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（秋田地域振興局）

平成２６年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：若者の活気が生み出す、地域の活性化

日 時：平成２６年９月２２日（月）１０：００～１２：５０

場 所：秋田市 秋田拠点センター アルヴェ ４階洋室Ｃ

※意見交換に先立って、同会場にて、学生団体ＡＴＭＵ！の活動紹介を見学

（知事あいさつ）

本日は、皆さんがどのようなことをしているのか、将来どのようなことをしたいのか、

悩み事などをざっくばらんに情報交換をして、県の施策に反映できることは参考にさせて

いきたい。大学生は将来の日本を背負い、地域を背負っていく存在で、まちづくりには欠

かせないので、みなさんの取組を色々と教えていただきたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

今年５月から学生団体ＡＴＭＵ！代表。私は中学校理科教師を目指して勉強している。

秋田県で教師として働くために、自分自身が秋田の事を知らなくてはならない。秋田で

今後も生きていくためのスキルを学び、秋田を良くしていくためにはどうしたらいいか、

学生のうちから取組みたいと思って、ＡＴＭＵ！に入った。今回の会は大変貴重な機会。

私達の意見が少しでも県の施策に反映できればと考えている。

（Ｂ氏）

今年５月から学生団体ＡＴＭＵ！副代表。私は、秋田に残りたい。秋田でいろんな交

流会を通して秋田の人と繋がりたいという思いから、ＡＴＭＵ！に入った。私は横手市

出身で、秋田市はとても都会に思える。秋田市でこういう活動があるのは嬉しいと思っ

ている。知事とお話が出来る機会は、私達にとっても勉強になると思っている。今後の

活動をよりよいものにするために、今日はたくさん意見交換したいと思う。

（Ｃ氏）

ＡＴＭＵ！に入る前に、秋田大学のＶネットという別のボランティアサークルに入っ

ていた。そこでは既に決まっているボランティア活動に、行きたい人が参加する形だっ

たが、自分で企画して活動したいと考え、ＡＴＭＵ！に入会した。知事と意見交換する

機会はなかなかないと思うので、たくさん勉強したいと思う。

（Ｄ氏）

医学部は閉鎖的な所だが、「学生てぃーたいむ」に参加して色んな学生と交流できたの

がとてもいい経験になった。形にはまらない学生の時期に、色んな学部の人や社会の様

々な年代の人と関わりたいと思って、ＡＴＭＵ！に入会した。私は学生間のつながりに

注目して活動したいと考えており、「おとなり大学」を企画した。公立美術大学では、デ
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ザインについて講義していただき、参加者が名刺を作成、名刺交換して交流を行った。

次はＡＩＵを予定している。大学では今、血液について勉強しており、５年からは実習

も入る。これから行政についても勉強したいと思っているので、今日はとても楽しみに

思い参加した。

（Ｅ氏）

秋田北高で放送委員会に所属し、ドキュメント作品を制作するためにＡＴＭＵ！を取

材し、高校生と大学生が協力して企画していく活動でＡＴＭＵ！に接した。その体験か

ら中学、高校と行ってきた放送の活動を秋田大学で続けられるのは、ＡＴＭＵ！だと思

い入会した。動画制作やロケ等、人と関わるのは好きであり、色んな人と出会う事で吸

収できる事も多いと思っている。今日は色んな事を吸収できるよう頑張りたい。

（Ｆ氏）

大学の先輩で地域活性化について学びたいという人がいて、その先輩の紹介から、農

業体験を通してＡＴＭＵ！を知った。将来は地域に根ざした社会人として活動したいと

考えており、出来る限り他大学の学生と関わっていきたいと思い、ＡＴＭＵ！に入会し

た。これからも秋田の農業について深く考えて、ＡＴＭＵ！に企画を提案していきたい

と思っている。

（Ｇ氏）

ツィッターでＡＴＭＵ！を知り、興味を持って入会した。活動を通して地域が好きに

なり、県内全域を訪問した事で秋田の問題やいい所を知り、改めて秋田に残りたいとい

う気持ちが芽生えた。団体が出来た時は何をしようかという状態だったが、色々と活動

をして、今日こうして知事とお会いする機会をいただき、ありがたいと思っている。

（Ｈ氏）

進学して初めて秋田に来て色んな所を歩いたが、一人だとどこが秋田らしい所なのか

わからなかった。大学の講義で、ＡＴＭＵ！は秋田をもっと知ろう、町をよくしようと

いう活動をしていると知り、興味本位で入会した。皆と町歩きをしたり、秋田市から遠

い市町村で活動して、秋田は楽しいと感じるようになった。今では帰省した時も秋田の

ニュースには敏感になっている。

【意見交換】

（知事）

面白さ楽しさは自分でみつけて、自分達の力で面白がる事が大切。私は県のメルマガ

でも、真面目な事だけは書かない。

面白くなければ、サークル活動は続かない。面白さの中に色んな事が見つかる。私も今、

学生だったらＡＴＭＵ！にすぐ入る。

地方が落ち込んでいる。そんな中、皆さんはどんな秋田にしてほしいか、もっとこう

いうものがあればと考えているか。

（Ａ氏）

私達は学生で、秋田市を中心に活動しているが、秋田を知るきっかけが少ない。本当
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はあるのだが、私達が気づく事ができない。町づくりは大人だけがやるのでなく、学生

やもっと若い世代、皆が一緒になって、色んな世代が関われる様に、町づくりのきっか

けとなる方策、イベントを提示して参加する事が必要だと思う。

（Ｂ氏）

横手の大雄出身。私は田んぼの手伝いをしたり、自然に関わって遊んでいた。進学で

秋田市に来たら、自然に触れて育ってきた人は多くない。自然の良さを伝える、自然と

触れ合えるイベントがあれば学生は出てくるのでないかと思う。

（Ｅ氏）

私は秋田市旭川出身だが、私は通学路にある如斯亭を最近まで知らなかった。漢字を

読めない位だった。ああいう立派な建物があるのを、誇りに思い、周り小さい子供達も

知る機会があればと思う。

（Ｇ氏）

私も秋田市手形田中出身だが、如斯亭の存在、佐竹氏別邸だった事も知らず、市の文

化財マップ作りの活動で初めて知った。学校では教わらず、親は知っていて当然と思っ

て改めて教えなかった。自分の地域に何があるか、印象が少なく育ってきた。

（知事）

あれは私の本家の別邸。私有財産だったのを、４、５年前に市が買った。個人所有の

時は元々料亭だった。実は、秋田市にはそういうものが結構ある。赤レンガ郷土館前の

植え込みの石柱に天皇陛下がお泊まりになったという表示がある。確かに、秋田市は昔

の文化財の表現が足りない。

（Ｃ氏）

盛岡市出身。盛岡市に比べて秋田市は、秋田の事が好きな人が少ない様な印象がある。

盛岡では、ふるさと教育を受ける前、小さい頃から、さんさ踊りを練習して小学校の運

動会で発表したり、家族で冷麺やわんこそば等を食べたり、自然に盛岡に愛着を持つ様

になっている。竿燈は限定された、やりたい人だけがやっている気がする。盛岡を出る

までは、好きだと実感はなかったが、今は盛岡に帰りたいと思う様になった。秋田に住

んで３年目になるが、ナマハゲ、きりたんぽも秋田市と言うより、秋田県のイメージ。

秋田市の人に秋田に何があるかと聞くと答えられない人もいる。そこが盛岡との違いか

と感じている。秋田市以外の出身の人は自分の地元に誇りを持っている印象を受けたが、

秋田市出身の人にはそれが感じられない。駅の第一印象も大切。秋田市は駅前は飲み屋

街しかない。秋田市に県外客が来た時に、印象のいい何かがあると、より良くなってい

くのではないかと思う。

（知事）

確かに。ナマハゲは男鹿のものであり、きりたんぽは県北のもの。県外で会話をして

いると、秋田市出身と言うとそれで終わるが、角館出身と言うとインパクトが強いのか

会話がはずむ。角館の伝統的武家屋敷、桜並木の印象が強い。秋田市は何があるかと言

うと言葉につまる。
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（Ｄ氏）

さいたま市出身。埼玉についてはほとんど知らない。今は、秋田の色々な地を訪れて

地元より秋田に詳しくなっている。地元の友達や親戚はほとんど全員秋田に遊びに来て

いる。夏休みに高校の友達が遊びに来た時は、寒風山で「秋田サイコー」と言わせた位

である。秋田市の観光は大きなインパクトがなく、どこに行こうかと思うが、大学から

駅まで歩いて行って散策するだけで、行きたい所を発見できる。私達が出来る事は、町

歩きに連れ出す事なのかと思っている。面白さを自分で見つけることが大事である。

（知事）

埼玉は我々からするとよくわからない。こちらの人は埼玉県の観光わからないと思う。

秋田は観光キャンペーンを結構、埼玉でやっている。東京にはどの県も観光宣伝に行っ

ているが、人口が800万人もある埼玉には、他県は行かない。埼玉とは新幹線でつながっ

ており交通アクセスもいい。海のない埼玉の人に海を狙ってキャッチアップする対象。

埼玉は狙い所であり、埼玉は面白い所である。

つながる、みつける、発信する。我々の観光戦略、認知度向上も皆これである。如斯

亭の件も、あまりにも当たり前だったが、違う立場の目から見ると新鮮だったりする。

それをどうネットワークでつないで広げるか。ある程度ネットワークが出来れば発信で

きる。発信力であれば学生さんの方が強い。

色々なイベントを大学生に情報伝達する手法、ルートがない。大学の敷地は治外法権

の様に感じている。若者に情報を伝えるのは、商工会議所青年部まで。大学という組織

とは協定しているが、学生とのネットワークの中で工夫すれば何か出来そうだ。

（Ｇ氏）

イベント開催の情報は当日や後から知る事が多い。ネットでも「こういうイベントを

やりました」報告はあるが、「イベントやります」は少ない。

（Ａ氏）

学生は外に出る機会はあまりない。その分、スマホをいじる機会は多いが、それもフ

ォロアーや友達になってないと情報はこないので、届く様に何か工夫があっていいのか

と思う。

（知事）

イベントは結構ギリギリまで内容が決まらないものである。それで、ＰＲに手が回ら

ないという事はある。

（Ｇ氏）

私達はイベントの手伝いをする事が多いが、こういう学生に来てほしい、こういう人

にお勧め、と内容が絞られた呼びかけがあれば、学生も興味を持つと思う。学生のサー

クルは発表の場がほしいと思っている。

（Ａ氏）

交流会やツアー等ＡＴＭＵ！のイベントの集客を募るが、なかなか難しい。興味、関
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心がない人が多く、意識の差を感じる。学生が秋田から出て行っているのは、そこが前

提にあるからかと思う。秋田に若者を残したいのであれば、意識の改革から必要ではな

いかと思っている。私達もメンバーだけでなく、色々な人と関わりたいのだが、意識の

差を感じて、うまくいかず悩む事がある。若者に秋田をもっと好きになってほしいが、

どうやったら好きになってもらえるか、それをいつも考えている。

（Ｇ氏）

動画撮影も兼ねて、秋田市以外にも、自分の知らなかった秋田を見に行くのが最高の

遊びである。これが広がったら面白いと思う。去年の冬は刈和野に行って面白かった。

（Ｈ氏）

秋田市は温泉が近い。大学から徒歩で行ける所に秋田温泉がある。るるぶやまっぷる

では、ホテルだけでなく温泉がある事がわからず、本当に感激した。盛岡市内の温泉は

郊外、山の奥にある。秋田市の温泉は結構町の方にある、これは歩かないとわからない

と実感した。

（Ｆ氏）

県大は周囲に何もなく隔離されているというのも大きいのだが、地域活性化したい、

過疎化している地域へ行きたい、と言うと動く人がいない。地域活性化に着目点を置く

人が少ない。遊ぶと言うと秋田駅前しか考えてない人がおり、地域を見ている人が少な

いと言う印象がとてもある。私自身は県南出身で、県北の町の駅に降りて町歩きをした、

この楽しさをもっと皆に知ってもらい、秋田を知る事で、より秋田を活性化出来ればと

考えている。周りの人の意識改革をしなくてはと思っている。

（Ｇ氏）

町歩きをすると楽しいもの、面白いものに出会うが、全くネットに載っていないこと

がある。それでは若い人はわからない。

（Ｅ氏）

由利本荘市のコミュニティバスに乗って、集落の一番奥まで行った。安い料金で遠く

まで行ける事にまず驚いた。初めて奥の集落に行ってみたが、バスの運転手さんをはじ

め、人の温かさが嬉しかった。駄菓子屋のおばさんは「ここはいい所だ」胸を張って語

っていた。秋田市内では、ここまで胸を張っていい所だと言う人は見た事がなく、とて

も新鮮で、素晴らしい事だと思った。

（知事）

秋田市民は半分が秋田市以外で生まれた人である。３割が県内の他市町村出身、２割

が県外、純粋に秋田市に生まれた人は半分以下。それが郡部に行くと、そこで生まれた

人が大半。私自身も秋田市で生まれてないから、市議選で誰が当選したか等、自分の地

元の方が気になる。そこら辺が秋田市と違う所。秋田市だけが突出して人口多く、一極

集中になっている。郡部の人は自分の地元はいいと思っている。本当にあった話で、秋

田駅前でタクシーに乗車し、運転手さんに見るところないか聞いたところ、「なんもねえ」

と言われた。それは、郡部ではそうは言わない。本荘の人、角館の人、男鹿の人、我が
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町にはこれがあります。と言うだろう。

（Ｇ氏）

私達が生まれた年は、秋田駅がリニューアルした年で、町中が様変わりしてきた20年

である。秋田市に生まれた私達は、勝手に過疎の村は暮らし辛く大変だというイメージ

を持っており、駅前に出てくればいいのにと思っていた。だが、実際行ってみると、そ

うではなく、先祖代々の土地を継いでいるのが誇りであり、アクセスが悪く、少子化も

進んでいるかもしれないが、ここに生まれ育ったと言う事が自分が生きている意味があ

る。そういう事に全く触れずに育ってきて、ＡＴＭＵ！で田舎を訪れてみて毎回衝撃を

受けている。

（Ｈ氏）

バスで十文字駅まで行き、その後実家の水沢まで自転車で帰った事がある。その途中、

お盆の頃だったので、続々集まってくるお祭りの準備をしている人達を見て、地元のイ

ベントには熱心なのだろうなと思った。地元の集落の祭りは地元紙にも掲載される。む

しろ、小さい集落の祭りの方が賑わっているのかなと思った。

（知事）

集落の祭りは、前後がある。準備があり、祭りを行い、片づけがある。前後含めて一

体感がある。

（Ｇ氏）

歩かないと見えないものがある。また、代表のＡさんは大館出身なので、話をしてい

ると秋田でもずいぶん違うのだと気づいた。秋田市に生まれると秋田は皆同じ一枚岩だ

と思っていた。

（Ａ氏）

大館は言葉も全然違う。大館は結構祭も特産物も多いので、大館を好きになるきっか

けは多い。教育もしっかりしていて少人数学級で行っていたので、子供の知力は高いと

思う。秋田に残りたいと思ったのは小さい頃からのふるさと教育の影響だと思う。でも、

Ｇさんは、ふるさと教育が好きでなかったと聞いたので、市によるのかなと思う。

（Ｇ氏）

小学校のふるさと教育は、歴史上の人物を調べるというもので、これは中学校でやれ

ばいいのにと当時から思っていた。ふるさと教育が真面目過ぎて、嫌悪感があった。小

学校３年で石川理紀之助を調べたが、難しくて印象が残らなかった。

（Ａ氏）

大館ではお米の食べ比べや曲げわっぱ作り体験等いいものをやっていた。

（知事）

これは、校長先生によるものだ。角館は祭りの時、学校は休みである。休んで祭りに

参加するのがふるさと教育。学校、市町村によって違う。どういうふるさと教育にする
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のかは市町村教育委員会が決める。

（Ｇ氏）

中学、高校になると、ふるさと教育が減った。中学、高校、大学でも、ふるさと教育

をやってほしいと思う。地域について勉強してこなかったので、今学んでいる。

（知事）

Ｄさんのように県外から来た人は、意外と秋田の事をよく知っており、地元の人の方

がかえって知らなかったりする。県庁でも、国から派遣された人は秋田の祭りを全部見

て行こうとするが、地元の人は隣町の祭りは行ったことがない。秋田のみならず、よそ

の芝生は青く見えるものである。

職がなければ秋田に留まることは出来ない。今は大企業が地方にバンバン来る時代で

はない。単純労働は中国、東南アジアに行く。秋田に限らず大企業傘下の仕事は減って

いる。よく職がないからと言うが、県外から移住する人は自分で職を作って秋田に来る。

昔の様な企業誘致のイメージは変えなくてはならない。秋田は大メーカーでも出張所し

かない。アメリカはベンチャーであるが、秋田も自分で職を作ることが必要であるし、

そういう所をフォローしていかなくてはならない。

（Ｇ氏）

就活をするまで、秋田にこういう企業があると知らなかった。秋田にこんなに凄い企

業があるんだと驚いた。学生のうちに、職場見学等、秋田で働く人達を見る機会があれ

ば良かった。

（知事）

発想の入り方が違う時代になった。売り先を海外と考え、農作物を輸出する商社マン

等売り先をわかっている人が、県内でも農業に入ってきている。農業者はそういう発想

はなく、作っても売れないと思っている。自分の概念でなく、外の概念が大切。Ｈさん

の様に、県外から来た人は目線が違うので新たな発見がある。

（Ｈ氏）

秋田はお菓子がおいしい。諸越だけかと思ったら、色々なお菓子がたくさんある。ス

ーパーで買ったうんぺい等とても美味しいのにお土産品として販売していない。秋田は

こしあんが多い、お菓子の種類も多い。

（知事）

お菓子が多いのは、昔豊かだったから。戦後復興期、必要だったのは木材、米、お酒、

石油、非鉄金属、昭和２０～３０年代秋田は日本で一番景気が良かった。その中核は秋

田市。それで、古いものを全部壊してしまった。明治大正期の木造の立派な図書館や文

化会館も壊して鉄筋コンクリートの建物に変わってしまった。その頃、角館の地主は農

地解放で貧乏になり、建物を壊したくても壊せない。その結果歴史のある建物が残った。

山形も古い建物が残っている。今、歴史ブーム、観光ブームで角館の武家屋敷はドル箱に

なった。経済的豊かさが続けば色々なものがなくなる。時代によって価値観違うので、増

田の蔵もドル箱である。次の世代に、別の視点で見て価値のあるもの、経済原則をはずし
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た時に価値のあるものを、どう見つけて、ネットワークを作っていくかが課題である。そ

こは我々の年代ではわからない。今見つけたものが価値が出てくるのは１０年後、２０年

後。「みつける、発信する」をどう社会システムに取り込むか。

（Ｆ氏）

増田高校農業科学科出身。高校時代、増田の酒屋とコラボしたり、蔵のマップ作りや

発酵文化を活用した地域活性化にも取り組んだ。増田は蔵があるのがとても大きい。観

光客もイベントも多いので、年代が上の層までターゲットにした観光を、地域に根ざし

た若者がやっていくべきだと思う。

（Ｇ氏）

能代に行った時も、昭和２０～３０年代は凄かった、金勇を作る時の勢いが凄かった

という話が面白かった。角館や増田の蔵はドル箱と言う話があったが、能代ではどこの

施設見学よりもそういう話が心に残った。モノを維持していくには建物が新しくなる事

があるが、これからは、モノを重視してそこにお金を使うよりも、そこに従事する人の

育成の方が大切ではないか。グリーンツーリズムも建物にお金を注ぐよりも、人材養成

だと思う。

（知事）

ハードとソフトは一体である。ハードがあることで目的意識がある。角館は祭がある

から人材養成になり、歴史を学ぶ人がいっぱい出てくる。これらは、教えられるもので

はなく、自発性から生まれる。

（Ｇ氏）

角館の祭にも行ったが、お祭自体を案内してくれる人がいればと思った。地元の人達

と同じ位の気持ちで楽しみたいので、入っていくきっかけ、中を仲介してくれる人がい

ればいいと思った。

（知事）

大曲の花火は集客力がある。県北の祭は色々なものがあるが、伝わってこない。鷹巣

の綴子大太鼓のポスターは見た事がない。観光客は県南の方が多いのは、そこら辺に理

由がある。きりたんぽ祭は楽しいイベントだが１０年続いて一人前。継続性が出てくる

といい。後継者育成の重要性は学生サークルも同じでないか。

（Ｇ氏）

我々はインカレサークルなので顧問の先生がいない。立ち上げの頃は、資金面、会議

の持ち方すらわからない状態。後継者育成の仕方を教えてくれる大人もおらず、大変だ

った。そこを支援してくれる所があればいいと思っている。

（Ａ氏）

何か活動したいという学生はいるが、何に参加したらいいのかわからない。受け入れ

る側は、本当は過酷な労働なのに、それに見合った対価が得られない事も多い。学生だ

からいいだろうとボランティアとして駆り出される。学生はそれがわからないので、ひ
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っかかってしまう。意思を持ってボランティアしたいと思ってたのに、考えていたのと

違うという事はある。

（Ｇ氏）

行政で、そういう情報を一元的に管理してくれたらいいと思う。

（知事）

行政のボランティアセンターで管理しているものは、内容も把握しており、復興支援

の窓口も県では一本化している。民間で行っているものは掌握しきれないし、危険な活

動は役所には来ない。

（Ｇ氏）

学生は、団体に入っている人はいいのだが、個人でポスターを見て参加すると、過酷

な労働をさせられたり、お金を払わされたりという例が出てきている。大学は依頼を拒

否できない様だ。

秋田は市民活動でまとめられているが、仙台では一般社団法人がジャンルごとに分け

て母体となる支援先や行政の担当等を紹介している。ＡＴＭＵ！は単体で活動している

し、大学の公式なサークルでないので信用度が低いし、ＡＴＭＵ！の存在を発信する機

会がない。

（知事）

全ての団体を役所でダイレクトに、と言うのは税金を使っている以上、身元調査から

行わなくてはならず無理がある。役所が入ると堅くなり、スピード感がなくなるという

点もある。仙台市はその法人への支援を市が行っているのだろう。市町村がやるべき事

を越えて県が行うのもおこがましい。大学のコンソーシアムでやれれば、市町村を越え

るので県が支援できるが、うまく動いていない。

（Ａ氏）

自分はこれから秋田で教師として生きていくと決めている。秋田の教育はどうしてい

けばいいと思うか。

（知事）

秋田の教育は小中学生はトップクラスである。これからは理科教育が重要。日本全体

で理科離れが進んでいる。頑張ってほしい。

（Ｂ氏）

秋田市の人は秋田市以外の事を知らない人が多い。県外から来た人も秋田市から出か

ける事が少ないので、もっと秋田全体の事を知ってほしいと思う。

（Ｃ氏）

秋田駅前のイベントは統一性がなく、その回ごとに興味が途切れる。どういうコンセ

プトで行っているのだろうと疑問に思う。
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（知事）

アゴラ広場もなかいちも民間の貸し場所。コンセプトがあるとほとんどやれなくなる。

一定の基準を満たせば皆受け入れているはず。脈絡がないのは事実だが、場所を選ぶ、

使い分けする選択肢がまだない。

（Ｄ氏）

知事が、県民や学生に求めている事はどんな事か。

（知事）

一生懸命真面目にやれば報われる。自分の思う様な世界はないし、就職して好きな事

はできない。あまり好きでない事をやるのが人間。それを１回逃げればまた逃げる。職

を転々とする人は何をやってもダメ。若い人には粘り強く頑張ってほしい。

（Ｅ氏）

秋田大学に国際資源学部が新設されたのは、国際貢献、グローバル化に対応するため

と思うが、秋田としてはどういう形で還元してほしいのか。

（知事）

秋田には元々鉱山があったが、今は東アジア、シベリア、中国の奥地、アフリカ等に

資源が期待される。そして、秋田は非鉄金属全て関係がある。シベリアの資源は手つか

ず、政府のロシア重視はこのためである。そうした場合資源の受け入れ先は秋田である。

三菱マテリアルはタングステンの工場を秋田に集結している。これから火力は石炭が注

目だが、石炭は能代火力で受け入れでき、メキシコ、チリの銅鉱山は最後には飯島精錬

所に入る。日本の命運は資源が握っている。希望を持って頑張ってほしい。

（Ｆ氏）

これからの農業のためには秋田は流通が不便なのが課題だと思う。今後の農業に期待

する事はどういう事か。

（知事）

米価は、政府が米を市場に任せたから下がった。世界的に見ても米は増産で余ってい

るので米の輸出は増えない。世界中、主食の消費量も減っている。食料品関係の輸入は

８兆円、生産は５兆円うち米が１兆円である。いかに米以外のものに移っていくかだが、

そうすると流通の問題は課題である。米は脱穀すると保存可能だが、生鮮品は保存がき

かない。生産物をいかに大消費地に送るか、流通は大きな課題である。秋田は米を除け

ば食料自給率は低く、米以外のものは皆買っていると言っていい。秋田の山菜を県外の

人が加工して販売している例もある。加工すれば強くなるので、いかに加工と流通をセ

ットにして進めていくかだが、農家の意識を変えていくのが大変である。減反制度が廃

止になるまでに、米以外の作物への転換、流通、加工体制をきちんと行わなければなら

ない。秋田の農業は皆さんの肩にかかっているので、頑張ってほしい。

（Ｇ氏）

地域に誇りや自信がないと、今の国際化の波、グローバル化の波のパッケージを受け
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入れ、都会のソフトを丸々受け入れるだけでは、飲み込まれてしまうのではないかと感

じる。私はなくなった集落の後処理、廃校の問題等の活動をやっているが、地域の課題

を若い頃から知って携わりたいと思っている。縮小する経済の中で、知事は郡部や山村

支援をどう考えているか。

（知事）

グローバリズムを認めつつ、それを活用しながら波に流されない事。いかにアイデン

ティティを持って行くか。それが、これからの地域の課題だと思う。観光にしても、日

本の原風景に眼が向きつつあり、転換期である。今は、どこの国も経済金融中心の問題、

貧富の差が現れてきており、その反動としてアイデンティティを持とうという動きにな

っている。高齢化が進み、我々は不便だろうと思う上小阿仁でも、住民は生活を楽しん

でやっているので、それを否定しない事。利便性や近代化と別に楽しめる視点、楽しめ

る雰囲気作りが必要。集落再編と言うが1人になっても最後まで地元で暮らしたいという

のが自然であるし、便利さを求めるのとは違う、なかなか難しいものである。

（Ｈ氏）

知事は県内で行った事ない所、印象に残った所はどういう所か。

（知事）

県職員時代から全ての市町村は行った、有名な所は行ったが、行った事がない所もあ

る。能代市檜山のお寺の桜等、地元の人しか知らないがいいと思うものはたくさんある。

食べ物も山の中の集落のおばあちゃんの作った芋の子汁が１番美味しかった。昔から守

ってきた手法が本物なので、感動する。

（終了）


