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令和３年度・第１回
秋田県の人材を育てるために行動する社長会議（第 2部議事録）

日時： 令和３年１１月２５日(木)１６：２５～１７：３０
場所： イヤタカ ５階 ハーモニーホール

●鈴木（秋田地域振興局部長）
これから取り組むべきことについて、とても興味深いお話を伺いました。

県の方から、産業政策課デジタルイノベーション戦略室というところがありまして、そこか
らデジタル人材の確保・育成につきまして、各種事業紹介をしていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
はい。デジタルイノベーション戦略室の小林と申します。
私の方から始めに、Ａ3の資料の説明をさせていただきます。資料の説明をする前に、こ

の資料に至った経緯というものの背景を説明させていただきます。先ほど室脇先生のお話
にあった通り、ＤＸの推進が喫緊の課題になっており、今年 4月に県庁内の各部局がデジ
タル技術の活用によって、社会変革に一体となって対応していくため、知事を本部長とする
ＤＸ戦略本部を設置しております。
行政のみならず、産業や地域課題を解決するためのデジタル化やＤＸの推進を、県庁が一

体となって取り組んでいくために設置いたしました。
これから説明いたしますデジタル人材の確保育成の資料は、前回 11月 8日に開催された

本部会議でも報告させていただいた内容となっております。
当室では、産学官の団体等で構成する秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアム

と連携し、ＩｏＴやＡＩ等の先進技術を活用した県内産業の生産性の向上に向けまして、先
進技術を紹介するセミナーや、ＩｏＴの技術体験研修会を開催するなど、デジタル技術の普
及啓発に取り組んでまいりました。
こうした中で、当室で実施したアンケートによりますと、県内事業者の多くは、ＩＣＴ活

用の専門部門がないほか、ＩＣＴを活用するための課題として、従業員のスキルを上げる企
業が 3割におよんでおりましたので、県としましても、企業の従業員の皆様のスキル向上
等の支援に取り組んでいるところでございます。
この取組は今後も継続していきたいと考えており、その内容が今回ご説明させていただ

きますＡ3の資料です。初めにお断りしておきますと、この資料のタイトルにあります通
り、案とついておりまして、現在、来年度予算を調整中でございます。この内容は予算の要
求ベースになっておりまして、査定の過程で、少し内容が変わる場合もありますので、そち
らはご了承いただければと思います。
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また、本日いただきましたご意見につきましては、事業の実施、或いはこれからの事業構
築にあたり参考にさせていただきたいと思いますので、皆様から忌憚のない意見をいただ
ければと思います。資料の説明をいたします。
初めに、左上の方の現状と課題のところでございます。県内、先ほど局長からお話があっ

た通り、人材有効求人倍率が高くなっておりまして、人手不足が逼迫しております。
こうした中で人材の関連、先ほどの室脇先生の話にもありました通り、ＩＣＴ人材という

のは、偏在しております。先ほどの室脇先生の話だとＩＣＴ企業に 7割、あとユーザー企業
に 3割、アメリカはその逆だという話でございまして、そういう偏在しているという話が
ございます。
それから、先ほど申しました通り、ＩＣＴを担う部門がない企業が 8割を超えてるとい

うような現状認識のもと、我々としましては、人材育成の目指す姿として、ユーザー企業で
は、自社の課題解決に向けたソリューションを企画、内製化できる人材の育成、それからベ
ンダー企業では、最先端のデジタル技術やＤＸの実践に必要な知見などを有する人材の育
成を目指して取り組んでいきたいと考えております。
では左側の方から説明をしていきます。
初めに、次世代デジタル人材の育成の部分でございますが、こちらの方は、我々というよ

りは大学小中高校での取り組みをまとめたところでございます。
割愛、以下配付資料により説明。
最後になりますが、一番下の県内企業のデジタル化やＤＸの推進を支えるＩＣＴ企業と

いうことで、デジタル化を進めていくためには、県内のＩＣＴ企業の役割はますます大きく
なっていくものと思います。
そのため県内のＩＣＴ企業には、ぜひ県内のユーザー企業のデジタル化を牽引できるよ

うな企業になっていただきたいという思いもございまして、県内ＩＣＴ企業の成長戦略の
支援を、成長戦略を実現するようなことを、県で支援できればなということで考えておりま
す。その他、一番下にあります、ＤＸ加速化プロジェクト形成事業では、ＤＸの先行事例を
創出するプロジェクトを今実施しておりますが、こうしたプロジェクトを実施していく中
で、県内ＩＣＴ企業のマネジメント力の向上に、取り組んでいければなというふうに考えて
いるところでございます。
続きましては中嶋より、アンケートの結果と今年度事業の内容をさせていただきますの

でよろしくお願いいたします。

●中嶋（産業政策課デジタルイノベーション戦略室）
デジタルイノベーション戦略の中嶋と申します。私からは２点ご説明をさせていただき

ます。1点目がアンケートについて、2点目が、人材育成に関する支援についてです。
1点目、アンケートについてでありますが、こちら（A３資料）の左に落としてる資料ご

覧ください。
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こちらは企業が、このデジタル化を進めていくにあたって、どのような人材を求めている
のかを明らかにするためアンケート調査を実施したところでございます。
今後、情報関連企業の他ユーザー企業を対象にアンケートを実施しますが、それに先んじ

て、社長会議の皆様にアンケートを実施し、ご回答をいただいております。
42社に調査をしたところ 11 社からご回答いただきました。
結果の概要としては、デジタル人材を採用する場合に資格やスキルが必要なのではない

かと我々としては想定していたのですが、実際に回答頂きますと、特定の資格やスキルが
「必要ない」と答えてらっしゃる方が 8割を超えていらっしゃいまして、むしろ主体性や、
課題発見力のような社会人基礎力を重視して採用しているというのが印象的でした。
割愛、以下配付資料により説明。
最後、こちら赤い紙で採用力向上セミナーというのがございますが、こちら 12月 7 日に、

コロナ禍における求職者の動向と魅力発信というテーマで、最新の作業状況や、首都圏から
のＡターン人材の採用に役立つセミナーを開催いたします。ぜひ活用をご検討いただけれ
ばというふうに思います。私からは以上です。

●鈴木（秋田地域振興局部長）
はい。ただいまの説明についてご質問等、何かありませんでしょうか。何でも結構です。

どうぞ。建設業の方が今日参加者が非常に多いんですが、建設業の方が向かうべきDXとか
の事例というようなもの、何かお持ちでしょうか。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
建設業といいますと、よく建設ＩＣＴ、ＩＣＴ施工、ＩＣＴ建機などの高価なものが注目

されておりますが、昨年度実施したリモートワーク補助金では事務所に行かずに、直接現場
に行って、そこで作業の指示を、タブレットで受けて、タブレットで作業の完了報告なり作
業報告をして、そのままご自宅に帰るといったリモートワークの事例もございました。
これは建設業に限った話ではないのかもしれませんが、そういったことも取り組んでい

ただいた事業者さんの方もおられましたので、そういった簡単なところから始めるという
のもあるのかなと思っております。

●鈴木（秋田地域振興局部長）
ありがとうございました。他に何でも結構です。先ほどの室脇先生のお話が余りにも高尚

で、非常に質問しづらいなと。デジタル化とＤＸは違うとか言われましたが。どうぞ。

●江畑（北日本コンピューターサービス株式会社）
すいません何度も登場して恐縮ですけれども、先達て、ノースアジア大学の２年生に業界

のＰＲということでやってきましたけれども、少し驚いたことがありました。ほぼ、いわゆ
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るシステムエンジニアとかＩＴエンジニアっていう言葉に馴染みがないっていうんですね。
ですから業界を選択する選択肢にすらなってないんだろうと思うんです。その時に、先ほど
デジタル人材に関しては、前提条件はいらないんですっていうようなアンケート結果があ
ったということでしたけれども、たまたまここの欄にですね、ノースアジア大学って言葉が
出てこないんですね。聞くと、学生の、４分の３くらいは地元の人だったような感じなんで
すけれども、文系の学生にも、このいわゆるそのデジタル人材を目指せるんだっていうよう
なですね、啓発活動をされてはどうかなというふうに思いましたので、一つ、意見として述
べさせていただきました。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
はい。ありがとうございます。私どもで、ＩＣＴ人材の確保育成のためのワーキンググル

ープというものを開催しておりまして、それを昨年度立ち上げたんですがその際に立ち上
げる際に、県内で情報関連の学科を持ってるようなところをまず中心に、秋田大学さんです
とか県立大学さんの先生に入っていただいたという経緯もありましたので、少しそこが盲
点だったなあと、今反省しているところでございますので、また検討させていただきたいと
思います。ありがとうございます。

●小林（秋田県立大学学長）
少しいいですか。今のこの全体の説明これ自身は全然問題ないですが、おそらく企業側か

ら見てさっきの講演もそうですけど、痛みを伴う改革っていうのをやらなきゃいけないで
すよね。だけどその痛みを伴う改革とはいったい、自分の会社では何だという辺りを、自分
の強みだとか、それから、なんでしょうかね、持っているデータだとかそういうところから
一緒に寄り添いながら、コンサルしながら、そういうところを見つけていくような、何かそ
ういう仕掛けが、やっぱり一番最初に必要じゃないかなと思うんですけどその辺はいかが
でしょうか。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
はい。ありがとうございます。
確かにその痛みを伴う改革を実行していくためには、やはり自分の強みを理解していた

だかないといけないということもありますし、その前に、やっぱり会社として、経営者とし
て、会社をこんなふうにどんなふうにしていくんだというそのビジョンというものも必要
かというふうに思っております。
私ども、いろいろ調査をしていくと、県内中小企業の多くの方々にはですねまだまだデジ

タル化はうちの会社には関係ないというような方々も多くいらっしゃいまして、やる気の
ある方々には、ぜひＤＸに取り組んでいただきたいということで、こういう形で、経営者の
皆さんと一緒に意見交換できればなということで今年度から社長会議での意見交換を始め
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たところでございます。
来年度は、経営者の方がやる気になったとしても、従業員の方、製造現場もあれば、営業

もあると思いますけども、そういった方々と、一体となってデジタル化を進めていかないと
いけないということで、経営者と従業員が一体となってデジタル化の計画を進めていくこ
との支援を行いたいと考えております。

●鈴木（秋田地域振興局部長）
ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

●佐々木（むつみ造園土木株式会社）
むつみ造園の佐々木と申します。皆様にはいつも大変お世話になっております。

今デジタル、ＤＸという話に関しては、先生がおっしゃる通り、痛みを伴ってるところまで、
どこも行ってないと思うんですが、デジタル化をやらなければ、ＤＸも進めないということ
で、デジタル化を少しずつ進めさせて頂いております。
先ほど小林課長さんの説明の通り、秋田県のオンライン助成金により、タブレットを活用さ
せて頂いております。
弊社は建設業でありますので、現場の技術指導は上司が現場で直接指導するという手法

をタブレットを使ったオンライン活用で、現場に居ながらにして指導する。又、現場で書類
作成やオンラインでのやりとりにより、現場から直帰直行できるような環境を作るべく、オ
ンライン活用を積極的に活用させて頂いております。
そのような環境を進める中で、今一番問題になってるのは通信環境問題です。建設業は比

較的山間部や中山間地も含めて、通信環境が悪い現場で施工する事が多く、通信設備環境、
要は電波塔がないと繋がらないので、都市部と地方部の整備環境の差が影響していると感
じます。これから働き方改革含めた環境を整備していくには、通信環境の整備がされなけれ
ば対応できないのではと、切に感じてるところでありますので、環境整備の観点からフォロ
ーアップして頂ければ、よろしいのかなと感じております。
それと既存機械化の自動化に関しても取り組んでおります。あるエンジニアの方と対応

してるんですけれども、以前一度間接的に県の産業技術センターの方にお願いしたんです
が、なかなか取り入って頂けなく、ある方を通じて相談をした方が、大企業のシステムエン
ジニアの下請けやってる方で、高専の学生とか個人エンジニアとか個別のつながりで、仕事
をしている方々と知り合う事が出来ました。中小企業ならではの細かい要望まで聞いて頂
き、具体的なスキームが組めるか不明ですが、今後の発展が楽しみであります。
このような体験から中小企業のニーズを取り入れる場所や機関が、形式上存在している

が現実はなく、相談できない。行政機関の技術センターの方とか優秀な方がいるんですけど、
常日頃対応しているのは、大手企業や中小企業でも開発実績のある会社たちが主体的であ
って、それ以外の産業・企業の方は、なかなか話する機会がない。そのような現状がありま
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すので、そこら辺を少し拾い込めるような具体的対応があれば、先ほど小林先生も言った通
り会社等のどの部分を本当にデジタル化できるんですかという対応も含め、お話できる機
会があれば大分違うのかなというふうに思っております。弊社では少しずつそういうこと
を進めながら、形にできるように頑張っておりますが、補助金・助成金の申請は事後申告は
取り入れて頂けないのが現状多いので、自己資金で先行投資で支出したものについても、成
果を出たものやプロセスが明確なものに関しても、割合は低くても事後申請で対象として
頂ける制度が確立されることがあれば、企業の設備投資も進むのではと感じております。以
上です。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
産業技術センターの方の話は少し置いといて、私どもにご相談いただければ適宜、つなが

せていただきます。
それとは別にですね、今県の方で、私どもではないんですが、別なもう一つのデジタル政

策推進課というところで、県外の大手の企業、県内企業だけじゃなくて、県内で解決できな
いようなスキルを持った県内企業との、マッチングをするような仕組みを来年 4月からで
きるようにということで予算化しようとしております。そういった仕組みができましたら、
ご案内させていただきたいと思います。
あともう一つその補助金は、仕組み上事前に交付決定をすることが原則となりますので、

そこは何とか御理解いただいて、事前にご相談いただければと思います。

●杉本（株式会社RBadvance）
株式会社RBadvance の杉本です。美容院をやっております。今お話を挟んでしまい何を

言うか少し忘れてしまいましたが、せっかくの機会なので、何か一言言って帰らないといけ
ないと思って、手を挙げました。非常に冒頭、講習会というか、大変勉強になりました。そ
の中でデジタル化とDXは違うし痛みを伴うというお話は、いろいろ今までに勉強する機
会はありましたが、初めて聞いた感は正直あります。
その上で、自分のところで言うとデジタル化を一生懸命やってきましたが、痛みは伴って

いますかと聞かれた時に、別に伴ってはいないよなと感じています。冒頭話の中で、芋虫が
サナギになってチョウになっての話がありましたけども、ＤＸを推進する時というのは企
業が非常に危なくなりますよという話もありました。そういった部分で、ある意味、何か補
助していただけるんであればそこに寄り添っていただくというのが、多分本道なのではな
いかと思って聞いていました。合わせてですけれども、何でもお願いしますではおかしな話
なんですが、単純に少し困ってること、今の目の前で私たちの商売で、困ってる部分につい
て話したいと思います。
うちは美容院をやっています。30 店舗ぐらいあって、そこにＰＯＳから何からいろいろ

入っているわけです。10 年ぐらい前にやはり自分のところで開発しなければいけないと思
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い、自分のところで開発して何回も何回もアップデートしたりして、もうずっとお金が掛か
っています。
そういう部分で言うと、結局今まで作ってきたものがやはり古くなってきて、先ほどの新

鮮なデータとかの話もありましたが、そこがしっかり充実してこないと、ウェブマーケティ
ングも何もあったもんじゃないと思うところなので、そういった部分をしっかりやってい
くという意味で、更新が必要だなと。更新するときに、また 10年前と一緒で、まだ自分の
ところでお金出してやるのかとなると、私はもうやらないほうがいいと思ってる。
簡単に言うと、非常に安価なもので、すごくスピードが速くて、いいものっていうのは売

っています。レンタルでございますが、そういったものにやはり変えていくべきだろうとは
思っています。ただそれ以降やるのもですね、すさまじく掛かるんですよね。だから、今何
困ってますかって言われると、そういった部分の切り換えていくべきことに対してすごく
費用がかかりますということと、もう 1点は少し勉強不足なんですが、今まで自社開発し
ているのに、はじいてないから分かりませんが数千万では効かないだけ使っています。
そうするとこれが資産としてはどうなのかということです。何かさっきの話で言えば、残

っていると。私のところでそれが幾らで残っているのかわからないですけど、新しいやつに
変えましたと言った途端にこれ全部償却しなきゃいけないのか、そこは勉強不足なんです
けど、そういったところを含めてやはり、何か動かしていかなきゃいけないと思っています。
仕事ではそういった部分が、直接的に非常に困っていることで聞いてみたいことです。
セミナーとかいろいろ先ほどご案内あったんですけども、今困っていることが直接セミ

ナーの内容に関係するわけではないけれども、そういう部分が実際には現場では発生して
います。来る前も、ほぼ県外の企業です。POSを紹介してもらうことで、今、5社ぐらい選
定しながら、全部Ｚｏｏｍで説明してもらってますが、今日来る前もですね、2時からＺｏ
ｏｍをやっていました。今足元でやっている部分でいうと、DXとは言わないデジタル化の
話かもわかりませんが、そういった部分を実際のところやっているところでございます。質
問ではないですが意見ですね。はい。ありがとうございました。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
確かにＤＸを進めていく際にそのリスクがあるということで、私どももＤＸのための加

速化プロジェクトをやっておりまして、ものになるかどうかわからないプロジェクトを実
証実験し、先行事例を作る取組を行っております。
そうしたプロジェクトを作っていただいて、成功すればそれを横展開していくというよ

うなそういう事業もやらせていただいております。
あと、システム更新の費用が莫大にかかるという話は、大変参考になりまして、今後事業

を考えていく上で参考にさせていただきたいと思っておりますけども、ぜひシステム更新
にあたっては、県内の ICT企業さんに入れていただければと思います。
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●杉本（株式会社RBadvance）
ずっと秋田県内の企業さんだけです。1回だけ大阪の会社がありましたけど、秋田銀行か

ら紹介されてずっとそれなんです。だけども、やっぱり駄目なんです。これ正直な気持ちで
す。だってよければ今でもいいんですもんそれ。いや、本当は、10 年前に作ったやつを売
りたかったんです。それ自体を、専門の美容院などに売りたかったんです。やはりさっきい
ろいろな５社から話を聞いてますって言ってたところですか。実は美容院の人たちが売っ
てるんです。専門的なものを売っているんです。実は俺 10 年前にやろうと思っていたのに、
全然追いつかなかったなっていうのが正直な気持ちです。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
ちょうどまさしくDXということで、今までこれまで美容院だけだったんですが今度は

そのシステムを販売するというですね。

●杉本（株式会社RBadvance）
そうしたかったんですが、結局、なかなか苦労するところも間違っているのかわからない

けども、うまくいかなかったっていうのが正直あります。

●小林（産業政策課デジタルイノベーション戦略室室長）
大変参考になりました。

●鈴木（秋田地域振興局部長）
それでは、デジタル人材の話はここで一旦終了いたしまして、2部の後半になります。

公益財団法人秋田県ふるさと定住機構からＡターン事業関係についてご説明をお願いした
いと思います。兼子専務様よろしくお願いいたします。

●兼子（公益財団法人秋田県ふるさと定住機構）
ふるさと定住機構の兼子でございます。今日は皆さんに、Ａターンの関係事業についてご

説明をさせていただきます。現在の雇用情勢はなかなかの売り手市場で 9月の有効求人倍
率が 1.57 ということで、高止まりしてるような状況の中、私どもは県外からの人材を、獲
得しようということで秋田にみんなで、Ｕターンということを、Ａターンと言ってますけれ
ども、それのお手伝いをしているところでございます。書類袋の中に、今日ご説明する資料
がありますのでご覧いただければと思います。
まずこの、令和 3年度、ふるさと定住機構事業概要というのがありますけども、こちらを

少しご覧いただきまして、これで簡単に説明していきたいと思います。
割愛、以下配付資料により説明。
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私からのご説明は、これで終了したいと思いますよろしくお願いいたします。

●鈴木（秋田地域振興局部長）
はい。ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご質問等ありませんでしょ

うか。

●須田（秋田地域振興局長）
すいません。最後になるのかな、今までのところ全体を通じて、質問を、せっかくなので、

小林学長に質問をしたいんですけど、先ほど、江畑社長、佐々木社長なかなかデジタル分野
とか、建設分野の人材、学生が注目してくれてないんじゃないかというそういうような話も
あって、業界の方からは、文系の学生であっても、現場で十分活躍できるので、文系の人間
も含めて、来て欲しいんだというような話もよく伺います。
県立大は理系の大学なんですけれども、学生たちの最近の就活行動っていうのが、もう大分
前からものすごく変わってますよね、私たちの時代と比べて。
もうそれこそリクナビマイナビ中心で、おそらくそれぞれの業界の情報が取れないという
ようなことは、学生はそもそもなくって、情報を多分選択しているんだろうと思うんですけ
れども、何か最近の学生のそういう就活の動きで、学長から見て何かこれはどうなのかなみ
たいな点あったら、もしご紹介いただければと思います。

●小林（秋田県立大学学長）
今の直接の質問でこれはどうかなってのは、特にそういう感じはしないんですけど

マクロで言うと、今から 10年ぐらい前は、会社が推薦枠を出す。だから、優先的に、この
大学からは何人取りますので、ぜひ、推薦してくださいという推薦制度ってのは、すごく多
かったんですね。ところが今の学生はそれは一切嫌いますね。だから、今言われるように、
リクナビとかそういうところで、いろんな企業の情報取って、しかも、一社に決めるわけで
はなくて、もう複数社受けて、それに採用されるわけです。その中で一社を選ぶ。
私が企業に入ったときは、推薦制度みたいなもので、私はここに来ます、他社は見ません

からっていうことで、じゃあぜひ来てくださいっていう、そんななんか、結婚するみたいな
感じだったんですけど、今はそういうのは一切ない。縛られたくないっていう感じです。
どんな企業かも、わからないのにそこにいきなり行くっていうのは自分としては、納得で

きない。だから、いろんなところを見てから決めたい。だから、途中ではどんどんどん内定
が出てくる。企業側から見ると、本当に、来てくれるのかどうかもわからない、そんな状態、
これが実際、現実ですよ。それでね、このＤＸの話に関して言うと、今大学は、データサイ
エンス教育っていうのを、文科省から、これは、文系理系に限らず、やるという、そういう
指示が出てまして、本学はもちろん理系なんですけども、理系の内容をやるわけではない。
それがさっき言ったように、いわゆるデジタル化とＤＸが違うということなんです。ＤＸが
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何かっていうと、ビジネスモデルを変えることなんですよ。企業から言えば、今のやってい
るその企業のビジネスモデルを変えるぐらいの、そういうその発想、そういう教育をすると
いうことで、これは別に文系だろうが理系だろうが関係ないんです。
本当に昔は、私も入った時には組織に入って、ある分野を担当して、物を開発するんです

けど、その専門家としてそこに参画すれば、あとは上手くいったっていうのが昔なんですけ
ど、今そんなことして売れるわけないですので、何を作ったらいいのか、何をしたら売れる
のか。そこの、感覚、そこの教育が一番必要です。
新聞に書いてあったんですけど、とにかく、高校で文系理系に分けた、これが日本の最大

の失敗だというふうに今言われてるんですね。だからそのぐらいこのＤＸっていうのは、そ
の文系理系ではなくて、会社をどうしたいのかっていう、そこの一点に限られて、それに反
応できる人材を作るというのが、今求められてるのかな、こんな感じがします。よろしいで
しょうか。

●鈴木（秋田地域振興局部長）
まだまだお話をお伺いしたいところでありますが、時間が大分過ぎてしまいましたので、

これで、秋田県の人材を育てるために行動する社長会議の意見交換会を終了いたします。
長い間大変お疲れ様でした。ありがとうございました。
引き続き、交流会懇親会のご案内です。ご参加される方は、5時半からとなっております。
もうすでに 5時半になっておりますので、三階のもえぎの間にお集まりください。
会場の方に御移動お願いします。

第 2部閉会 以上


