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                        （北秋田地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：協働～県外出身者から見た北秋田の魅力再発見～

日 時：平成２４年７月３１日（火）１４：００～１６：００

場 所：北秋田市 北欧の杜公園管理事務所 第一研修室

        

      

【知事あいさつ】

少子高齢化社会、経済活力の低下等様々な課題に直面している中で、それぞれの地域、

個々が、それぞれの状況にうまく対応していくことの積み重ねが、全体の課題の解決に

つながるのではないかと考えている。

これからは外との交流が地域の良い面を引っ張るようになると考えている。私の生ま

れは角館で、県で一番の観光地。あれだけ人が来るので様々な情報が入ってくる。また

厳しい批判、批評にもさらされるが、それをステップにしている。地域を見つめ直す中

で、自分たちだけでというのは難しい。多様な情報を得て対応していく事が大切。外か

らの目、客観的に見ることが大事になってくる。秋田県出身でないみなさんから、この

地域で暮らしてみて気がついたこと、あるいは物の考え方の違いなどお聞かせ願いたい。

違いが非常に大切なので、全員が秋田県人でないという会は私は初めてだが、こういう

集まりも良いのではないかと思う。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

神奈川県出身。地域おこし協力隊。新聞で地域おこし協力隊を知り応募した。来る前

と来た後で自分自身が変わったと思う。

（Ｂ 氏）

和歌山県出身。主人の祖父母の実家がある北秋田へやってきた。

（Ｃ 氏）

東京都出身。妻の実家がある大館へ。妻の実家の家業が農家で、自分でも畑を一部借

りて栽培し、ネット販売や地域のレストランへ卸している。地域の方に支えられており、

地域に恩返しをしたいと思っていて、将来的には農家レストランや直売所ができたらと

思っている。

（Ｄ 氏）

栃木県出身。地域おこし協力隊。もっと違った生き方をしてみたいと思っているとき

に協力隊の存在を知り、自分のしたいこととマッチするのではないかと思った。

（Ｅ 氏）

宮城県出身。震災後移住した。野菜を育てたときに物事は立派に再生するのだなと思

った。せっかく育てたものをどうせなら一人ではなく色々な人に食べてもらいたいとい
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うことから店をはじめた。

（Ｆ 氏）

岩手県出身。大学４年生。ピアサークルに所属し、中高生にピアカウンセリングを行

っている。

（Ｇ 氏）

東京都出身。地域おこし協力隊。以前チュニジアで国際協力の仕事をしたが、割と豊

かな国で、日本の地方都市の再生の方が大事ではないかと思った。地域おこし協力隊の

説明会で大館市の説明を聞き、住みやすそうだと思った。

（Ｈ 氏）

東京都出身。内陸線サポーターとして活動し東京から通っていたが、いっそ定住しよ

うと決意。今は自営業で内陸線と沿線の活性化を目指して着地型の観光振興を行ってい

る。横のつながりをつくるような取組、機会があればいいと思う。

【意見交換】

（局 長）

北秋田地域に住んでみて、住む前のイメージと住んでみてのイメージ、良い所悪い所

含めてお聞きしたい。

（Ａ 氏）

地域おこし協力隊の募集の記事を見てすぐ応募した。面接のために現地へ向かう途中、

見たことのない景色の中で遠くまで来たものだと思いながら、田園風景に癒されたのを

覚えている。集落に着くと住民の方々が待ってくれていて、ニコニコしながら自己紹介

を聞いてくれた。集落の人からすれば、若いのが来たなと久々の感覚だったと思う。そ

の瞬間から心を分けていただいたような、面接に来ただけで元気をいただいた。心のあ

たたかいところだなと感じた。

実際に暮らすようになってからも毎日のように様子を見に来てくれたり、野菜や山菜

を分けてくれたり世話をしてもらった。遠い所に来たのに家族が増えたような感じがし

た。秋田県民はシャイな面もあると思うが、とことん優しくしてくれる。集落の人たち

のサポートだったり、優しくしようと思ってこっちに来たが、逆に私たちがご飯を食べ

させてもらったりサポートしてもらったり、考えていた以上に優しかった。

（知 事）

小さい集落というのは毎日同じ顔と向き合い、一軒一軒全部分かるわけで、最初よそ

から来た人が珍しくて興味が湧く。若者からの刺激もあり、お年寄り方はもう一度若く

なったような感覚になると思う。特に素性のわからない若い人というのは集落の人にと

って好奇心をかきたてる存在であり、エネルギーになっていると思う。集落の方が行動

する、しないは次として、好奇心というのは何をやるにしても大事であり、地域おこし

協力隊にはそういう側面があると思う。そして次のステップがあると思う。
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（Ｄ 氏）

地元の方々は引っ込み思案ではない。気がつくといろいろやってくれている。今年か

ら畑をやっているが、知らない間に支柱が立っていたり、こちらの事をよく見てくれて、

サポートもしてくれて、すごく好奇心のある集落だなと感じる。こちらの呼びかけにも

反応してくれて、集落のお母さんたちが集まってくれる。キムチを漬けたり、新聞を使

ったエコバックをつくったり、こちらの投げかけに対して応えようという姿勢をすごく

感じる。

（知 事）

秋田の集落は昔から同じ人が住んでいて、生活水準もだいたい皆同じ。何かやろうよ、

という言い出しっぺがおらず、言い出すとその人が目立ってしまう。田舎に行けば行く

ほどその傾向が強く、良いことでも遠慮しがち。言い出すと周りの人たちも「なんであ

いつの言う事を聞がねばねのや」という空気を出す。しかし、よそから来た人はそうい

う空気を知らないし、言い出しやすい。逆に地元の人もパッと言い出してくれる人に飢

えているのかもしれない。誰かがやってくれというところがあり、それで集落が小さく

無機質になっていき、自発的に動くのがどんどん難しくなっていく。しかし農村部のお

じいちゃんおばあちゃんには、「本当はやりたいんだよね」という気持ちはあると思う。

（Ｂ 氏）

私の集落は 30 軒ほど、皆家族のようで、来た時も野菜をたくさんいただいた。北秋田

市から、集落で直売所のようなお店をやってくれないかという話をもらった時は、「誰か

が引っ張ってくれれば手伝うんだけど」という方が多かった。その中でもやりたいとい

う人はいて、集落で一番若い私も声をかけてもらい、集落の生産組合でこれからの出店

を話し合っている。やっぱりよそ者の方がやりやすいのかなと感じている。

（Ｃ 氏）

以前の職場に秋田出身の方がいて、私が移住を決めた時に「秋田は気をつけろ」と言

われた。それはみんな引っ込み思案だから、うまく溶け込めなかったときに寂しい思い

をするという事だった。私自身身構えて秋田にやってきた。最初の１年はとにかく地域

に溶け込もうと思っていろいろな所に顔を出した。やはり最初は私の事が分からないの

で、挨拶しても返してくれなかったり、受け入れてくれない人もいた。

しかしだんだん慣れてきたのもあるが、義母の存在が大きく、地域の方々も義母の存

在があるからつながりが確認できるのか、ぽつぽつと声をかけてもらえるようになった。

私は「わげもの」として今は家族のようにかわいがってもらっているが、何もつてが

なく、自分より年を取っている方が地域に溶け込むのは難しいのかなと感じた。

（知 事）

秋田の人は本当にとっつきにくい。美味しいものも「なんもうめぐねすども」と勧め

たりする。秋田の人はひねくれているのかと思われる。悪気があって言っているのでは

なく、謙遜の謙遜で言っており、初対面の人には謙遜するという姿勢がある。しかしそ

ういった奥ゆかしさみたいなものが通じない世の中になってきている。最近の若い人は

違ってきているが農村部では未だにそういうとっつきにくさがある。
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（局 長）

Ｇさんも、縁もゆかりもない所に住んでみていかがか。

（Ｇ 氏）

大館の人は雪は邪魔ものと思っているが、東京の人からすれば素晴らしい雪景色で、

新しいことをはじめるにあたり純粋無垢な気持ちになれた。運転は最初は恐かったが、

毎日スキーリゾートにいるような気分だった。

秋田にあって東京にないものとして、山菜がある。この地域は山菜がよく採れる。来

た当初、集落の人たちで山菜を売る通販サイトをつくったが参加してくれる人が少ない

ことと、「山菜は自分たちで食べ、おすそ分けするもの」という考え方が根強く定着しな

かった。自分も今年山菜採りにチャレンジしたが、本当に大変だった。しかしそういう

良さも含めて地元に住まないと味わえないことなので、それを移住者への売りにできる

のではないかと感じている。

この地域は準限界集落ということで、もっと悲壮感があるかと思っていた。来た当初、

地域で市から補助金を受け、将来構想を策定している最中で、「幸福度日本一」を目標に

掲げた。実際に暮らしてみると皆さん幸福そうであまり困っているようには見えなかっ

た。補助金を使って何か新しいことをやろうとなった時に、直売所や農家レストランを

やりたいという話にはなるが、よくよく話を聞くと誰かがやってくれたらいいなという

ことで、誰がキーマンかはずっと分からない状態。みんなそこそこ幸せで、秋田の人た

ちは足るを知る生活をしていると感じる。商売っ気がなく、今を生きることに満足して

いる。協力隊として、本来であれば地域の誰かをサポートしながらコミュニティを形成

していかなければいけないのだろうが、実際には自分が中心になって動かないことには

物事が動いていかないと感じている。

（知 事）

今農村集落で、じっちゃん・ばっちゃんビジネス等様々プランニングしており、上手

くいく、いかないは別として、その集落に何らかの形で問題提起している。今までのん

びりやってきたがもう少し将来考えてみてと。集落の人たちが今までと違った視点、切

り口から話し合いをはじめることが第一。プランニングどおりやって儲けるというのは

そう簡単ではない。やはり誰かがある程度のところまで引っ張ることは必要で、それは

集落の人には無理かもしれない。

東京でミズのたたきを販売した時もかなり売れた。根っこを秋田で叩いて凍らせて、

東京で味付けして売った。味付けはできるが、冷凍して売るというアイデアが出てこな

い。このネットワークがつながると転がりだすが、つなげるまでが大変で難しい。

ある程度の生活基盤があればこれほど楽しく遊べる所もない。レジャー、スポーツ、

温泉と何でもコスト安くできる。集落に行くとみんなお酒を飲んで大変そうには見えな

いがそれでは良くない。今は良いかもしれないが、このまま過疎が進んで最終的に集落

に２、３人になればどうするのか。その人たちが町部や里山に住めばそれはそれでいい

のだろうが、果たしてそれでいいのか。

協力隊は３年の任期の中で、その先の構想までは難しいと思う。私が協力隊に期待す

ることは良い意味の刺激、問題意識を与えることだと思っている。集落に住み、集落の

人たちの考え方の側面を変える、これが大事だと思う。
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（局 長）

Ｅさんは今鷹巣のまちなかに住まれているが、その中で地域のつながり、人間関係は

どうか。

（Ｅ 氏）

店を出すための土地を借りる際、はじめは誰も協力してくれなかった。最初のとっか

かりはものすごく大変。オープンまでずっと一人で作業していたが、直前になって近所

のお店の一人が初めて声を掛けてくれ、その日のうちに 10 人で集まって飲み会を開いた。

結局みんな気になっていたが、誰も声をかけず、一人声をかけると皆「実は気になって

いた」と、そういう地区なのだと気づいた。

先ほど、自分から何か起こさないと、よそ者の良さを出していかないと、という話が

あったがそのとおりで、いい意味で「ものを知らない」ということを使っていかなけれ

ばと感じている。そうやってアクションを起こすと「前からそれやりたかった」と言う

人が山ほど現れる。今年９月に文化や芸術のイベントを開催するが、秋田の人はバンド

を組んでではなく、一人で卓越した技術を持っている人が多い。そういう人たちが集ま

ってパフォーマンスできる場所をつくりたい、と話すと「ずっと考えていたのだけど先

にやられたな」と言う人が多い。でもひと声かけると倍の力を出してくれて、パワーの

ある県だなと感じている。

（知 事）

秋田の人は違う地域から来た人たちがすることをとても有難がる。地元の人が同じこ

とをやっても反応が悪い。秋田の人は遅れている、ほかの地域が進んでいるというイメ

ージなのだろう。でも地縁、血縁関係は強くて「あそこの集落のだれだれ」といえば信

用が得やすい。

Ｈさんは、鉄道が好きという事でこちらに来られていろいろ取り組まれているが、ビ

ジネスベースにはなっているのか。

（Ｈ 氏）

ならない。今住んでいるところでは私も若手なので、まだまだ頑張ろうと思っている。

（知 事）

我々も内陸線は 24 年度が大きな節目だと思っている。赤字がある程度超すと基本的な

問題としてとらえざるを得ない。大変な県費を投じている。観光、住民の足、冬期間は

特に交通が不便になるのでなくてはならない。一方で、まったく関係のない市町村から

すると、県は赤字に投資して何をやっているという声もある。

北秋田・大館地域は交流人口を増やすという事で観光に力をいれている。観光と言っ

ても昔と違って、景色を見てお酒を飲んで温泉に入ってではなく、今回の上小阿仁の芸

術祭のような新しいツーリズムも含めて、観光が変わってきている。そういう意味で内

陸線をどう活かすかは非常に大きな課題。角館は猛烈な集客力があるが北秋田方面には

余りない。だから角館で乗ってこっちにくる必然性がない。

最近明らかに観光の流れが変わってきている。香川県直島には安藤忠雄氏の地中美術

館があり、一方の集落は過疎集落で、朽ちた家、崩れそうな家がたくさんある。それを

町でちょっと直して現代アートの展示場にしている。年間ものすごい人が来る。安藤氏
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の美術館と対比になっているのも大きいかもしれない。

この前角館で新幹線に乗ったとき、10 人くらい外国人がいて、話を聞くと東京や大阪

には何度も来ていて、今回は日本の普通の田舎が見たい、農村文化、地方の文化を見た

いとのことだった。角館での宿泊はホテルではなくできるだけ地元の民宿にしたいと。

そういうツーリズムも出てきている。その辺の情報発信の仕方で変わってくると思う。

（Ｈ 氏）

それは非常に大きいと思う。先ほど山菜のネットビジネスの話があったが、山菜を知

らないと買わない。比立内の道の駅でも春は並び、一般の方ももちろん買っていくが、

どう見てもプロ、業者がごそっと買って行って、他地域で値段を高くつけて売るのだろ

うから釈然としない。山菜についてはそのまま売るよりも地元で加工し山菜料理にして

食べてもらうのが良いのではないか。比立内に旅館が１軒あって、山菜料理が美味しい。

しかし女将さんは大したことないと言う。今後は意識的にそういうものを売り込んで人

を呼び込むべきでは。

（知 事）

山菜は前処理が大変。東京のアンテナショップでもミズ等いろいろ販売しているが、

都会の人は前処理が分かっていない。ミズの皮をむかずに歯に挟ませたり、ワラビの灰

汁を抜かず苦い思いをしたり。地元の人は常識だろうが、売り出すときにレシピや下ご

しらえの仕方も添えて一緒に販売しなければならない。そういう癖が農村部にない。

旅館の料理にしても、刺身を出さなければいけないという考えが根強いが、せっかく

山間部に来ているのだから山菜と川魚で十分。その辺の仕分けがうまくない。また、変

に良く見せようとかっこつけるものだから、来る方も身構えてしまう。その辺のことを

皆さん方が地域に教えてあげてほしい。

（Ｈ 氏）

長期的な展望が持てたらいい。内陸線も一生懸命イベントを企画していて、行政もか

なりテコ入れしてくれているが、それよりも内陸線を応援する組織をきちんとつくって

いかないといけない。イベントは一過性のもの。ほかの地域の人は乗ったことがないし、

そもそも内陸線を知らない。やはりネットワークをつくって固めていかないといけない。

ところが市なり県の人がネットワークをつくってくれるかというとそこまではできない。

この年度のこの事業という形になる。自分がとなるとお金もかかるので、補助金なりを

いただけたらと考えている。長期的に支援できる体制づくりと人的配置も含めて検討し

ていただきたい。

（Ｅ 氏）

私は外貨獲得事業が少ないと感じる。まちの中でもお年寄りの考え、若者の考えがあ

って、若い人が挑戦する事業やプロジェクトを支援する形があればいいと思っている。

例えば北欧の杜にもキャンプ場があるので、キャンプ場の仕組みを少し変えてイベント

を行い、市外、隣県や県外から人を集めるようなイベントを単年でなく継続してやって

いき、外貨を獲得できれば。今は外から人が集まるイベントではなく、まちの人が集ま

るイベントしかやっていないと感じる。
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（知 事）

秋田市長を８年やっていた中で、いろんなイベントの助成・支援があったが、たいて

いは既存のネットワーク。町内会や何とか協会とか、結局は自分たちのエリアの中のイ

ベント。外に向かってのイベントはこれまでやってこなかったので、ネットワークがな

いのが現状。

今、市町村未来づくり協働プロジェクトというものをやっている。市町村と地域活力

の創造、外貨の獲得含めていろんなことをやろう、それを県がサポートしたり規制緩和

しようというもの。観光はビジネス、外から人を呼ばなければならない。

札幌の雪まつりとは違う、秋田の真っ白な雪景色を見て、雪に顔を突っ込んで喜ぶ海

外観光客がいる。我々が何でもないと思っていることがビジネスになり得る。外から人

を呼び、地元の人が一緒に楽しむ。そういう仕組みが大事。地元が苦しんでではいけな

い。目的のはっきりしないイベント、やりやすいもの、自分たちが楽しんで終わりとい

うものが多い。外から呼び込んで地元も楽しんで、ある程度幕を張りながら、しかし自

由度の高い支援ができれば。

（Ｅ 氏）

やはり外への宣伝、呼び込む力というのは個人のレベルでは相当難しい。

（知 事）

横のつながりは非常に大切。午前中、能代で脱少子化をテーマにした意見交換会をや

ってきたが、同じ地域で同じ子育て支援をしていても初対面という方がいた。意外と同

じことをやっていてもなかなか集まる機会がない。だからこの会議自体良いきっかけに

なると思う。

（Ｃ 氏）

県でも新規農業支援などをやってくれているが、他県と大差がなく、情報もネットで

探しづらい。今は秋田の魅力を感じているので、県外の方向けの情報発信がもっと上手

くできればと考えている。私のように、社会人を経験してから農業学校に行って学ぶの

は難しいなという時に、農業法人に就職するか、家族親族でやっていくかしか選択肢が

ないので、移住して農地も獲得でき、入植者同士が仲良くでき地域に溶け込めるような

仕組みがあればいい。秋田に来れば充実した農業ができる、という情報発信ができれば、

私のような仲間もふえていくのではと思う。

（知 事）

農地取得は実際に難しい。秋田市で農業試験場跡地を農地として貸し出そうとしてい

る。秋田市のど真ん中で農地をリースし、農村部でないから人が来るだろうというねら

い。農業研修センターも近くにあり、エネルギーも地中熱や風力でまかなう。実際にこ

れと同じことをやろうと思ってもまず農地がない。これは県有地だから安くリースでき

る。

今の農業関係の法律では、できるだけ外から人を入れないようにしており、我々も問

題意識を持っている。後継者問題や新規就農の支援措置などの取組はあるが、いざはじ

めようとすると肝心の農地がなく、すぱっと切れる。
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（Ｃ 氏）

全員が就農する形でないにしても、市民農園のような大きいところでできて、退職し

てきた方が移住しやすいような仕組みがあれば良い。

（知 事）

移住はやはり知名度も大きい。岩手の遠野は移住先として人気が高く、次に角館。全

国的に知名度が高い所はイメージが良い。移住政策にはものすごく人数がかかって、い

ろいろなパターンがあった方がいい。その方が各方面に情報が広がりやすい。秋田は移

住促進の仕組みが弱いと感じる。

（Ｇ 氏）

この地域に来て将来構想を考えたときに、まずビジョンを持ちましょうと話をした。

地域の 10 年、20 年後をどうしたいかと考えたときに、グリーンツーリズムや農家レス

トランなど全国各地で取組があるが、行政主導のように思う。地域、住民の方から出て

くればいい。

グリーンツーリズムのお手伝いによく行くが、やはりビジョンが浸透していないと感

じる。参加される農家さんの中には小中学生が来て楽しいという方もいるが、そうでも

ない方もいる。何のためにグリーンツーリズムに取り組んでいるのかを周知しないと。

ひとつは交流人口の増加、気に入ってくれた人には将来移住してもらえるような。修学

旅行も良いが、やはり大人の個人客、家族をふやしたいと思う。

今農家民泊をふやそうと市で頑張っているが、他地域ほどこの地域は進まない。農家

レストランにしても、いつどこに誰がオープンするというのを決めない。決めると進捗

状況がわかりせっぱつまるが、なんとなく将来できたらいいね、というレベルで話が進

み、補助金を使って先進地域に勉強会に行くが、その繰り返しで終わっている。これか

らはビジョンの浸透をどうしていくかが課題。

比内にはとんぶりという名産があるが知名度があまり高くない。もっと全国にＰＲし

ていけば売れるのではと思っている。大館の鶏めしをたんぽ状にしたものにとんぶりを

トッピングした「とんぶりたんぽ」も開発中で、新しい食べ方もあると思う。日本国内

でダメなら海外に売り込む。もっと売れても良いと思う。加工場が閉鎖するかもしれな

いという話もあるので、比内地鶏と並ぶ名物になってほしい。

（知 事）

比内地鶏は全国的な知名度がある。それをセットで売り込むとおもしろいかもしれな

い。「比内地鶏の里で育ったとんぶり」のような。その辺の売り込みが下手。

（Ｇ 氏）

比内地鶏は高価だが、とんぶりは割とリーズナブル。食育も含めて地域でもっと盛り

上げていければと思う。

（知 事）

「ゴミが落ちていなくてきれいなまちだったから」ということで秋田に移住してきた

方がいた。転勤で全国数十カ所回ったが、全国で１番きれいだと。考えもしなかった。

その辺の売り方も考えなければ。移住する人のきっかけは我々と「優れている」の視点
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が違うと感じた。

（Ｃ 氏）

町はきれいだが、畑には空き缶やゴミが多い。自然が豊かなところだと秋田に憧れて

来たので残念。その辺の教育もお願いしたい。

（知 事）

雄物川の河川敷のクリーンアップに参加したことがあるが、結構ゴミがある。ゴミは

上流から流れてくる。上流は農村地帯。見えるところはきれいだが、見えないところは

汚い。子どもの頃からの教育が必要かもしれない。

秋田の人は運転マナーも悪いとよく言われる、なかなか入れてくれないと。

（Ｆ 氏）

ピアカウンセリングで全県を回る中でたくさんの人とつながりが持てたので、岩手出

身だが秋田での就職を前向きに考えている。学校の先生と話をしたときに「就職しても

良いけど、秋田の人は県外の人を受け入れないよ」と言われた。今いろいろな意見が出

たように、行政でも県外の人を採用すれば多様な意見が出るだろうし、まち全体での雰

囲気も良くなって受け入れる理解も出てくると思う。よそものをあたたかく受け入れて

ほしい。

（知 事）

農村部ほどその傾向は強い。秋田市は 50％が秋田市外の人なのでオープンである。半

分以上が外部の人になると活性化すると言われている。

（Ａ 氏）

もっと秋田を好きだと言ってほしい。ここにいる方々は秋田の事が好きだと思う。そ

れをみんななかなか言わない。「秋田は何もない所でしょ」と言われ、「何もないですね」

と返したら嫌な気持ちになると思うのに、どうしてそういう言い方をするのか。秋田が

好きだからこの地に足をつけて生きているのだろうから、好きなら好きと言わないと。

もっと行政主導ではなく、住民の方から秋田のＰＲができればいいと思う。

（知 事）

「あんべいいな秋田県」は、今ではだいぶ馴染んできたが、当初意見として「秋田県

ではあんべ悪いことばっかりで、あんべいい事は何もない。ウソじゃないか」と言われ

たことがあるが、そんなことないだろう。県民の多くは最初から否定的に入るが、実際

はそんなに否定していない。そういう気質がある。昔なら奥ゆかしさになっただろうが。

秋田の人は良いことが言えない。まず良いことを言っていこう。そうすれば気持ちも楽

になるし、顔色も良くなる。

今日はみなさんが秋田に住んでみての感想、課題、客観的な意見が聞けてありがたか

った。今後はよそから住んだからありがたいではなく、秋田に住めば秋田県人、同じ県

民として住み続ける人は大いに地域を盛り上げていって欲しい。横のつながりや長期的

展望、外貨の獲得、移住等具体的な政策につながるような話もでてきた。それぞれ今後

の政策展開の参考にさせていただく。これからもこの地域を愛していただいて、地元住
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民との意見交換を通じ、健康に留意しながら挑戦していっていただきたい。

（終了）


