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令和４年度・第２回
秋田県の人材を育てるために行動する社長会議（議事録）

日時： 令和４年３月２５日(木)１５：００～１７：０８
場所： イヤタカ ５階 ハーモニーホール

○船山課長
人材を育てるために行動する社長会議を開催いたします。次第に従いまして、進めたいと
思います。開会にあたりまして、秋田地域振興局長の須田より一言ご挨拶申し上げます

○須田局長
皆様どうもお疲れ様でございます。振興局の須田でございます。
日頃から皆様方には県政の推進大変ご理解ご協力いただいておりますことに、この場を借
りしまして、お礼を申し上げたいと思います。今年 2回目の社長会議でございます。
コロナの影響で、しっかりした形でやることができなく大変残念に思います。春先にまず、
今年しばらくやれませんとお手紙を差し上げたところです。2回目も、こういう本当に年度
末押し迫った皆さん忙しいところだったかと思います。大変恐縮でございます。既ににご承
知のとおり、県政の運営指針であります新しい元気創造プランが 4月からスタートいたし
ます。前回 1回目の社長会議では、その中の選択集中プロジェクトの一つであるＤＸ、デジ
タル化の推進について、特別講演という形で、これからデジタル化を皆様方が推進していく
上で何かの参考になればという趣旨で行いました。今回は、こういう時期でもございますの
で、新年度に向けて、新たな動きであるとか、それから、4月以降、何か参考になるような
情報提供をさせていただきながら、ご意見をいただければと思っております。
例えばその一つである、4月から施行される新しい条例で、「多様性に満ちた社会づくり
基本条例」、人権に関する条例ですが、まだまだ全国的には、都道府県レベルでは、取り組
んでいるところは少数派であろうと思います。一所懸命頑張った担当が去年まで、私と一緒
に仕事をしておりましたので、今日は多分、良い説明をしてくれると思いますので、ぜひご
参考にしていただければと思います。それから四つ目の話題として、今日はハローワーク秋
田の松岡所長においでいただきまして、新卒者の雇用状況、或いは職場定着の状況等につい
てお話をいただく予定としております。ぜひ参考にしていただければと思います。
この社長会議の目的であります、人材確保と人材定着、これには何か決まった定石のよう
なものはなかなかないんだろうと思いますので、様々な角度から今後も引き続き、ご意見を
いただければと思っております。
最後に、私事ではございますけれども、公務員として今年度いっぱいで、定年でございま
す。4月からは、県を離れるという形になりますけれども、おそらく、いろんな形で、皆様
方とは引き続き、お世話になることがあるかと思いますので、もしも、お会いした際には、
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ぜひともまた引き続きご支援いただければありがたいなと思います。今日は限られた時間
でございますけれども、どうかよろしくお願いいたします。

○船山
はい。ありがとうございました。本日ご参会の皆様方のご紹介は、お手元にあります出席
者名簿に代えさせていただきたいと思います。早速ですけれども、3の情報共有及び意見交
換等に移ります。以降の進行につきましては、局長の須田より行います。よろしくお願いい
たします。

○須田局長
それでは、コロナ禍でもありますので、なるべく早い進行に努めたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。初めに、移住・定住促進課から、学生が選ぶこっちゃけインター
ンシップアワード等についてご説明をお願いしたいと思います。

○移住・定住促進課
秋田県庁移住・定住促進課の内藤と申します。
私の方からは、主に大学生をターゲットとしました、インターシップまたはそれにまつわ
る県の取組について、ご紹介をさせていただきます。お手元の資料にもありますとおり、本
日、このような流れでご説明をさせていただきたいと思います。まず最初に、インターンシ
ップについては、最近いろんなデータが揃っておりますので、大学生のニーズだったり、そ
のバックデータについて、少しご紹介をさせていただいた後に、今局長の方からお話がござ
いました、インタシップアワードという取組も行っております。そういう中から、学生さん
が今、インターンシップに対して求めているものが少し見えてきておりますので、そういっ
たところを企業の皆様にぜひご紹介をさせていただきたいと思います。それと最後の方に、
令和 4年度、新しい事業としてインターンシップにまつわる事業も行う予定となっており
ますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。それでは初めにインターンシップにつ
いてご説明をさせていただきたいと思います。
以下割愛

最後となります。秋田県、大変人口流出が激しい県となっております。高卒のうち、約 7
割はもう進学してしまって、そのうちのさらに 7割弱が県外に進出するという状況となっ
ております。県外に一度進学した大学生等に対して、県内情報を届けるというのは非常に難
しい課題であると、私たちも思っております。そういった中で、県の移住・定住促進課とし
ましては、資料にもある通りいろんな取組をやっていきたいと考えております。先ほどのオ
ンラインでのインターシップだったり、それに関わる事業のほか「こっちゃけ！」を少し改
修して、お気に入り企業を学生さんが登録して、いつでもすぐ自分が気に入っている企業の
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情報を見れるようなマイページ機能の追加や、あわせて学生さん自身に、連絡先を登録して
いただいて、県の方から、メール等で、すぐに情報をお伝えできるような改修もしていきた
いと考えております。また引き続き、昨日、一昨日と合同就職説明会を対面でやらせていた
だいておりますが、そのような対面イベントだったり、オンラインの就活イベントも引き続
き強化して、行っていきたいと考えております。こういった取組をやっていきたいと思って
おりますので、各企業の皆様には、ぜひ県の「こっちゃけ！」を活用していただきたいとい
う点と、あと、合同就職説明会等イベントにぜひ参加をいただきたいという点、また冒頭か
らお伝えしていますインターンシップの受け入れをぜひ拡大していただきたいという点を
お願いして、私からの説明とさせていただきます。以上となります。本日はありがとうござ
いました。

○須田局長
はい。ありがとうございました。県庁でも、インターンシップを受入れしていて、私も業
務の説明をしますけれども、今の話を聞くと県庁は絶対実証できないなと思いながら聞い
てました。何かご質問とかご意見とか何でも結構です。ございませんでしょうか。もしよろ
しければ私の方から突然ですが、指名して質問したいのですが正和会さんいいでしょうか。
医療法人と福祉法人の両方を持たれていて、人材集約型の職場ということで、職場の見せ方
というのは、ガイダンスを見ていても、すごく気を使われているなという印象がありますが、
インターンシップに関しては何か工夫されていることはあるんでしょうか。

○社会医療法人正和会
はい。正和会の秋元と申します。実は今年の 1月に、経営陣の理事長を始め、本部の各部
長等と、打ち合わせ等を進めておりまして、来年の 4月以降の話になりますが、今お話あり
ましたとおり長期の休み、夏休み冬休み等を利用して、インターンシップ行います。有給い
わゆる報酬型のインターンシップを開催しようと、来年度の予算計上もしております。4月
辺りから各学校にご説明して、学生に広く知っていただく考えです。医療、福祉の方を知っ
ている学生と、異業種を目指している学生さんにも、医療福祉の方に少し目を向けていただ
きたいなというねらいもございます。来年度は、このような方針で進めようとしているとこ
ろです。以上です。

○須田局長
病院とかでは、時々よく聞く、報酬を付けてと、それは福祉法人もですか。

○社会医療法人正和会
とりあえず社会医療法人の方で行う予定ですが、社会福祉法人の方は検討中であります。
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○須田局長
ありがとうございました。何かご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
一旦ここで一つ目の課題は終了させていただきまして、次に移りたいと思います。どうもあ
りがとうございました。それでは、二つ目でございます。二つ目は、今年、来月から施行さ
れます、秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例、新しい人権条例でございますけれども、
これにつきまして、あきた未来戦略課からご説明をお願いいたします。

○あきた未来戦略課
先の秋田県議会で可決されました、秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例について
説明させていただきます。この条例は、つい数時間前、公報に掲載され公布されました。た
だ、条例の制定がゴールではなくて、これをスタートとしまして、まさにこれから差別の解
消、多様性に満ちた社会づくりに取り組んでいくということになります。後で説明もいたし
ますが、実際に差別等の解消を図りまして、条例名ともなっている、多様性に満ちた社会を
実現するには、県民一人ひとりがこの問題について考える必要がありますし、行政、事業者、
県民のそれぞれが協力して取り組む必要があると考えております。本日、お聞きいただいて
る皆様にもご協力をお願いしたいことがございますので、よろしくお願いいたします。
初めに、この条例制定の経緯ですが、一つの大きなきっかけは、本県でも問題となりまし
た、新型コロナに関する誹謗中傷でした。新型コロナに感染した家庭が、地域で特定されて、
誹謗中傷を受けたといった話は、皆さんも 1度は耳にしているかと思われます。
また事業者が攻撃されるというようなこともありました。こうした新型コロナに関する
誹謗中傷・差別が、大きな問題となっていたわけですけれども、差別という切り口で県内の
課題を考えた場合、これまでの行政の運営の中でも、これ以外にも様々な差別があるという
ことが分かっております。本県では、ＳＤＧｓの基本理念でもある誰 1人取り残さない、包
摂的な社会を目指していますが、様々な差別がそのハードルとなっていることを、コロナ禍
を通して、再認識したということが、条例制定の経緯となりました。
様々な差別を再認識したところで次に、その現状を把握する必要がありました。具体的に
どのような差別があって、どのような対策が必要とされているか、様々な方法で調査を進め
ました。まず初めに 5月から 6月にかけて毎年、県民 5000 人に対して実施している、県民
意識調査というものがありまして、その中で差別等の項目を追加しまして、県民がどの程度
差別を感じて、どのような差別を感じているか、尋ねさせていただきました。結果を見ます
と、頻度にかかわらず、何らかの差別を感じていたという人の割合は、合計で 62％。また、
全く感じることがないとした人は 32.2％ということでした。これを年齢別に見ますと、若
い年齢層ほど差別を感じている人の割合が高く、年齢が高い層は差別を感じていない人が
多いと、そういった傾向となっておりました。このほか、差別の種類についてですけれども
若い層では男女の性別に関する差別を多く感じておりまして、年齢が高い層では、障害に関
する差別を多く感じているというような結果がありました。この調査のほか、不特定の方を
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対象にした調査として、昨年の 7月から 11 月までの間で、Ｗｅｂアンケートを実施しまし
た。頻度にかかわらず、何らかの差別を感じていた人の割合では、合計で 70.4％と、県民意
識調査よりも高い割合でした。その他年齢層ごとの傾向などは県民意識調査と同様の傾向
にあるということでした。またこういった不特定多数の方への調査のほか、差別への対応を
行ったり、学識経験のある方を委員としまして有識者会議を実施したほか、地区別に様々な
形の意見交換会を実施しまして、また、デリケートな問題を取り扱う場合は個別の意見聴取
を行ってきました。お渡ししています、このリーフレットを開いていただきまして性別や障
害など当事者の方だとか、支援者の方から、こういうことで傷ついたと実際に話のあった行
為を、まとめさせていただいて記載したものです。こうしてまとめたことの意味合いは、ま
た後で説明させていただきます。意見交換会の話ですが、別の視点でも考えていかなければ
いけないと、そういったことも出てまいりました。50 代の商工関係の方から次のようなお
話がありました。人権の教育が進んできて大部分の人は、差別や悪質クレームなんていうこ
とはしない、する人というのはごく一部の高齢の方が多い。それは、高度経済成長期に仕事
をがむしゃらに頑張ってきた人たちで、今のような人権教育があったわけでもなく、やって
しまう。ただ、県がやろうとしていることが、こういう人たちを非難するものとすると、県
が考える多様性に満ちた社会にはたどり着かない。こういう人たちは、むしろそっぽも向い
てしまうんだ、こういった趣旨の話でした。実はこういった趣旨の話というのはここだけで
もなく、何度か出てきています。この話は先ほどお話しました県民意識調査や、Ｗｅｂアン
ケートの結果とも繋がってまして差別の感じ方などが、若年層と高齢層では、大きな開きが
あります。差別の主な原因は、無意識の思い込みや理解不足であると言われていますが、こ
れは言い換えれば悪いと思ってやっていないということになろうかと思います。昔からの
価値感というのは、すぐには捨てきれませんので、そうした根本的なものを変えるというこ
とは非常に難しいことだと思います。ですから、我々がまず取り組んでいかなければならな
いというのは、そういった価値感を変えるということではなくて、知らず知らずにやってし
まう行為で、多くの人を傷つけることがあることを多くの人に知ってもらうことではない
かと考えました。大抵の人は何の得もないのに人が傷つくと知って、人を傷つけるというこ
とは、しないと思います。価値感や、考えが変わらなくてもこうして行為が変わってくれば、
非常に暮らしやすくなってくるのではないかと考えています。ここにありませんが条例の
第１条には多様性に満ちた社会づくりの定義がありまして、全ての県民が個性を尊重し、多
様な文化や価値感を受け入れ、互いに支え合う社会の形成と、規定しています。様々なやり
とりを背景として踏まえて、悪いことは禁止すればよい、処罰すればよいといった単純な構
成ではなくて、こういった規定も検討することとなりました。
また条例は法令の一種ですから、一定の形にのっとって規定しなければならないという
ことがありまして、規定できることというのはどうしても限定されてしまうということが
あります。これだけで必要なことを伝え切ることは難しいため、指針を策定することとして、
どういったものが差別に当たるか、配慮しなければならないこととしてどういったことが
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あるか、記載することとしました。その指針の内容をかいつまんでまとめさせていただいた
というのが、先ほどのこのリーフレットということです。条例の施行が来週 4月 1日です
ので指針のウェブサイトでの公開は 4月 1日ということを予定しておりますけれども、県
の差別等に関して対応のお考えがあるというような場合は、ぜひご覧いただければと思い
ます。また、指針の中ではこうした具体例の他にも留意していただきたいということをまと
めています。条例は、差別の解消を目指して基本理念として差別をしてはならないというこ
とにしておりますけれども、この規定によって、新たな差別が生まれることがあってはなら
ないと考えています。リーフレットの見開きの右下の部分ですけれども、その他注意が必要
なところがありまして、この条例は差別を禁止しているということを逆手にとって、知らず
に差別をしてしまった人を逆に非難したり、差別したりということがないよう配慮を求め
ることなどを記載しています。また、一番上の点ですけれども、差別の例外を記載していま
す。差別をしてはいけないというのはこの条例もそうですし、日本国憲法第１４条、法の下
の平等でも言われていることですが、やはり例外があります。例えば、男女の性別を限定し
た求人は行ってはならないということは法律でも決まっていることですが、例えば、女性の
いない職場や、女性の割合が 4割未満の場合は、女性に限った求人をするということは認
められています。このように、やむを得ない理由だとか、合理的な理由がある場合は、他と
異なった取扱いをすることは、差別に当たらないと考えられます。こうした理由のある場合
は、その理由を相手に説明して、理解を得ることが大事ですので指針はそういった注意点も
記載しております。条例・指針の概要については以上です。
少々話変わりますけれども、新聞の記事で民間の調査で秋田県の寛容性に関する指標が、
全国でも非常に低いレベルにあり、その中でも、若者や女性に関する寛容性が低いといった
結果が出ていました。そしてその寛容性の低さと、県外に転出してしまうということの関連
性が書かれています。意見聴取でもこれと同じ趣旨の話が複数出てきています。例えば、ム
ラ社会的な感覚による多様性を受け入れない空気が若い人たち、特に女性が秋田に帰れな
い理由だと思う、このような意見等がありました。先ほど移住・定住促進課の話にもありま
したように、本県では人口の流出が問題になっており、いわゆる社人研の人口推計では、本
県の人口は令和 27 年には 60 万人とされています。こうした問題への対応のためにも、こ
の条例にある多様性をキーワードにして、若者や女性の声にも耳を傾け、感じている差別を
解消していくということも、県全体の課題として取り組んでいく必要があると考えており
ます。
最後リーフレット裏面です。この 4月 1日からの取組としまして差別等の相談窓口をあ
きた未来戦略課に設置いたします。差別を受けても相談先が分からない、そういった声をお
聞きしていましたのでそういう方たちの最初の窓口になることを想定して設置することと
しました。差別等でお悩みの方がいらっしゃった場合は、ご紹介いただければと思います。
また差別等に関する理解促進に関して皆様にご依頼もございます。来年度の事業としま

して差別の解消に関する 10分程度の研修動画を作成することとしています。これを動画配
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信サイトや、ＤＶＤといった形で県内の事業所や、関係団体にお渡ししたいと考えておりま
すので、職場などでご覧いただければと考えております。作成のためには、少々時間をいた
だきますが、完成の際は、様々な方法でお知らせしまして改めて依頼したいと思いますので、
ご協力くださるようお願いいたします。やはり、この条例は理解促進ということが大切です
ので、各年齢層に応じたいろいろな広報啓発を行ってまいります。そういった様々な場面で
ご関心を持っていただければと思います。多様性に満ちた社会づくりに関する説明は以上
です。ありがとうございました。

○須田局長
はい。ありがとうございました。何か皆様の方からご意見ご質問等ございませんでしょう
か。これは課の方としては、当面は、普及啓発を中心に力を入れて、深めていくというそう
いう考え方でしょうか。

○あきた未来戦略課
そのとおりです。ウェブアンケートを実施しまして、やはり年齢層ごとに、こういった方
法であれば、学びたいというのが大きく違っています。若い世代ですと、YouTube の動画
広告等が良く、一定の高齢層の方は新聞でした。あと全体に関して言うとテレビが一番良い
というような話がありまして、そういった年齢層が受け入れやすいメディアを活用しまし
て広報啓発を進めていこうと考えております。

○須田局長
はい。ありがとうございます。これも一つ突然ですけども質問していいですか。秋田銀行
さんいいですか、店舗を持っている企業は、いろんな意味でハラスメントを受けやすい、お
客さんとの間でも、店舗の中でも、何か取組は進んでいるでしょうか。

○秋田銀行
はい。秋田銀行の県庁支店の古関でございます。
ただいま須田局長様がおっしゃった店舗内でのハラスメントという観点で、対お客様と
銀行員という関係性でお話すると、店頭で特に差別的な扱いを受けるということは近年ほ
とんどありませんが、例えばお客様が「今日この取引をしたい」というときに、お客様がイ
メージした通りに進まないと、暴言を吐かれたりという経験は昔であれば一部存在しまし
た。ですが、近年においてはお客様との間で差別的な発言というのはどの支店でもなかなか
見受けられないと思います。パワハラセクハラいろんなハラスメントがありますが、職場内
において昔はパワハラでなく指導や教育と呼ばれていた形が今や一部がパワハラと呼ばれ
る部分もありその線引きが難しくなっていると感じます。昔においては「指導」だと思って
いたところが、今の時代はパワハラと捉えられるケースもあり、指導する側と指導される側
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のとらえ方の違いはあるようです。管理職は、時代の流れに沿い、気遣いながら、指導の範
囲で、より本人が腹落ちするような指導を意識する必要があると考えています。現在、当行
では職場内、そして対お客様においても、差別やハラスメントという点で気になるところは
ないと認識しております。以上でございます。

○須田局長
ありがとうございます。職場においては、差別がどうこうというよりもまずは、職場の内
部の人間関係が円滑になるような配慮かなとに思いました。何かご質問ご意見等ございま
せんでしょうか。

○イヤタカ
イヤタカです。弊社は生業として結婚に携わっておりますので、先日の知事のパートナー
シップ宣言の会見を見てから会社としても動かなければというところで動いてます。この
点について質問ですが、秋田県でのパートナーシップ宣誓証明制度の取組や、また秋田市で
も同様の取組を始めるというところで進められていますが、そのような県・市の方向性や方
針に基づいて民間企業としても同調して動きたい場合、県・市の方針に賛同している旨を企
業として発信しても良いものか。また、企業として活動していく場合には具体的で前向きな
相談窓口みたいなところがあればお示しいただきたい。

○あきた未来戦略課
性的指向、性自認に関しては、リーフレットのパートナーシップ宣誓証明制度申請窓口の
ところにあります次世代・女性活躍支援課の方で、いろいろな相談を受け付け、この申請も
受け付けていくということになります。4月 1日から、これをしていくということを聞いて
まして、これをやることによるメリットがどういったものかというと、まずは公営住宅への
入居について戸籍上の性が同性同士であるということから夫婦じゃないから入れられませ
んだとか、公立の病院の入院の際、家族じゃないからお見舞いに行けなかったりだとか最初
に当事者の方から挙がってきてまして、そういったことを夫婦と同じように扱えるように
ということを、まずは取り組んでいくと聞いております。
自分たちでこういったことができるそういった話があった場合は次世代・女性活躍支援
課にご相談いただければと思います。以上です。

○須田局長
よろしいでしょうか。大野さんのご意見もっともで、本当に秋田県ではやっぱりその性的
指向に関しては、オープンに話し合えるような環境がまだまだ少ない中で、お客さん相手の
仕事でなかなか大変だと思いますので、あとは担当課の方に、そこら辺、ぜひ、悩んでる点
とか情報提供していただければ施策として反映していくということも可能だと思います。
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よろしくお願いしたいと思います。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
この後、未来戦略課の担当は仕事の関係で中座いたしますので、もし何かご質問ご意見あり
ましたらば、私どもの事務局の方に、おっしゃっていただいてもお伝えしますので、よろし
くお願いしたいと思います。それでは三つ目の議題に移っていきたいと思います。説明は秋
田銀行さんで昨年の秋に立ち上げをしました就職情報サイトキャリピタＡＫＩＴＡについ
てのご紹介をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

○秋田銀行
改めまして秋田銀行県庁支店の古関と申します。はじめに、本日出席予定でございました
弊行常務の三浦ですが、急用につき欠席になりましたことをまずはお詫び申し上げます。本
日は常務の三浦の代理で出席させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいた
します。先ほど須田局長様よりご紹介に預かりましたが、秋田銀行では、就職ポータルサイ
ト「キャリピタＡＫＩＴＡ」を開発・運営しております。このソフトウェア開発にあたって
は、この会の一員であります、北日本コンピューターサービス株式会社様にお力添えをいた
だいております。県内における就職ポータルサイトといたしましては、秋田県様が運営する
新卒向けサイト「こっちゃけ！」や、秋田県ふるさと定住機構様が運営する秋田Ａターン支
援サイト「あきた就職ナビ」がありますが、キャリピタＡＫＩＴＡはこれらのサイトとの相
乗効果によって、さらなる県内就職促進を図ることを目的としております。また、これまで
の社長会議での皆様のご意見を参考にしながら、このサイト開発にあたっていることを申
し添えさせていただきます。それではキャリピタＡＫＩＴＡにつきまして、本部担当者の加
藤より詳細を説明させていただきますので、よろしくお願いします。
それでは、キャリピタＡＫＩＴＡの詳細を説明させていただきます。
秋田銀行にて、企業の人材支援を担当しております地域価値共創部の加藤と申します。本日
はよろしくお願いいたします。まずはこのような場で弊行が運営しております就職ポータ
ルサイト「キャリピタＡＫＩＴＡ」のご紹介の機会をいただきましたことをお礼申し上げま
す。資料の説明に移る前に、銀行が人材支援を行うというイメージがなかなかないかと思い
ますので、まずはその点から、口頭で簡単に説明させていただきたいと思います。金融機関
による人材支援事業の開始の背景にあたっては 2018 年の銀行法改正がございます。この銀
行法改正にあたりましては、金融機関が、そのネットワークや信用力を通じ、地域において
「人材をつなぐ」という主体的な役割を担って欲しいという、内閣府や金融庁の意図もあり、
弊行は 2019 年の 11月より、「人材支援事業」を開始しました。このような背景から、弊行
では人口減少や少子高齢化といった地域課題を解決するために、人材支援という分野を今
後の未来を担う事業として、そして重要な事業として位置付けておりますので、これを念頭
にお聞きいただければと思います。では時間も限られておりますので、キャリピタＡＫＩＴ
Ａの説明に移らせていただきたいと思います。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、後程
ご質問やご意見をちょうだいできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
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それではお手元のキャリピタＡＫＩＴＡのご紹介という資料をもとに説明させていただき
ます。
以下割愛
最後になりますが、キャリピタは 5年先、10年先を見据えた秋田への未来への投資だと考
えております。県内企業の成長、そして県内経済の発展のために開発したものですので、こ
のキャリピタＡＫＩＴＡをはじめとして、秋田銀行全体を挙げて施策展開を進めて参りた
いと考えております。以上拙い説明ではございますが秋田銀行からの説明とさせていただ
きます。ありがとうございました。

○須田局長
ありがとうございました。皆様方から何かご意見ご質問等ございませんでしょうか。それ
でちょっとせっかくなので、質問させてください。最後の方でちょっと触れられてましたこ
の取組の大きな目的というのは比較的小さな、大きくない、県内の企業の皆さんが、様々な
人材確保に、しやすい環境を作っていこうということで、企業側にとって様々魅力的な仕掛
けであったりそういったものを設けられていてとてもいいかなと思うんですけども、もう
一つ大事なのはやっぱり、求職者の方学生さんたちがどれだけ登録してくれて、なおかつス
カウト機能を使ってくれるかという辺りだと思うんですけど、その辺その人数を確保する
ための取組といいますか、そこら辺ちょっと、ご説明いただければと思います。

○秋田銀行
ありがとうございます。秋田県内の現状という点では、これからハローワークさんの発表
もあるかと思いますが、当行がとらえている現状として、大学、短大、または専門学校を卒
業予定の人数は年間約 3千名と捉えております。この三千人の中で、県内に就職するのは
五割に満たない割合になっておりますので、この県内就職率を向上させていきたい、人数と
しては増やしていきたいと考えております。このような背景から、当行では以前から連携協
定を締結しておりました秋田大学、秋田県立大学、そして国際教養大学、これらの大学とさ
らに連携協力を強化するという意味合いで、去年の 11月に連携協力宣言を行いました。連
携協力を背景に、各大学の就職ガイダンスをはじめ、就職関連イベントに登壇させていただ
くなど、まずは県内大学を中心に登録者を募っている状況です。その後も、ノースアジア大
学や日本赤十字看護大学、秋田公立美術大学といったそれぞれの大学においても同様に連
携協定を締結するなど、さらに裾野を広げており、今後は秋田県内の卒業予定者を登録者と
して確保したいと考えております。サービス認知度の向上が当面の課題であり、Ｗｅｂ広告
をはじめ、テレビＣＭなどを通じて、認知度と信用力を向上することで登録増加を図ってい
きたいと考えております。対して県外の大学等につきましては、YouTube 上でのCM放映
においてエリアや年齢層でターゲットを指定するなど、Ａターン情報を届けられるような
体制の整備を検討しております。以上です。
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○須田局長
ありがとうございます。いかがでしょうか何かご質問等ございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。最後に触れていただきましたけれども、今、こちらにご出席いただい
ている社長さんたちも、その特定の分野の専門的な知識を持った学生さんを欲しいという
ような方々もたくさんいらっしゃると思いますので、逆にその求人側の方からの要望につ
いて受けとめていただいて、いかにその求職者側に効率的に人を集めてくることができる
かというあたりをぜひ工夫していただければありがたく、私が言うのも変な感じですけど、
していただければありがたいなと思います。こちらの方も一旦、ここで終わってよろしいで
しょうか。ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、ハローワーク秋田
から、現在の新卒者の就職の状況、或いは定着の状況等についてご説明をいただきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

○秋田公共職業安定所
ご紹介いただきました、ハローワーク秋田の松岡といいます。まずは、このような情報提
供の機会与えていただきましてありがとうございました。続いて、日頃、参加の皆様、ハロ
ーワークの業務に常日頃ご理解とご協力をいただいておりこの場をお借りしてお礼申し上
げます。ありがとうございます。私からはお手元の方にお配りしております資料、表紙が 1
で最近の雇用情勢について令和 4年 1月という 1枚 1枚でカラー刷りの表紙がついたもの
の資料を使って、少し直近の雇用情勢、それから学卒関連の情報についてお話をさせていた
だきたいと思います。ちょっと座ってお話をいたします。
以下割愛
ということで私から以上になります。ありがとうございました。

○須田局長
皆様方から何かご質問等ございませんでしょうか。お願いします。

○羽後設備
羽後設備の佐藤と申します。今の説明の 4 ページ、5 ページ、大変興味深く、拝見しま
した。この中に、私も思い当たることがあります。特に高校生の定着率はなかなか難しいと
ころはある、という認識をしています。。問いの 9－2 を拝見すると、大卒と高卒とほぼ比
例的に並んでいるなかで、傾向が逆転するところがありますね。仕事が面白くないとか、キ
ャリアップするためと、理由は述べられているのでしょうが、推測するに高卒の方は、社会
との接触が圧倒的に少ない、言ってみれば少年少女。親御さん或いは先生がここはいい会社
だから行きなさいと言われれば、自分であまり判断もしないで入社する。それで不適合でお
辞めになるケースが多いのかと思います。こうした例は当社でも過去例があります。
一方で、先ほど局長が指摘された、秋田県の不寛容に関するショッキングなアンケート結
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果、それと離職の相関を、他の地域の局の調査があれば、比較をしてみるべきだと思います
が、同じような調査をしている局があれば、お示しいただければありがたいと思います。
それから、一昨年経験した事例を申し上げたい。当社の長い歴史の中で初めての事例でし
たが、若い大卒の 2年目の社員が、仕事と自分の特性が合わない、元請けの現場の監督さん
と反りが合わない、ついては退社したいという話があり、他部署への転籍を考えようと相談
している矢先に、東京の弁護士事務所からいきなり通知が送付されてきて、内容は退職手続
きは一切当該事務所でやるので、当日以降当事者は出社しないというものでした。こちらは
当事者とコミュニケーションを取りながら検討している最中だったので、大変当惑しまし
た。その後、このような転職アドバイザーのごときロイヤー、法律事務所が最近、東京で流
行っていると聞くんですが、実態は把握されておられるでしょうか。

○秋田公共職業安定所
はい。今、ご質問或いはご意見いただいた中で、貴重な現場の声ということで、受けとめ
させていただきたいと思います。実はこの調査も、ずっと過去から離職率の問題、離職が問
題になってまして、その中で実はなかなか誰も実態を分かっていない。じゃあ何でそういっ
た新卒の方、どういう理由で辞めているのかは分かっていないというのがあって、それが毎
年毎年議論の中で出てくるので、まずは調査をしてみましょうということで、秋田ハローワ
ーク管内だと数も知れますので県内という形で、やってみたということなので、他県といっ
た全国的に、じゃあ他でどういったことやってるのかというところまではまだ、今現在、確
認もしてませんので、それは、少し労働局を通じながら、情報を集めてみたいと思いますし、
もしそういった比較ができるような形であれば、今後これを活用して、いろいろ企業の方に
お願いをしていく形になるので、もう少し他県と比較をしてみたいとは思います。ただその
中で、実はこの離職率は全国で数字が出ていますが、秋田県、割と中卒はほとんどいないん
ですけれども、高卒は全国よりは低いです離職率が、唯一、大学短大が少し高いぐらいです。
そういった意味では、他も秋田よりも高いぐらいですから、同じような理由であったり或い
はもうちょっと特殊的な事情もあるのかなとは思うんですけれども、あとその中で、我々自
身もこれを見て、よく県内企業の条件、賃金が安いとかそういったことがあって、結局、県
外に出た方と自分の待遇を比較して、馬鹿臭いから辞めちゃうとかっていうのもあるのか
なと思ったんですが、実はそんな形ではなかったと。だからこれを見て思ったのは我々当事
者としての感想なんですけれども、やはりそういった条件というよりは、何かあったときに
相談できる人だったり、或いはせっかくもう元々こういう条件で秋田へ残るんだという覚
悟で入ったわけなんで、そこをフォローできるような組織としての体制を何とかまず作っ
てもらえれば、多少は防げるのかなというのを感じたところであります。ただそうは言って
も、やはり転職に関してということなので、我々の方へ求職に来られた方というのは当然、
今在職している企業さんとの関係というのもありますので、そこら辺については当然、しっ
かり、お話し合いをした上でという形には、窓口では、必ずそういう話をするようにはして
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いるつもりなんですが、それがそういった民間の会社になるのかもしれないんですけれど
も、立場上、やはり使用者と労働者というと、労働者の方がどうしても立場が弱くてどうし
ていいか分からないといった方というのはやはり結構いらっしゃるのも事実だと思います
から、辞めれるんだろうかと、言ってどうなるんだろうかという不安を持ってる方もいらっ
しゃるというのは我々の窓口でも感じていますが、ただ、秋田県内では、そういった話って
いうのはあまり聞いたことがないので、おそらく県外ではそういった転職活動を今、やはり
なんか売りにするっていうんですか、転職したい方は、登録どんどんしてくださいというの
で、それを今の会社との退職の部分も引き受けて、転職活動面倒見ますよっていうのは、多
分、商売としてやってるところがもうすでに出ているんだなあというのを、今改めて感じた
ところですし、それに対して、規制ができるのかというと現行の中では、実は労働者、自由
に辞めれますよという形になってますので、なかなか規制はできないんでしょうけれども、
ただ、やはりそこら辺は人間関係の中の問題なので、どうしても、人と人との繋がりの中で
しっかり本当は話し合いをしていただくのが一番だろうと思ってますし、そういう窓口で
のお話をさせていただいてるという状況なので、県内ではそこまではないと思いますけれ
ども、実は詳細、そういうところが、どの程度あって、どういうサービスをしてるのかまで
はちょっと把握しきれてないのが実態ではある。申し訳ございません。

○須田局長
はい。ありがとうございます。佐藤社長の言わんとしているのは多分その離職とか、キャ
リアアップを図るっていうときにも、企業としてちゃんとフォローして、その子にとってい
いような次の人生を、ちゃんとお手伝いしていきたいと思っているというその点を、多分言
いたかったんだと思うんです。そこら辺をみんなで考えなきゃいけないかなと思います。
何か他にございますでしょうか。はい。お願いいたします。

○加藤建設
はい。加藤建設の鎌田と言います。せっかくですので、要望を 2点 3点、移住・定住促進
課さんの集計の方で、マイナビさんの集計かなというのを見させていただいて、こちらはや
はり大企業に就職を希望する生徒さんの比率、学生さんの比率が多いのかなと私は感じて
おりまして、できれば秋田県の「こっちゃけ！」さんとかに登録されているような秋田県に
就職を希望されるような学生さんの数字、おそらく母数は少ないというお話になるのかも
しれませんが、ぜひそういったデータもご提示いただければ参考になると思います。あと秋
田銀行さんのサイトを、実際当社も使わせていただいております。初期設定が一部難航し、
何回かヘルプデスクさんの方に電話しつつ、担当の方からご指摘を受けた内容を修正いた
しました。有料の就職情報登録サイトというのは結構、そこら辺の融通が利く部分があるの
で初期回りの設定、「こうやったらここの画面が実際はかぶる」などをわかりやすく示して
いただき、利用しやすいよう配慮、工夫いただければなと思っております。秋田銀行さんの



- 14 -

サイトの方には、まだこれからの母数が集められると思います。「こっちゃけ！」さんにし
ろ、秋田県のＡターンのナビサイトにしろ、同じような情報提供をぜひ、秋田県の仕事、秋
田銀行さんの仕事というふうに分けないで、両者の情報共有なり、提供する層まで学生さん
の母数を増やしていただければ、利用する企業側としてはすごくありがたいというふうに
思います。ぜひその垣根の方を取っ払って、ご協力いただいて、県外に出た学生さんが、秋
田に帰ってくる時の検索に、引っ掛かるような企業になれればと思いますので、よろしくご
検討いただければと思います。以上でございます。

○須田局長
ありがとうございました。何かコメントございますか。よろしいですか。

○移住・定住促進課
先ほど秋田県の学生さんのニーズとかそういった調査についてですけども、確かに私、今
日紹介させていただいたマイナビさんだったり、リクナビさんだったり、大手就職情報サイ
トさんの情報をもとに、データを蓄積しましたので、大企業だったり首都圏の学生の、そう
いったところの学生さんが多いというのは多分あると思います。一点ご指摘いただきまし
た県内就職を希望する方のニーズですけども、そういったことを今年のこの令和 4年のこ
の 5 月にやるインターンシップのオンラインセミナーというものを、今企画しておりまし
て、4月の中下旬から実際学生さんの募集も始める予定にしておりますけども、その中で学
生さんのアンケートにそういった今求めているインターンシップだったり、そういったも
のに対してのアンケートを行う予定にしております。その結果につきましては多くの企業
にも享受できるようにアンケートの中身を含めて考えていきたいとも考えておりまして、
この私どもの資料の 25ページのフィードバックというところに、少し下の方に小さく書い
ておるんですけども、そういったことも考えていきたいと思いますので、県内の企業を希望
する学生さんのニーズも少しずつ集めて、それを確実に各企業さんに提供していきたいと
考えております。

○加藤建設
ありがとうございます。実際当社の方に営業に来ていただく大手の就活サイトの東北の
営業の担当の方とよく情報交換させていただくんですけれども、当社は建設業なので、建設
業のインターンシップのやり方についてとか、ちょっと特異な一般の企業さんと違うよう
な部分についてアドバイスしていただいております。そういったものも秋田県さん、秋田銀
行さんの方、私たちにもまた情報提供いただければ、ありがたいなと思いますので、これか
らもご指導よろしくお願いします。
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○須田局長
ありがとうございます。他に何かご意見等ございませんでしょうか。今の加藤建設さんの
ようなご意見について、メール等でも、事務局に寄せていただいても結構ですので、ぜひ、
気がついたことがありましたらお知らせください。それから、今のハローワークからのご説
明の新卒者の状況ですけれども、コロナの影響かどうか分かりませんが、県内志向が強まっ
てきている中で、皆様方のご努力のかいがあって、大分その新卒者の皆さんのご希望をすく
い上げることができたなと数字を見てはっきりそれが見て取れると思います。本当にあり
がとうございました。引き続きどうか一緒によろしくお願いしたいと思います。それでは時
間になりましたがもう一つだけお伝えしたいことがあるようですので、ここで全体の司会
の方に渡したいと思います。どうもありがとうございました。

○船山課長
はい。どうもありがとうございました。それでは次第の 4のその他の方に移りたいと思
います。時間がちょっとオーバーしておりますけれども、本日秋田市企業立地雇用課さんの
方で、ご参加いただいておりまして、お手元の方に、令和 4年度の事業の資料がございます
ので、説明の方をお願いしたいと思います。

○秋田市役所
すいません時間のないところ秋田市役所の山田と申します。お手元に配らせていただき
ました。こちらのブルーの資料ございますでしょうか。ない方、おりましたらお知らせいた
だければお届けいたします。

以下割愛
いろいろありますけれども、ぜひご活用していただきたいと思いますので、私の方までご
連絡いただければ、ご説明いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。お時間いた
だきましてありがとうございました。

○船山課長
はい。ありがとうございました。今の令和 4年度の様々な事業の説明につきまして何か
ご質問等ございますでしょうか。何かご質問がありましたら、秋田市さんの方にお問い合わ
せいただければと思います。どうもありがとうございました。時間も過ぎてまいりましたの
で、これをもちまして、本日の会議の方を終了させていただきます。なお残念ですけれども、
今回は懇親会はございませんので、ご了承いただければと思います。以上をもちまして、令
和 3年度第 2回社長会議を終わります。来年度も引き続きよろしくお願いしたいと思いま
す。本日はどうもありがとうございました。

以上


