが、続いてもう一点、県のＢＣＰの対応

状況についてよく分かりましたので、実際にその運用問題として、例えば民間との

取組状況というのは、例えばどのようになっていますか。物的流通が非常に大きい

要素を占めるので、例えば各県、秋田で言えばトラック協会であったり、倉庫協会

であったりと、いわゆる発災したときにどういう連携を取られるという取組の進度

と言いますか、状況を教えていただきたいと思います。指定していただいて、災害

協定も締結させていただいていますよね。  
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□ 佐々木企画振興部長 

 そうです。それはもう様々な業界や団体の方と、協定を結ばせていただいており

ます。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 その辺の中身については、どの程度充実しておりますでしょうか。  

 

□ 鎌田総務部危機管理監（兼）広報監（兼）次長 

 災害時の様々な応援協定みたいなものを、現在県としては、７９件、２１３社・

団体と結んでおります。そのうち、民間機関等の協定につきましては、６７件、  

８０社・団体、これは例えば、報道関係ですとか、救急・救護、輸送、物資、こう

いった諸々について、現在締結をしている状況であります。  

 

◎ 三浦（征）委員 

 ありがとうございます。いずれにしましても、そういう災害等における状況で機

動的にと言いますか、お互い能動的に連携しながら動けるような形で、取組を強化

していただけるようにということでお願いしたいなと思いました。部会に入るべき

かどうかというのは分からないので、その観点が抜けていたかなと思って、自分で

気が付いて取組状況を確認させていただいた次第です。ありがとうございます。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 はい、どうぞ。  

 

□ 佐々木企画振興部長 

 １つだけ、総合政策審議会と基本政策の関わりについて、念のため確認をさせて

いただきたいと思います。専門部会の議論をこれまでしていただきまして、今日は

提言という形で取りまとめていただいたところでありますけれども、この先、素案、

成案という段階では、基本政策も含めたものとして皆様方にお示しをして、さらに、

それを前提にして御意見を頂戴したいと考えております。素案段階、成案段階、そ
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れぞれ資料として早めにお送りさせていただきたいと思っておりますけれども、そ

れを御覧いただきまして、基本政策も含めて、何か意見がございましたら、よろし

くお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。  

 

● 三浦会長 

 ありがとうございます。  

 本日は、それぞれ専門部会で熱心に御討議いただいた提言を、本審議会の提言と

して、知事に答申したいと思いますが、よろしいでしょうか。  

   

 【委員一同異議なし】 

 

● 三浦会長 

 長時間にわたりましてありがとうございました。  

 議事（２）の「その他」について、特にございますか。  

 特にないようでございますので、ここで佐竹知事から総括していただきたいと思

います。よろしくお願い申し上げます。  

 

□ 佐竹知事 

 このプランは第３期ということで、１期、２期、３期と、それぞれ御提言をいた

だいていますけども、次第に御提言の内容も多岐にわたり、また、その内容につい

ても、大分掘り下げた内容ということで、最初の頃は非常に数も少ないし、かなり

単純な、そんなことを言うと当時の委員の方に失礼ですけれども、やや平準だった

ということで、今回は特に、かなり掘り下げた、また、時代の背景、あるいは現状

を分析した上での御提言ということで、ありがたく思っています。いくつか我々も

新たに気が付いた点もございますので、こういう点について、これから再度御提言

を我々なりに咀嚼して、どのように成案に盛り込んでいくか、また、当然プランニ

ングだけでは意味がございませんので、それを具体的な施策・事業にどう結び付け

ていくかということが、これからの予算、あるいは色々な制度の作り方ということ

になると思います。  

 その中で、今回、基本的なことで非常に大事だと思ったのは、ふるさと定着回帰
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部会の未来の秋田の姿を描く総括的な取組です。これが、今まではどちらかという

と、「心豊かに、豊かな自然の中で県民が仲良く」という、そういう散文的なもの

でした。ただ、これは逆に言いますと、今度は先ほど言ったとおり、非常に時代の

変化が速いですから、やはりある意味で、部門ごとに、もう少し専門的に、シンク

タンクという組織をつくるのかどうかは別にして、やはり今までの延長線上で、あ

るいは今までの政策の考え方では、どうしようもないというのが出てきます。その

ときに、ある程度、現場、あるいは専門家の意見を聞きながら、施策・事業の方向

性を、審議する、あるいは協議する、研究するものをつくっていく必要があるので

はないか。例えば、今、高齢化時代で、介護が大変に増えてきます。ただ、介護人

材が非常に少ない。これは、確かに待遇の問題もございます。介護制度そのものは

国の制度ということで、ある程度介護保険でやっています。これをある程度、県単

独の財源で、少し色々なことはやっていますけれども、待遇をすべて改善して、あ

りったけ満足いくようにとなりますと、これは国の介護保険制度そのものが崩壊し

ます。もう１つ、そっちに全部人が行くと、一般的な産業人材がすべていなくなり

ます。逆に、介護人材を少なくする。その代わりに給与を上げる、現場からこうい

う声もあります。本当の意味の介護は、お年寄りの相談相手、あるいはお年寄りと

の接触ですが、逆に言えば力仕事も、実は介護現場というのは非常にすごいです。

ただ、実は、介護現場へのリフトの普及は、全国で８％です。ですから、介護ロボ

ット、あるいは介護のそういう機器を全面的に使って、お年寄りは機械で扱われる

のは嫌だと言うかもしれないけども、ある意味そこは割り切ってもらって、その代

わりにお年寄りとの心と心の接触を介護の専門家の方々にやってもらう。そうしま

すと、力仕事は、ほとんどロボットがする。逆に言えば、介護人材はこれ以上増や

さなくても、待遇を良くするという方法だってあるのではないか。これ、実はある

介護関係者から、こっちの方が現実的だと言われています。確かに、一時的なイニ

シャルコストはかかりますけれども、長期的に見れば、介護保険制度がある程度維

持できます。また、先ほど言ったとおり、三浦会長は専門家ですけれども、ＥＶに

なりますと、精密機械加工業は、ほとんど半分になります。ですから、今から逆に、

そういう機械工業を介護の機器に向けることによって、準備をすることによって、

ＥＶ化したときにエンジン、あるいは様々な自動車の機器を作っているところは、

そっちにいける。  
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こういうことを、ある程度専門的に議論しながら、それを意識しながら、産業政

策をする。これは産業ばかりでなくて、教育から、医療・福祉から、全部そういう

変化が訪れますので、そういうことをやはりシンクタンク的なところで、色々なこ

とをやることが、逆に言えば人材育成にもつながります。未来の秋田の姿というの

を、もう少し散文的でなく、しっかりとした、もうちょっと目に見える形で、農業

であればこういうところには自動化して、こういうところは若い人の希望が持てる。

その代わりに、例えばコンピューター管理のできる人を、相当数育成しなければな

らないとか、今度は農業高校でそういうカリキュラムを厚くするとか、そうなって

いますので、ここのところは、我々はまさに、こういうものがベースになると思っ

ています。  

 そういうことで、今回のこの御提言は、個別の御提言プラス、ここのところを、

答えは出ませんけれども、その方向性だけはしっかり示すような形にして、それを

議論する場を、この後個別になるのか、総合的になるのかは別にして、そこをやり

ながら、その方向性を出していきたいと思います。今回は、非常にそういう意味で、

かなりレベルの高いというか、非常に分かりやすい御提言で、本当にありがたく思

っております。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。  

 また、各専門部会の部会長はじめ、各委員の皆様、本当に御苦労様でございまし

た。「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」への提言ということで、本審議会から

本日提言をいたしました。このプランは、我々の大きな拠り所と捉えています。個々

の皆さんのそれぞれのジャンルと言いますか、業界、あるいは団体、そういうとこ

ろでこうあるべきだという秋田に一歩でも近づくように、日々の仕事を通して、是

非前進行動をしていただけますようにお願いしまして、審議を終了したいと思いま

す。本日は、どうも御協力ありがとうございました。  

 それでは、事務局へマイクをお返しします。  

 

９ 閉会 

□ 出口企画振興部次長  
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 長時間にわたる御審議、大変ありがとうございました。  

 次回の審議会につきましては、来年１月に開催する予定となっております。日程

等につきましては、後日改めて御連絡させていただきたいと思います。  

 それでは、以上をもちまして、第２回秋田県総合政策審議会を閉会いたします。

本日はありがとうございました。  

 


