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（雄勝地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：産業振興（商店街活性化）～湯沢市中心市街地の活性化～

日 時：平成２４年８月２２日（水）１０：００～１２：００

場 所：湯沢市 市民プラザ

【知事あいさつ】

現場で実際に汗を流して活動している方のお話を聞き、勉強させてもらいたい。どん

な課題があって、今後どうしていきたいのか。そういうお話の中で県政運営のヒントが

出てくる。様々な支援の制度設計は我々が考えたものと現場ですれ違いが生じることが

あるが、生のお話を聞くことで現場に合ったものにしやすくなる。

また、知事の立場として、いろいろなジャンルに関する全国的な情報、他の地域の情

報を持っている。意見交換の中で、私が持っている、皆さんの活動のヒントになるよう

な情報を逆に提供できることもあるかと思う。よろしくお願いする。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

大町商店街青年部に所属。商店街は後継者不足であったり、大きなスーパーが出来た

りして、商店街として機能しなくなってきているところがある。

（Ｂ 氏）

柳町商店街青年部に所属。犬っこまつりの犬をモチーフにした取組をしており、柳町

商店街は犬っこ通りとも言われている。

（Ｃ 氏）

昨年度に引き続き、今年度もまるごとうどんエキスポを実施する。昨年は７万人の集

客、５万食の販売実績があったがいろいろと課題があったので、今年は出店ブースを増

やしたりと対応していく。また、湯沢を堪能してもらえるような取組もスケールアップ

させていく。

（Ｄ 氏）

商工会議所議員を務めている。昨年はうどんエキスポやみちのくフェアレディＺミー

ティング開催等に携わった。

（Ｅ 氏）

湯沢青年会議所所属。昨年フェアレディＺミーティングを開催し、これまで湯沢で自

動車を主としたイベントが開催されたことはなかったが、１回実施したことで様々なと

。 「 」ころから反響があり好評であった 湯沢市の青年３団体が連携して ワイキュービック

を設立し、一団体で事業をやるのではなく、一緒に規模の大きな事業等を進めている。
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（Ｆ 氏）

湯沢青年会議所、ゆざわ小町商工会所属。商店街から少し離れた地域、外から見た商

店街についても意識して活動している。モニターツアーを実施している。

（Ｇ 氏）

ジークブルガー通りで生まれ育ち、商店街の中が生活の場となっていた。今は職場が

サンロード商店街にある。ラジオパーソナリティとして、ここに集まっている皆さんの

様々な事業を広く知らしめるという役割を担っている。ラジオ局ができて10年以上経過

し、住民の中にはあって当たり前の存在にはなってきていると思う。そこから、あって

良かったという存在になることを目指していきたい。

【意見交換】

（Ｃ 氏）

昨年のうどんエキスポの際、商店街の個店の前に行列ができた。普通なら営業妨害で

あるが、ある店は自主的に店頭販売してその行列客に売り込みを行い、相当の売り上げ

があった。イベントを通じて商店が自ら活動することが大事だと思った。最初は実施に

非協力的な方もいたが、やってみると人がたくさん来て、売り上げにつながった。イベ

ントでも活性化につながることを感じた。

（Ａ 氏）

うどんエキスポという媒体を使って７万人の集客があった。自ら売ろうとしないなど

商店街として対応しきれない面もあったが、ちょっとした自助努力でそこまでできる。

、 、 。県や市から補助金をいただいたが 商店街としても課題を認識し がんばっていきたい

（知 事）

来場者の年代層はどうであったか。

（Ｃ 氏）

。 。 、幅広かった 20代から70代まで偏りはなかった 秋田市に出向いて前売りも行ったが

話を聞くと、湯沢市の秋ノ宮とか小安には行った事はあるが、商店街に来たのは初めて

だと言う人が多かった。当日の交通量もかなり多く、高速自動車道のインターが渋滞し

た。今までにないくらいに瞬間的な集客になり、交通面だとかいろんなところに弊害が

出てくるのではないか。

（知 事）

、 。高速自動車道をおりてからの信号は 通常の交通量を処理する前提でつくられている

また、個人的に湯沢市の商店街には思い入れがある。

（Ｂ 氏）

中心市街地でイベントをやることは、商店街の宣伝活動だと思う。商店街の良さを知

ってもらうことができる。しかしながらイベントをやって人が来ても、またその客が来

るかどうかとなると難しい。商店街の個店個店がもっと危機意識を高めていかなければ

いけない。昨年個店研修をやって意識向上を図ろうとした。その際何がネックか考えた

が、ここには時間を気にせず気軽に駐められる駐車場がない。大丈跡地の有効活用も市
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に要望している。難しいとは思うが何か県の方にもいい制度がないものか。

（知 事）

制度はいくらでもある。もう少し大きな視点で考えてみて欲しい。

最近では、昔ながらの観光地はだめになってきているように思う。今は都市観光の時

代になってきており、都市のビジネスホテル等に泊まって、まちなかで自分の好きなも

のを食べる人が増えた。都市に対して目が向いてきている。高齢化の中で観光客として

多くなるのは、ある程度お金も時間もある、一線をリタイアした人たち。かつていろい

ろな観光地に何回も行っているが、近場のまちなかには行っていないため、来ると新発

見があり、新鮮に感じる。そのような社会的背景があり、何かきっかけさえあれば人が

来るようになると思う。

、 、 、湯沢市の中心市街地活性化の問題は そこだけの問題ではなく 周辺の物産や観光地

大自然とセットに考えるべき。いろいろな活動をしているようだが、周辺の自然環境等

を遮断したような形になっている印象を受けた。もう少し広く考えてみるといろいろな

ことが出てくるのではないか。

駐車場の問題は運営費をいかに出すかである。無料駐車場でも運営費はかかる。例え

ば市が出すとしても、経済効果がいかに出せるかという点がポイントになると思う。角

館の場合は、あまり中心に車を入れず、少し離れたところの公有地を探し、たまたま学

校用地があり活用した。

（Ｂ 氏）

本日の会場向かいの旧大丈跡地を更地化し、舗装したが早く開放して欲しい。声を上

げていくのが大事と思っている。

（知 事）

。 、 。うどんというと高松が有名 安く食べやすく さっと食べられるお店がいっぱいある

稲庭うどんの産地としては分かるが、これからどういう戦略でいくのか。

（Ｃ 氏）

飲んだらうどんを締めに食べる、もしくはお店で一口サイズのうどんが出るというよ

うな、この地域で飲食をしたら必ずうどんを食べて家に帰るというような文化的なもの

。 、をつくれればいいのではないかと思っている 飲食店の人が商店街の人と協力し合って

常にうどんが出てくるような文化をつくりあげることが大事。これを食べて明日も元気

にがんばってください、という「がんばろううどん」のように振る舞うような飲食店が

ふえれば、お店をつくるよりも消費、ＰＲにつながりおもしろいのではないか。

（知 事）

食前にちょこっと一口サイズのものを出す等、こだわりや工夫があれば。

（Ｃ 氏）

お客さんが来たらお茶代わりにうどんを出すような、うどんの身近さを生活の一つと

して打ち出していければおもしろいのではないか。
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（Ｆ 氏）

昨年のうどんエキスポでは商工会議所や商工会などいろんな団体が一緒になって、県

も市も一緒になったイベントだった。

宮城県からのモニターツアーをやっているが、県も市も我々も、地元のイベントを目

指したモニターツアーをそれぞれにやっていて、ばらばらの方向性だった。一年間とい

う長いスパンで統一のキーワードをつくってそれに向かってイベント、集客というのを

していかないと限界がくる。統一のイベントを県と市と団体と一緒にやっていく方向に

向けていくべきではないか。

青年団体はいつも義務ばかり与えられ、県や市町村に提案するとすぐに却下される。

若者にどんとお金を預けてもっと自由にやらせて欲しい。我々はやる気満々で常に前向

きに動いている。若者が動くことによって地域は活性化されると思う。

（知 事）

海外の観光客はわびさびを求めない。漆器でも少し派手目のものが好まれる。中国に

は川連漆器が好評。中国の富裕層は10万円単位をお土産とするが、そうすると秋田では

漆器しかなかった。あとは銀線細工だが、中国は金でないとだめだという。

ようやく４月に、県と市と観光協会が一つとなった観光の機能合体組織ができた。Ｐ

Ｒでは県も市町村も観光協会もパンフレットをつくってとばらばらで、これを一緒にま

とめた方がいい。観光の先進地はみんな進んでいる。例えば仙北市は市の観光課と県の

振興局と地元の観光協会と一緒にやっている。横手は県と市の役所が一緒になった。よ

、 。うやくここはそういう形になって それぞれ別にやるよりもきちんとしたものができる

我々もいかに調整してやっていくかだ。

（Ｄ 氏）

商店街の活性化として２つ考えられるのは、日常の中での周辺住民の方に来ていただ

くことと、外部から観光として来ていただくことだと思う。イベントやお祭りで観光客

は来るが、日常的な形で観光客の方がいらっしゃるような商店街の対策ができていない

ように感じる。

誘客について、ＰＲはしているが、どうしても交通の面で来にくい場所なのではない

か。県主導でバックアップしてほしい。新幹線は山形からの延伸は出来ないのではない

かと思っている。できれば秋田新幹線を日に２本か３本でも大曲から湯沢に、という形

はできないだろうか。

（知 事）

横手は新幹線がなくても、北上と秋田市の中間にあり、秋田県の高速道路の表玄関に

なっている。

山形新幹線と結びつければだいぶ違ってくる。確かに新幹線延伸は地域の悲願だが、

現実の問題としてなかなか簡単ではない。ＪＲは費用を出さないため、地元で負担する

となると、秋田県の公共事業を３年間ストップしないといけない。それができるかどう

かだ。新幹線の要望は私たちの次の世代にとっては捨てられない。今はとにかく道路に

力を入れている。象潟―酒田間は25年に予算化になると思う。今までは山形との連携が

なかったが、ようやく一緒にやるようになり、それが少し波及効果になって象潟の方が

ほぼ開通になった。問題は、高速道路ができるまでどうするか。できるまで５、６年は

かかるが、それまでどうやって引きつけるかである。
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（Ｅ 氏）

商工会議所と青年会議所との話し合いの中で、中心市街地の活性化について、テーマ

がはっきりしない。中心市街地をなぜ活性化しないといけないのか、という理由が分か

らないまま話し合っているので、いつも結論がでない。青年会議所では、観光客を連れ

てきても商店街に見せるもの、案内する所がないので、中心市街地にちゃんと見せるも

のが欲しいと、観光をテーマにした商店街の活性化を考えている。

しかし実際に店の現状を見ると、あくまでも地元の人向けの商店が中心であるため、

視点をがらっと変えて、観光客向けでなく、地元の人が使う商店街として特化して、飲

食店など夜間人口を商店街の周辺に集約して、この中にいかに人口を集めてまちを小さ

くしていくかという方向も考えられる。車に乗れない世代も多い。観光客を受け入れて

活性化させるか、人口をここに集約して、普段使い勝手の良いところにするのか、その

議論がはっきりしないままに商店街を何とかしようと話し合っているのでは、結論は出

ないしはっきりとした効果は出ないのではないかと思っている。

（知 事）

Ｅさんが今言ったことは非常に大事だと思う。秋田市の中心市街地の活性化の場合は

コンパクトシティ化を目指している。郊外に住宅街がかなり広がってきているが、郊外

に店がない。確かに郊外には大きなスーパーがあるが、高齢者は車を運転できない。中

心市街地が歩いて楽しめる、買い物ができるところとなることによって、本来の人口移

動を抑えながら少しずつ抑揚をつけられる。中心市街地が何らかの機能をしないといけ

ない。

しかし、そうであっても観光の要素は残すべき。そういうことをしても、どうしても

人口減少は避けられないとすると今までの供給力をオーバーフローする。その部分に観

光客、交流人口を当てるとすると、やはり観光的なものも全くの無視はできない。どう

。 。いう特徴をつけるかだ 角館は観光を前面に押し出した中心市街地の活性化をしている

ここがどういう位置づけをするかだ。しかし呼び戻すのは難しい。マンションがここに

建つくらいの都市人口でもない。湯沢の周辺にはまだそんなに有名になっていない観光

地もあるが、非常にいいものはある。そういうものと結び合わせながら、この中心市街

地を活かすというもっていき方をすると、自然に、地域に住むお年寄りや地元の人にと

って助かるという機能ができてくる。これは皆さんが市の職員と一緒に考えないといけ

ない。半々にするのか７対３にするのか１対０にするのかその割合が難しい。

私が一番ここで興味があるのが、組合病院跡地をどうするのかだ。大仙市が病院を移

転しなかったことは、中心市街地の活性化の柱となった。何を柱にするのか、イベント

も大切だがイベント以外をどうするのかが課題だ。

（Ｇ 氏）

今の子どもたちは色々なスキルを持っている。地元でなければできない経験を高校生

にしてもらい、地元でも何か楽しい経験ができるという機会をつくっていきたい。子ど

もたちが休みの日にちょっと友達と着飾って出てくる場所がない。自分たちのお小遣い

でなにか時間がつぶせるような場所があれば、それだけで随分違うのではないか。湯沢

に対する思い入れが今の子どもたちは薄くなってしまうのではないか。

少し前には飲んだ後に稲庭うどんを必ず締めに食べる、というお店が夜の湯沢のまち

にあった。日常的に湯沢に来るビジネスマンに対して、湯沢の夜のまちとしてのアピー

ルが結構大きいのではないか。湯沢のいいものを使ってその場所で湯沢をアピールする
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というようなお店があってもいいのでは。湯沢にこんなにいいものがあるんだというこ

とをどう伝えていけばいいのか、歯がゆい思いがある。うどんエキスポでいろんなうど

んを食べたが、改めてやはり稲庭うどんがおいしいと感じた。同じように感じた人も多

いはず。

（知 事）

外から見ると湯沢は奥ゆかしい。湯沢にはおいしいもの、おいしい酒のイメージがあ

る。特に湯沢は「うめぇ酒っこ飲める」というイメージが非常に強い。この活かし方を

どうするかだ。

秋田市のエリアなかいちに、おしゃれをした若い人が集まっている。都市のムードや

全体のムードがあれば、若い人が出てくる。お祭りをやると秋田にこんなに子どもがい

たのかと驚くぐらい子どもが集まる。子どもたちは出たがっている。いかに自由な形で

。 、出たがる雰囲気をつくるかだ それはソフトでつくるものとハードでつくるものとあり

まちづくりの中でそういうスペースをつくるか、市の都市計画も関係してくる。子ども

や若い人の目線、感じ方が非常に大事。

（Ｃ 氏）

今の子どもたちは七夕と犬っこのときだけしか湯沢に来ない。自分達が高校生の頃は

おしゃれしてバスに乗り、デパートに行ってレストランでパフェを食べるのがステータ

スだった。子どもたちが湯沢に遊びに来るきっかけを商店街で考えてくれれば。

子どもたちの郷土愛をどのようにして育んでいくかという視点も大事。湯沢はおもて

なし上手。人はいいが商売っ気が少し足りない。

（知 事）

横手と湯沢は隣同士だが、かなりイメージが違う。雄平仙のラインで、大曲、横手、

湯沢とあって、将来的に新庄に、という形がある。ところが、この連携があまり感じら

れない。男鹿、秋田、仙北は完全に連携している。広域的なものが必要。

湯沢市のジオパークについて、学術的なもの、勉強の場のものと観光とどういう形で

つながるかだ。湯沢市民にもまだ浸透は浅いか。

（Ｄ 氏）

市の主導で、認定を受けられるところに来ている。 印象としては一部の人が盛り上が

っていて、これからどうやって広めていくのかという段階で、まだまだ浸透はしていな

い。地熱発電との関連もあるが、まだまだ発展段階にある。

（Ｇ 氏）

ある人に「外側に地形的なものがあって、中がないがしろになっているのでは」と言

われた。市内の中にもジオサイトはあるが、どうしても郡部中心になっているので、も

う少し中の方も出して欲しいのではないか。ガイド講習をやると人は集まるが、まだ一

般的なものになるには時間がかかるのでは。

（知 事）

湯沢は年間通していろいろな行事やイベントがあるが、何の湯沢か、その「何」が出

てこない。越後湯沢と間違えられるのは、全国に「何」の湯沢、湯沢の「何」というも
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ののイメージがないのでは。戦略的に「何」を常にしゃべったりして、口コミを続ける

のが大事。

（Ｆ 氏）

ツアー客に行ったアンケートでは、湯沢というと自然というイメージ。何年も観光Ｐ

Ｒをやってきているのに、お客さんに全然浸透していない。稲庭うどんが立ってきてい

るのだから、これに付随すべき。

（知 事）

酒好きからすると湯沢は酒、うまい酒と言ったら湯沢だ。ポピュラーで、簡単で単純

なものほどいい。酒でも何でも何か一つ徹底して、必ず「何とかの湯沢から来ました」

、 、 。というように 何回も何回も繰り返し言って 全てのポスターにも書いていくのがいい

自然は、日本全国に自然がある。

（Ｆ 氏）

いろんなものがありすぎる。ブラッシュアップして、ストーリーをつくってＰＲして

。 。 、いく必要がある ７万人も人を集めたうどんがすごい やっぱり一つのものに特化して

。 。うどんを立ててメインにしていくべき みんなで伸ばそうという気運をしていかないと

そのために県や市や我々も一緒にやっていくというのがいいのでは。

（Ｃ 氏）

外から見ると大名行列、犬っこ、七夕祭りもマンネリ化してただやっているだけ、こ

なしているだけ。内部のお祭りで外部のお客さんが来ない。来ないから商店街が潤わな

い、潤わないから金をかけられない、という悪循環になっている。

イベントや祭りの外部への発信はしているが、人とのつながりがまったく見えない。

時間をかけて集客していく必要があるのに、単発の集客になっている。外部への情報発

信は、ＦＭの連携をしたりいろんな方法がある。大曲の花火のように、県外からお客さ

んが来てくれるようなイベントを目指すべき。情報の発信の仕方をもう少し大きく、東

北６県という考え方でできればいいのではないか。

（知 事）

25市町村の観光ポスターを見たが、どこ向けのポスターなのか、どこのポスターなの

か分からない。秋田の外への情報発信の統一感がない。ポスターは分かりにくいものこ

そ、頭に残る。分かりやすさより、分かりにくいものが疑問になって残る。

、 、 。湯沢でつくるＨＰ ポスターにも必ずうどんを入れて 徹底していったらいいのでは

外に打って出すのに、５年間どうやっていくかだ。５年などの大きなスパンでやって、

核となるものは前もって発信していくこともできる。そうすることで脈絡が出てくる。

都市計画やまちづくりといったハードなものにも延長させることができる。そういう取

組に振興局もはまっていくことが必要。農業では今そうなってきている。ほ場整備の段

階で、そこでできたものがどのように加工、販売されるかということを全部一体として

考えている。

（Ｆ 氏）

県職員の担当が代わってしまう。一緒に一生懸命やってきても、次の年にぱっといな
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くなってしまう。

（知 事）

一定の方向性をオフィシャルにしてしまえば人が変わろうが基本線は変わらない。今

はネットの時代、ネット戦力を最大限に利用していくべき。市町村によってやる気が違

うが、やる気がある所と我々も一生懸命やりたい。ぜひやりましょう、５年くらいのス

パンを組んで。

土崎の神明社の曳き山祭りで電線が邪魔だということがあったが、曳き山サミットを

５、６年後に誘致するということになり、電線の地中化が実現した。そういうことだと

思う。

（Ａ 氏）

市役所や駅の改築など、この５年間が大変。おそらくこの５年間が湯沢市の明暗を分

ける。これからの５年間である程度方向性を決めていけたらいいのでは。

振興局にもゆざわおがち売込み班というのもできて、連携しながらやっていきたい。

（Ｆ 氏）

自分達が企画・実施した温泉メインのモニターツアーでは、広告媒体として泥湯が一

番売れるが、泥湯まで行く道路は大型バスが通れない。道路をよくすれば、川原毛の辺

りまで行きやすくなる。地熱発電の辺りを見たいというお客さんもいる。道路さえ広げ

てもらえれば、観光客を小安、秋ノ宮、泥湯の三大温泉でつなげられるのではないか。

（知 事）

昔林道だったところか。

（局 長）

そうである。舗装はしてある。

（Ｆ 氏）

川原毛地獄はお客さんも結構感動している。バスが１台でもすれ違える幅になれば、

もっとお客さんを呼ぶことができるのだが。

（知 事）

道路構造が十分ではない。例の土砂崩れで今バック工事をしているが、実情は十分分

かる。

（Ｆ 氏）

もっと大型バスが入れれば、バスツアーなどＪＴＢと組めるのだが。

（Ｅ 氏）

はじめ小安をメインでツアーを組んでいたが、あまり集まらず、詳細を秋ノ宮、泥湯

と変えていった。泥湯だとバタバタっと注文が入った。
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（知 事）

泥湯と川原毛地獄、特に川原毛地獄は知らない人はとってもびっくりする。私が県庁

。 。 。にいた頃にはかなり大きな計画があった かなり予算もかかることだ 問題意識はある

どういう形で統一感を出していくかが問題。例えば花輪は駅舎を花輪ばやしのデザイ

。 。 、ンとしている 何のイメージの湯沢を出すか ５年間の計画があればストーリーができ

我々も支援等しやすい。

仲見世復活とはどういう意味か。

（Ｄ 氏）

大町商店街に東北で一番古いアーケードがあり、その中の商店街が雰囲気のいいとこ

ろであったが、なくなってしまった。旧大丈跡地を使って、フリースペースショップを

設けて、起業を考えている方のバックアップをしていった。ああいう商店街があればい

いなということで仲見世という名前を使い、七夕のイベントにぶつけた。ブースを出店

した方で、５店が実際にお店を構えている。

（知 事）

ＦＭは県内で３番目にできたのか。上手くいっているようだな。

（Ｇ 氏）

できたのは秋田市に続いて２番目。数年前までは上手くいっていた。開局から数年間

黒字で運営できているのは全国的にも珍しいと言われていて、それは本当に地域の企業

のおかげ。最近は暗に違わず経営的には少し…。

（知 事）

だいたいの受信範囲はどのくらいか。

（Ｇ 氏）

、 。 、 、北は大曲辺りまで 車だともう少し届く ただ どうしても地形的に市内であっても

院内や高松など山の陰になると聞こえなくなる所がある。防災面でも、いざという時の

体制を市の力を借りながら少しずつ整えてきている。今、インターネットを使った放送

。 、もしている 横手はいろんな所に中継局を立てて市内全域をカバーできるようにしたが

コストがかかるので、ここはインターネットを使って市内全域どこでも聞こえるという

形をとっている。ここ数年は国からの補助もなくなり、その分がまるまる赤字になって

いるのかもしれない。

（知 事）

幅広くいろんな話が聞けた。なんでもやったら成功するわけではないが、やらないで

あれこれ言うのではなく、やってみていろいろ直していけばいい。

市と県とネットワークを組むことが大事。なかなか雄平仙がまとまらないが、少なく

ともエリア内である湯沢市と合併した旧市町村とでどうやって素材を活かすか、そして

この中心市街地と結びつけていくことが大切。行政との関係も必要だ。我々も直接、間

接的にいろんなことをやりたい。５年くらいの中期スパンのモデルケースになるのでは

ないか。ぜひ、皆さん方から発案していただきたい。

、 。 。これから先 域内の人口は減っていく そういう中で交流人口をどう活用していくか
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そして高齢化の中で中心街がどういう役割を果たしていくか。この２つの目的はかなり

接点がある。ぜひ、がんばっていただきたい。

（終了）


