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平成２６年度秋田県総合政策審議会

第１回地域力創造部会 議事要旨

１ 日 時 平成２６年６月３日（火）１５：００～１７：００

２ 場 所 県庁１階 正庁

３ 出席者

【地域力創造部会委員】

鈴木 真喜子 （認定こども園学校法人四ツ小屋幼稚園・保育園長）

武内 伸文 （ＳｉＮＧ代表）

遠藤 照夫 （由利本荘市赤田町内会長）

藤原 弘章 （ＮＰＯ法人ふじさと元気塾理事長）

山本 智 （農園レストラン「ハーベリー」代表）

【県】

金田 早苗 （企画振興部次長）

牧野 一彦 （企画振興部次長）

妹尾 明 （企画振興部総合政策課長）

鶴田 嘉裕 （企画振興部総合政策課政策監）

嘉藤 正和 （企画振興部市町村課長）

湯元 巌 （企画振興部地域活力創造課長）

奈良 聡 （企画振興部地域活力創造課地域活力推進監）

佐藤 廣道 （企画振興部活力ある集落づくり支援室長）

深井 智 （企画振興部少子化対策局長）

佐藤 秀継 （企画振興部少子化対策局少子化対策推進監）

信田 隆善 （健康福祉部子育て支援課長）

中嶋 敬子 （生活環境部男女共同参画課長）

保坂 伸 （産業労働部雇用労働政策課長）

渡辺 哲也 （教育庁幼保推進課長）

４ 部会長選出及び部会長代理指名

・委員の互選により、武内委員を部会長に選出

・武内部会長が石沢委員を部会長代理に指名
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５ 部会長あいさつ

人口減少に対し、２つの骨格で議論をされると思う。１つは、人口減少が進まないよう抑える。も

う１つは、人口減少した社会で、どんな魅力的な地域を作っていくのかである。｢ここに住みたい｣と

思ってもらうよう、地域の魅力を色々な立場から出し合い、かつ具体的な施策として人口減を抑える

議論が進んでいければと思っている。形があるものを作っていきたいので、よろしくお願い申し上げ

る。

６ 議事要旨

（１）平成２６年度専門部会の進め方について

□事務局（工藤班長）

・資料１により、年間スケジュール案を示し、１０月末の総合政策審議会に部会としての提言

を報告するために、３回の開催予定。７月の下旬に２回目、３回目は１０月の上旬で予定して

いることを説明。

（２）人口問題対策プロジェクトチームについて

□牧野企画振興部次長

・現在、どのように人口が減ってきたかという分析を行っている。知事の発言で、農業政策、

特に稲作が大きく影響しているという話があり、原因は何かを分析している。産業構造の変化

により、若い人が出ていくのは、地元に若い人の職場がないことが原因。色々な分野の分析作

業を進めており、２０４０年に人口７０万人になった時にどのような社会になるか、その姿を

イメージできる形にしたい。この部会では、集落の人数が７割や半分になった時に、それでも

集落が元気でいられるために、どうしたらいいのか。集落だけでなく都市部でも人口減は進む

ので、もっともっと頑張れる活気ある街づくりをするにはどうすべきか。その基礎的なデータ

は常にこの部会に提供し、連携を図っていきたい。

（３）平成２６年度取組状況について

□妹尾総合政策課長

・参考資料１及び２により、本県の人口の現状と、今後の見通しについて説明。

・資料２（Ｐ１～２）により、施策１「秋田への定着、移住・定住の拡大」について説明。

□深井少子化対策局長

・資料２（Ｐ３～８）により、施策２「官民一体となった少子化対策の推進」、施策３「次の親

世代に対する支援の充実強化」及び施策４「子どもを産み・育てる環境の充実強化」について

説明。
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■武内部会長

・施策の１から４まででご発言いただきたい。今回は初回であるため、簡単な自己紹介も含め

て発言をいただきたい。

◎山本委員

・三種町で小さなレストランをやっている。三種町に移住して５年目。秋田市で生まれ育ち、

高校を出て東京の方で、３７年間会社勤めをした。

・人口減少をどうやって抑制していくかと、人口減少社会にどうやって活性化を図っていくの

かだと思う。どういう地域に定住するかというと、自立した地域である。地方が自立し、魅力

があれば、都会から自然に人はやって来る。そのためには、食料の需給とエネルギーの需給と

介護と子育て支援が３本の柱になる。そこでうまく雇用を生み出す。都会の人の４割はぼんや

りと田舎に帰りたいとか、第２の人生はスローライフでゆっくり楽しみたいと潜在的に思って

いる。ただ、それを乗り越えられないのは、生活があるから。「どうやって食っていけばいんだ

べ」という雇用が先導しなければいけない。自立化している地域、あるいはそういうポリシー

を持っている地域に魅力を感じる。なおかつ、自分を活かしてくれるところ。特にシニア世代

はそれなりの経験を踏んでいるので、多少のお金を稼ぎながらワークシェアリング等、少しお

金を稼ぎながら田舎、秋田で暮らしていけそうだと思ったらかなりの人が来る。そういう所を

うまく見極めながら宝になる人材に来てもらうことが非常に重要である。

・産業エネルギー部会でエネルギーの自給化の話が出ている。農業でそのエネルギーを通年的

なビニールハウス等で使うという話があった。これは非常に良い策だし、このように連携して

いくと、施策全体が系として繋がっていき、一つのシステムになる。

・施策の４について、田舎で子どもを育てたいという層がかなりあるので、もっと胸を張って

良い。秋田の子育て支援は非常に進んでいる。私もふれあい支援カードの会員である。前に住

んでいた横浜では支援はない。秋田は地域のコミュニティも残っているので、田舎で子どもを

育てたい人は移住してくる。もう少し強気になって良いと思う。具体的に子育て世代、独身世

代の方をヒアリングし、施策を具体的に打っていけば、施策２、３、４は進んでいく。少子高

齢化について、秋田県は非常にまずい、まずいと言っているが、私はトップランナーだと思っ

ている。周回遅れのトップランナーで日本一になれるかもしれない。

◎鈴木委員

・私は幼稚園と保育園に勤めている。同級生はほとんど退職して家に居る。悠々自適に、これ

からの人生を楽しみたいと退職するが、２か月も経つと時間をもて余している。ボランティア

という感覚を施策に盛り込むとシニア世代の方々が活躍できるのではないか。

・バスケットボールのノーザンハピネッツの会場で県民歌を歌った。県民歌が分からない高校

生も歌った。その高校生が後々、「あー秋田はすばらしい」と言ったとのこと。そして改めて自

分で楽器で練習したという話も聞いた。普段から中学生、小学生、小さい時から故郷愛みたい

なものが育っていけば良いと思う。また、お父さん達を早く家に帰さないのが秋田県。小さい

子どもが居る家庭は４時、５時に帰しているところが他県は多い。男性の労働時間を少し考え
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ていただければ女性が、余裕を持って子育てできる。

□深井少子化対策局長

・お父さんが家に帰るのが遅いのは、大変好ましくない状況。両立支援非常勤職員が各企業を

周り、経営者の方々の意識を少しずつ変えていきたいと指導している。今年度は新規事業とし

てクロスメディアを使った情報発信等、大々的なキャンペーンをしたいと考えている。

□湯元地域活力創造課長

・ボランティア活動を含め、シニア世代の活用が重要というお話で、施策の７で「はつらつ高

齢者輝きアクションプラプログラム」を作っている。団塊の世代の方々が６５歳に差し掛かり、

その方々のノウハウ・経験・知識をＮＰＯへの参画や、地域のリーダーとして生かせるよう活

躍を進めたい。頑張るシニアを応援するというような事業内容も検討している。

□牧野企画振興部次長

・戦略５で未来を担う教育・人づくり戦略でふるさとを支えるとともにグローバル社会で活躍

できる人材の育成となっている。秋田の良さは、ふるさと教育として実施するが、同時に世界

で活躍できる人材を育てるという、そこがいまひとつしっくりこない。私の同級生も、ふるさ

とに思いはあるが結局戻ってこない。かといってふるさと教育を一生懸命やって「絶対ここで

あなたは頑張らなきゃいけないんだよ」と言うこともできない。子どもの能力が活かせる職場

があれば一番良いという結論になるが、そういうわけにはいかない。現実と教育の問題は、本

当に難しく、ふるさと教育をしっかりやることは大賛成だが、悩ましいところだと思っている。

■武内部会長

・気持ちとしてふるさと愛があれば、いかなる制約やハードルがあっても、ふるさとに帰りた

いという思いにつながると思うので、やはり教育だと思う。サケの稚魚、サケの放流のように

一旦出て行き、また戻ってくるような色々な経験を積んでくるサイクルが良いかと思う。その

前提として、ふるさと愛というのがあるのと思う。

◎藤原委員

・山本さんよりも１年早く、藤沢市から戻って来て６年になる。私はＩＭ（インキュベーショ

ンマネージャー）をやっている。秋田県にはＩＭの資格を持っている人は２０何人いる。この

人達をうまく活用し、移住プラス起業。若い人達に起業をしやすい環境を作ったり、団塊の世

代が移住するのは困るという首長さんも多いが、彼らはものすごいお金を持っているし、絶対

地域のためにプラスになる。若い人プラス団塊の世代の人達に来てもらい、団塊の世代が行う

起業は、サービス、行政サービスのニッチの部分。すき間の部分を担うこともできる。若い人

には思いきり起業してもらい、雇用を一人でも生み出せばすごいと思う。しかし、市町村によ

り非常に温度差がある。横手市は起業とセットで考えている。秋田大学にも起業のセンターが

あるので、県外から来た学生が秋田で起業するかもしれないし、国際教養大学を卒業して大曲
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の花火を行った人がいたが、確か仙台出身である。起業に関しては非常に難しい面もあるが、

もう少し考えていただければありがたい。

□保坂雇用労働政策課長

・Ａターンについては、今まで起業という視点が非常に欠けていた。地域産業振興との連携等

を検討している。

□湯元地域活力創造課長

・移住・定住の促進は、県外の人への起業を支援し、新たなスキルを生かすというのは必要で

ある。他県では新たな起業に移住・定住につなげる意味で奨励金を出している県もある。ＣＢ

（コミュニティビジネス）によって地域を解決するというビジネス商法を行う場合には、一定

の額の助成金はある。県外から移住して来た方が、起業をして地域の活性化につなげるには、

もうひと工夫必要だという認識で、検討させていただく。

■武内部会長

・２Ｐの指標のＡターン就職者数ですが、世代別のデータや、起業の指標もあれば分かりやす

い。施策２に関して、質問やご意見がある方がいらっしゃればお願いする。

◎山本委員

・秋田県は結婚しない率が非常に高い。未婚率が非常に高い。でも離婚もしない。青森や北海

道の離婚率は非常に高い。県民性が非常に関わってくる。結婚もしないが、一旦したら離婚も

面倒くさいからしない。今は、圧倒的に出会いの場がない。そのような場づくりは必要である。

藤里の若者が藤里の中で場を作ってもお互いの素性が知れているので絶対一緒にならない。藤

里と三種で一緒にやる等環境を変えないと難しい。場づくり、コミュニティづくりはＮＰＯが

担っていくべきである。ＮＰＯや企業グループが結託して、行政も一緒になって模索していく

べきではないかと思う｡ベビーウェーブ・アクションで色々施策があるが、行政主体より、ＮＰ

Ｏと地域と連携すべきと考える。

□深井少子化対策局長

・結婚支援センターで、「すこやか秋田出会い応援隊」として、１０６の企業・団体から登録い

ただいており、企業が企画するイベント等をホームページに掲載し、３，０００名のメルマガ

登録会員に情報を発信している。まだまだ工夫する余地は色々ある。

◎藤原委員

・私は結婚サポーターである。感じることは、結婚できる人は必ずできる。イベントに参加し

なくてもできる。問題はできない人をどうするか。イベントを行うと結婚したいと参加する男

性は、サンダル履いて小汚い恰好で来る。そういうところが自分で意識できない。特別にお見

合い方式とか、マンツーマンで世話をしてくれる仕組みづくりが必要である。結婚したい人は
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多い。しかし、男性は４５歳過ぎると、もう結婚できない。女性はその前にあきらめる。男性

は４５歳までは何とか頑張っても、４５歳過ぎると成婚率は殆ど０％と言っていい。その人は

２０代の人と結婚したいとか若い人を望む。そこら辺をマンツーマンで教えてくれる人、秋田

版の世話をやいてくれるおばちゃんが増えれば、そういう人達も結婚できる環境になるのかな

と感じている。

□深井少子化対策局長

・結婚サポーターは現在２０６名。まだまだ数は必要。センターでも研修会等を実施している。

サポーターや市町村、団体で自分達の地域の事は、自分達で考えていけば盛り上がっていく。

■武内部会長

・人とふれあう機会が少ない方もいれば多い方もいる。それはあらゆる世代に該当し、若年層

だとそれが結婚に関係している。例えばボランティアを通じて一緒に目的を得ながら出会いを

する事もあっても良いと感じる。

□湯元地域活力創造課長

・ＮＰＯを含め、様々な地域活動への支援も行っている。地域の賑わいになる活動には出会い

の場も増える。もっと積極的にできるような姿勢、仕組みを作っていきたい。ＮＰＯも頑張っ

ているし、中間の支援センターも企画立案型で行っており、うまく利用しながら地域のＮＰＯ

活動、地域活動をもっと促進していきたい。

◎遠藤委員

・昔は、地域のおばあちゃん等がいて結婚ができた。結婚して我が家を継いでいく考え方が薄

れている。昔は長男は後を継ぐという形が根付いていたが、「おめ、年になったよ、結婚さねば」

「いいねが、結婚さねっても。自分の自由だべ」というのが多い。私の地域でも、農家のせが

れで結婚していない人が１０６戸のうち８人くらい。年齢が上がり、これから結婚も無理、そ

ういう状況。地域が一体となり、地域で動かないといけない。

■武内部会長

・地域同士の合コン等、地域間でお膳立てするのも一つの手かも知れない。

◎鈴木委員

・マッチングと言えば、出会いが企画されるイメージがあるが、結婚された方のお子さんを見

せたり、このように協力すると家庭もこうなるという様子を見せて、効果があったと聞いた。

男の人は、賃金、お金の面で結婚できない、家がないから結婚できない、父母がいるから結婚

できないと悩んでいる。長男、長女は、家を守る等、両親が病気等の時は両方の両親を見る気

持ちで、別の所に住まいを構えて子育てをしている。なんとかなる、考えていけば。女の人も

男の人が仕事がなくなった時は、女の人の手当で暮らしている。両方の両親からお米や野菜を



- 7 -

もらっている。女の人も色々学歴も高い方もいるし、男の人がお弁当を作るのが上手だったり

と、パパが全部やってくれる家庭もありなんだなと。問題をクリアしてきた方の話を聞くのも、

取り入れてみたらいかがか。

■武内部会長

・マッチングだけではなく、ライフプランに通じるところかと思うが、世帯を持つことに対す

るハードルを下げる事にもなる。「次の親世代向けの啓発事業」等、結婚事業の中のインプット

として、反映してほしい。続いて施策４に移りたい。

◎鈴木委員

・家庭で子どもが大変な時、仕事が大変な時に協力してくれる方が近場に（両親等）いると助

かるというのが、私立幼稚園のアンケートからも出ている。県外から来た方は、秋田は子ども

に対する助成は優れているとおっしゃる。何が欲しいかというと、困った時助けてくれる人、

急に預けられる所とおっしゃった。急に今日預けたいといっても、なかなかできないのが現状。

事前の面接などもあり、すぐというのができない。

□信田子育て支援課長

・子育て支援の拠点施設が各市町村にあり、秋田市だとアルヴェの中に子供未来センターがあ

る。そこで色々な情報交換をしたり、指導員の方もいる。県のホームページに「いっしょに

ネット」があり、ホームページを見る方も増えており、徐々に認知されてきている。一時預か

りはサポートセンターという機能があり、事前登録をして若干研修を受けたりと少しまどろっ

こしい面もあるが、面倒を見てあげたい人が登録し、生き甲斐というか、楽しみも感じている

方々が結構いる。１，５００人以上の方が登録している。

■武内部会長

・子育てサポーター制度等、研修を受けて資格を持っている方がいる。広く認知されて活用さ

れ、結果的には環境が整い魅力的な地域になり、住みたい方が増えることにつながっていく。

◎藤原委員

・北海道の千歳市の人口が増えている。理由は、事業所保育所、夜間保育所、家庭保育所、へ

き地保育所を用意しており、多様なニーズに対応していることが大きい。また、千葉県の流山

市は有名で、引っ越しても流山で生活したいと。駅前送迎保育ステーションがあるためである。

今の時代、共働きが当たり前になっている社会で、男性が非正規でも共働きだったら結婚でき

る。共働きだと保育所の充実、多様なニーズに対して如何に応えるかが望まれる。ハードルは

高いかもしれないが、実際に人口が増えている所、移住が増えている所の魅力を参考にしてい

ただきたい。
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◎渡辺幼保推進課長

・家庭的保育、へき地保育、一事預かりは保育所でやっている。駅前の小規模ステーション等、

家庭的な保育、小規模保育については、今後検討の課題とさせていただきたい。

◎遠藤委員

・私の地域は、多くのお父さんやお母さんは勤めており、夜、昼の交代制。学校を終えてから

子ども達を預けても５時で終わる。その後はどうするのか、若い人達の中で問題になっている。

ある程度確立されてきている地域もあるが、どうすればいいか悩んでいる。

■武内部会長

・市町村によって温度差があるような問題でもある。成功例や動きはあるか。

□嘉藤市町村課長

・市町村でも様々な地域課題に向けた取組をしており、各市町村を回りながら話を聞いている。

市町村の参考になるようなことがあれば、機会を通じて紹介をし、全県に広がるように情報共

有していきたい。

■武内部会長

・結婚に踏み切る上でもどのような制度やサポートがあるか知れば、我々も結婚できるんだと

イメージできる。

・後半の施策５からの部分の説明をお願いする。

□湯元地域活力創造課長

・資料２（Ｐ９～１０）により、施策５「地域の人材や資源を生かした地域力の向上」につい

て説明。

□佐藤活力ある集落づくり支援室長

・資料２（Ｐ１１～１２）により、施策６「人口減少社会を踏まえた地域コミュニティの活性

化」について説明。

□湯元地域活力創造課長

・資料２（Ｐ１３～１４）により、施策７「「協働」の多様な担い手の確保と活動の促進」につ

いて説明。

□嘉藤市町村課長

・資料２（Ｐ１５～１６）により、施策８「県と市町村の協働の推進」について説明。
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◎山本委員

・人口減少の中で、いかに元気な社会を作れるかが施策５以降かと思う。Ａターンで来る人を

活用し、「若者、ばか者、よそ者」が混ざりあい化学変化を起こすことが重要。例えば、農業の

中で、マネジメント能力を高めれば、農業法人の経営を発展させることができる。農業の経験

がないが、都会に人脈を持っている人が来れば、販売チャネルができ、農業法人の販売部門と

してやっていける。そのような人材を発掘していくことが、いろいろなものにつながる。加工

から販売まで産業として発展させる取組をしてほしい。

■武内部会長

・移住してきた方の受け皿として、農業法人等様々な分野で活用できるのではないかという提

案である。

□牧野企画振興部次長

・今まで農業では、自分の息子をいかに後継者とするかの後継者対策がほとんど。農業試験場

に研修施設があるが、来るのは後継者ばかりで、新しい人は全くいない。農業と移住との結び

つきについては、農林水産部と協議して進めたい。

■武内部会長

・「こせがれネットワーク」というものがあり、農家の息子達が、都会で培ったビジネス経験を、

帰ってきて農業に活かす取組をしている団体。非常にうまくいっているようである。非常に可

能性がある。今まで議論してきた中で、雇用の枠が最初のスタートになるかと思う。

◎鈴木委員

・秋田市で高校性や中学生がボランティアで除雪を行ったり、日曜日に学校単位で除雪をした

りしている。子ども達の力になるし、私も勇気づけられた。育ちの部分でボランティア教育を

組み入れれば良いと思う。

□湯元地域活力創造課長

・県庁職員の中でもボランティアを募って５００人くらいで除雪を行っている。野球部等の学

生は相当体力もある。地域運動として積極的に行いたい。

◎遠藤委員

・元気ムラで県の支援を受け、その中で一番良かったのは、県の方に実際入ってきてもらい、

地域を見てもらったこと。また、大学生にも来てもらい違う視点から地域を見てもらい、自分

が今まで何とも思わなかったものが実はすばらしいものであると掘り起こしていただき地域が

大変盛り上がり、交流も深まった。県の方には、地域に入ってきて実質を見て欲しい。地域の

姿が見えてくるし、地域も盛り上がり、にぎやかになる。引き続きお願いしたい。
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■武内部会長

・秋田市に住んでいる方が、自分には行きつけの集落がある等、そういう感覚での広がりがあ

れば、都市に住んでいても魅力ある生活が感じられる。県外に住んでいる方にとって魅力とな

り、移住促進にもつながるのではないか。ライフスタイルや価値観に対しても刺激になるので

はないか。

□佐藤活力集落づくり支援室長

・集落同士だけではなく、企業や大学等も元気ムラの応援団として組織していただき、実際に

集落に入っていただいている。また、集落の方々が企業や大学のイベントに出向いていく等、

お互いのコミュニケーションをとり、「おらほの集落」「おらほの町」という動きがある。

■武内部会長

・県庁の方々が、自分の担当の集落があり、その集落のことなら何でも知っている等、県民が

自分たちの集落として思うことで、もっと盛り上がるのではないか。

◎遠藤委員

・私の集落では４軒減り、このまま減っていくと思っていたが、５軒戻ってきた。自分達が頑

張れば、人が増えることは、何か示唆するものがあるのではないかと思っている。

◎山本委員

・知事が言われている高質な田舎を計るスケール、ものさしが必要である。今までの手法では

計れないのではないか。

・先日、秋田駅で盲導犬の募金をしていた。都会の人は無視して足早に通り過ぎるが、秋田の

人は３人に１人は募金する。中学生や高校性も足を止めてバックから小銭入れを出して募金す

る。私は、なんて豊かなところに戻ってきたのだろうかと感じた。このようなものさしを作る

ことが、課題である。私は、戻ってきて全くやったことのない起業を行った。とっても大変、

予想以上に大変だが、予想以上におもしろい。おもしろさは何なのか。会社員をしていた頃の

収入と今の収入では比較にならない。しかし、地域への密着度、自分がこの地域に足をおいて

歩いているんだという感覚は、都会には全くなかった。幸福度でいったら、私たち夫婦の幸福

度は上がっている。それをどうやって指標として盛り込んでいくかを、皆さんと考えていきた

い。ボランティア経済というのは地域ではかなり生きている。都市部に行くとみんな金。こっ

ちは隣の農家のおじさんが野菜持って来たときに「ちょっと手伝ってやるよ」と言ってくれた

り、私はパソコンの操作を教えてあげたり、お金の授受はないが、それも経済活動とするのな

らば、秋田の経済活動はかなり上がるかもしれない。そういう議論をし、スケールをつくると

高質な田舎という形が見えるかもしれない。
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■武内部会長

・決められた指標はあるが、それ以外に例えば人口減、地域の魅力を創造、高質な田舎を目指

していく指標を今後もう少し検討を加えてたらどうかというご意見である。

□牧野企画振興部次長

・非常に難しい問題ではあるが、そういう指標は国別にあったり、地域別にあったり、研究を

している研究者もいらっしゃるので、部会でも研究してみたいが、文化レベルの高さだとか、

多彩な食文化だとかは抽象的。指標というと件数に換算したり金銭に換算する部分であるので、

質的なものを指標にするというのは難しい。

□信田子育て支援課長

・知事は高質な田舎と言っていたが、このプランの１７頁に「あきたのじまんこ十二か条」が

あり、これが秋田なんですよということを言っている。そもそも秋田のイメージアップ「あき

たびじょん」があるが、これを作ってくれたのは梅原さんという高知県出身の方で、高知県は

より不便な県の代表。日本の一番不便なイメージがあり、秋田が２番目である。不便と豊かは

全く異質なものであり、不便の中に豊かなものが隠れるようしてあり、これが売りになると、「秋

田びじょん」ができた。十二か条が秋田の自慢で、これが秋田なんですよということで前面に

出していきたい。

■武内部会長

・指標をどうするかは結論が出ないと思うが、指標を作ること自体が啓蒙活動というか、自分

達の誇りを促すというか、そういったことになると思う。例えば募金をするとかも１つの事例

だが、そういったものを集めて発信するだけでも良いのかなと思う。それが十二か条にかぶる

場合もあると思うが、今後検討していきたい。

◎山本委員

・ブータンはＧＮＨという考えがある。ブータンは小さい国で非常に生産性も低い国だから成

り立つという前提もあるが、フランス政府が研究機関を立ち上げ、ＧＮＨを政府として導入で

きるか検討し始めている。シンプルな何かがあれば良いと思う。秋田は指標で並べるとげっぱ

に近い。言いたいですよね。「おまえら見てみろ、おれら一番だぞ」って。皆さん感じてると思

う。「あるんだよここには」って。何か打ち出したいなという欲望があるので一緒に考えていき

たい。

□牧野企画振興部次長

・実際、幸福度指標を入れたらどうかという提案も、去年の審議会の中でもあった。次期計画

もあるので、研究という形で取り組んでみたい。
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■武内部会長

・以前、全国４７都道府県の幸福度指標を比べた時、秋田が３９位だったが、指標の取り方だ

と思う。もっと秋田らしい指標で比べることも大事だが、ＰＲする事も必要である。

◎藤原委員

・私は藤沢から来てからも、ずっと藤沢と交流しているが、向こうの人達は長期滞在したい人

が多い。１０日とか１か月とか滞在できる場所がないかと。藤里町には空き家が無くて対応で

きない。また、都会は完全に亜熱帯化している。秋田県は本当に住みやすい。移住に関しては

春から秋限定の移住というのは秋田県にはメリットがある。冬は私も嫌で逃げたくなるくらい

寒いが、春から秋だったら喜んで移住してくる。冬はその変わり誰かに管理してもらう等、仕

組みづくりをすればおもしろいのかなと思う。

・教育とのからみでは、農山漁村留学、秋田県の教育レベルが高いことを考えると、もう少し

門戸を開けば、来たいと思う人は首都圏には結構いる。お金のある人で、教育は伸びやかなと

ころで子どもを育てたいとか、色んな意味で教育レベルの高い秋田県に来たいなと思っている

人が潜在的にいると思う。その人達を受け入れ、保護者がこちらに何回も足を運ぶことで保護

者が移住してくる可能性がある。そこまで考えれば、秋田県にとってもプラスになるのではな

いかと思う。

□牧野企画振興部次長

・農山村留学は昔、合川町にやまびこ学級があり、都会から子どもを連れてきた時期もあった

が、不登校の子が多かったり、あまりうまくいかなかった。どこかの家庭で預かって通学をさ

せる等、色々な意味で研究していきたい。

■武内部会長

・まだまだ意見もあるかと思うが、時間を過ぎているので、ここで本日の議論を終了する。事

務局は、本日の意見を踏まえて、次回の部会につなげていただきたい。

－議事終了－


