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（北秋田地域振興局） 

 

平成 29年度知事と県民の意見交換会概要 

 

テーマ：多分野で活躍する女性と考える、女性が輝く環境づくり 

日 時：平成 29年７月 21日（金） 10：00～12：30 

場 所：北秋田市民ふれあいプラザ コムコム 

※意見交換に先立ち、会場である北秋田市民ふれあいプラザの設備及び利用状況を視察 

 

（知事あいさつ） 

 今日は暑い中お集まりいただき感謝する。今回は女性の活躍がテーマである。世界を見渡すと、例え

ば、イスラムなどでは一部女性の社会的地位が高い地域もあるものの、宗教の関係などから男性社会で

あり、日本も明治・昭和までは歴史的な背景の中である程度男性社会であった。一方、ヨーロッパの国々

や、意外にも中国・台湾・タイといったアジアの国では、女性の活躍がすごい。そういう中で、日本で

も女性の活躍推進がよく言われているが、最近の女性活躍については、人口減少の中で、女性を単なる

労働力と見なして社会の中で働いてもらおうという傾向があり、そういう見方には抵抗がある。もとも

と人間社会は男性と女性がいる共同社会であり、女性が持っている能力を社会で発揮しなければ、活力

が偏ったものになってしまう。 

 日本の場合は、子育てや家庭との両立が非常に難しい。ヨーロッパでは保育が進んでいるが、例えば、

フランスでは保育所はほとんどなく、ベビーシッターが主流。ただ、これはほとんどが移民であり、日

本とは状況が異なっている。地域や国によって様々な形態があり特色も異なる。 

 非常に驚くのは、中国や台湾などでは、例えば、県庁でも部長の半分が女性であるということ。大臣

も半分くらいは女性だが、日本はまだそういう状況にはない。 

 日本が遅れているのかなと思うのは、女性は体力がなく、弱いものだという考えがあること。アメリ

カでは、女性が軍隊で戦闘機に乗り、大砲を撃っている。今は、男性と女性の体力差も縮まってきてい

て、私が秋田市長のときから女性の消防士がいるが、はしご登りなどは、男性も女性もそう違わない。

逆に、火事の時には、体の小さい女性の特色が活かされる場面もある。今回出席しているＥさんは建設

業で勤務しているが、土木建築の監督においても、女性が検査した現場は、女性ならではのきめ細かな

見方ができており良かった。そういった様々な場面で女性には活躍してもらいたい。 

皆さんは、様々な場面の一線で活躍している。今日は、行政への注文などつまびらかに教えていただ

き、いろいろな女性の社会進出の政策に反映させようということで来ているので、遠慮無く、将来の夢

なども含め、自由にお話しいただければ幸いである。 

 

【参加者自己紹介】 

（Ａ氏） 

 大館の駅の近くで大正堂というお菓子屋さんを営んでいる。大正堂は、昭和６年から開業して、創業

80年を超えるお店である。曾祖父から始まり、４代目。 

 通常のお菓子づくりのほかに、秋田県で生産拡大に取り組んでいる枝豆を使った名菓づくりにも取り
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組んでいる。大館市内の有志のお菓子屋さんで組織した「倶楽部スイーツ」で、「えだまめモナカ」とい

う商品を開発し、昨年７月から販売している。現在は、全県のイオンなどでも販売し、幅を広げている。

１店舗で名菓を作ることが難しい中、大館では協力して取り組める環境があり恵まれている。 

 まちづくりにも取り組んでいる。今年で６回目を迎えるが、大館駅前振興組合という団体で、大館駅

前を利用したイベントを開催しており、従来は、商店街の人たちを中心とした取組だったが、今は、主

婦の方や駅前に住んでいない方も含め、大館でやりたいことを実現させたいという思いを持つ、様々な

人に参加してもらい活動している。 

今後は、カウンセラーの資格も取得予定。インターンシップなどで高校生と接する機会があり、最近

は、続けて物事に取り組める子達が少なくなっていると感じる場面が多く、メンタルのケアを勉強しな

がら対応していきたいと考えている。今年度中には、講座を開くなど事業展開もしたいと考えている。 

 

（Ｂ氏） 

 柴田慶信商店で大館曲げわっぱの伝統工芸士として勤務している。生まれも育ちも大館。触れて感じ

る商品の良さから、柴田慶信商店で働くことを決めた。当時は採用がなく、何度か断られたが、どうし

てもつくりたいという熱意をくんでもらい入社した。入るからには伝統工芸士になりたいという思いで

取り組み、必要となる 12年の実務経験を経て、入社 13年目に実技試験・筆記試験とも一発で合格した。 

 伝統工芸士になってからは、注目してもらえる機会が多く、小学校や中学校で講演することもある。

少しでも好きなことに取り組むことの良さを伝えられるよう話をしている。 

 現状では、伝統工芸士になっても給料が上がるなど特別なことはないが、経済面や、やる気の面を支

えられるような仕組みもあったらいいと思う。年をとっても、子どもが居ても、伝統工芸士という強み

があれば、ずっと活躍できるという環境があれば、なりたいと思ってくれる人も増えると思う。 

 

（Ｃ氏） 

 託児所勤務が長く、生後２ヶ月から３歳までのお子さんを預かっていた。働くお母さん達が多い中、

親子の時間がなかなかとれない様子を見て、自分に何か出来ることはないのか考え、現在のベビーマッ

サージ教室を開くに至っている。教室では、単なるマッサージだけではなく、心を育む育児やお母さん

の心の癒やしを目的に活動している。ＪＡあきた北の取組の中でも活動しており、昨年、脱少子化モデ

ル企業として、県のベビーウェーブアクション会長表彰を受賞した。 

 また、オオダテボンドガールという女性の組織も立ち上げており、大館を元気にしたいという思いで

活動している。メンバーは現在６名で、仕事・家事・育児にも取り組む女性。人口減少の中、大人から

大館の良さを発信していくことで、若者が一度県外に出た後も地元に戻るきっかけをつくれればと願っ

ている。10月に開かれるきりたんぽまつりにもオオダテボンドガールとして参加する予定である。 

 

（Ｄ氏） 

 北秋田市の造林会社に勤務している。会社には、環境緑化部門と苗畑部門があり、苗畑部門で働いて

いる。高校卒業後、県外で働いていたが、その後、地元に戻り父が経営するこの会社に入社した。もと

もと興味があったわけではないが、父の声がけで始めた。実際に取り組んでみると、種から苗木に育て、

出荷していく過程に楽しさや喜びがあり続けられている。従業員は男女ともに 10名。女性は年配の方が
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多く、20代は自分だけで、その次は 60代以上であるが、年配の方には知識があり、一緒に学んでいく喜

びを感じながら取り組んでいる。 

 

（Ｅ氏） 

 現北鷹高校、旧鷹巣農林高校の土木科を卒業し、現在の建設会社で現場監督として働いている。子ど

もが３人おり、家事・育児・仕事の両立は大変だが、会社や家族のサポートがあり働き続けられている。 

所属は土木部で、周りは男性ばかり。女性が１人いるだけで、場が和らぐと言われるときなどは嬉し

く、性格的に男性とも気兼ねなく接することができているが、生理などで体調の悪いときには、周りに

言いにくく苦労した。今は配慮してもらうことができ、体調に合わせた働き方が出来ている。また、子

どもの急病時にも、子どもを優先させてくれ大変助かっている。 

 建設業と言えば男性の職場で、キツい・危険・汚いの３Ｋとも言われ、女性が就職するときには不安

もあると思う。ただ、今は、給料・休日・希望の新３Ｋが提唱されたり、地域振興局主催の高校生との

意見交換会、国交省の女性のための職場パトロールなど、女性が活躍できるということを知ってもらう

機会が増えている。こうした場を設けることで、女性の担い手も増えてくると思う。また、今後は女性

技術者の登用を条件とする工事もあり、工事看板などで女性の名前を目にすることも良い機会になると

思う。 

 ３人の子育てをし、産休・育休を取得したが、職場復帰する際の保育所探しに苦労した。この辺では、

年度初めであれば待機児童の問題もほとんどないが、年度途中の場合は空きがない。こうした状況が改

善されると、もっと女性が働きやすくなると思う。 

 

（Ｆ氏） 

 健康美的サロンルクサージュという女性向けのサロンを経営している。腸内環境を整える施術に特化

したメニューがメイン。始めたきっかけは、自身が妊娠・出産・30 代という年齢の節目を経て、体調を

崩すことが多くなったこと。腸内環境に原因があることを知り、興味を持った。施術を習い、自分で試

していくうちに、１つ１つ不調が改善。体が健康であることのありがたみを痛感し、同じ悩みをもつマ

マさんをはじめ、広く伝えようと思いサロンを立ち上げた。腸内環境のケアに、全身のケアも加え、施

術の中で日々の話も聞いたりしながら、女性の癒やしの時間にもなればという思いで取り組んでいる。 

 最近は、子どもの便秘も増えており、ベビーマッサージやベビーヨガのレッスンなど、赤ちゃんのマ

ッサージも行っている。参加者からは、離乳食を始めて便秘に悩んでいたが解消したとか、寝付きが良

くなった、また、兄弟がいる家庭では、お兄ちゃんやお姉ちゃんが保育園に行っている間に、下のお子

さんにじっくり向き合えた、逆に、休みの日に、上のお子さんとママとの２人きりの時間がとれるよう

になりすごく良かったという声が聞かれ、取り組んでいて良かったと感じている。 

 

（Ｇ氏） 

 内陸線の鷹ノ巣駅前で古い空き倉庫を改修して、設計事務所を経営している。出身は協和町であるが、

仙台・福島・東京・秋田と移り住み、大学進学を機に再び関東に出て、その後東京の設計会社で約 10年

勤務した。４年前に鷹巣に移住し、２年前に独立。建物の内装・設計・デザインの仕事をしながら、改

修した倉庫の一部をオフィスや様々なイベントなどに貸し出したりもしている。 
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 今は、森吉ダム近くの古民家を改修し、住宅兼ゲストハウスを建築している。住人も移住者であり、

田舎暮らしを満喫できる観光やマタギツアーなどを企画しており、協力している。その他、内陸線を応

援する夢列車プロジェクトにも携わり、新車両の内装デザインに関わっている。 

 また、最近は、商工会の青年部に入り、少子化対策事業の委員長として、街コンの企画を行っている。

昨年は、食事会形式で地元以外からの参加者が多かったため、今年は、田舎暮らしに興味のある人や北

秋田市出身の女性などを集め、市内の独身男性とマッチングしたり、今実際に市内で生活している夫婦

や市内の生活を楽しんでいる人との交流の中で地元の人口減少対策となるような企画を考えている。 

 鷹巣に住み始めて４年がたち、いろいろな人と交流できるようになった。これからもここで仕事をし

ていきたいと考えている。 

 

（Ｈ氏） 

 出身は神奈川県。約 25年前、北秋田市でゴミ焼却場の新調をする際、環境などの未来を見据えて考え

が一致した者同士で「さぷる」という組織を立ち上げた。その中で環境について勉強を続けており、今

は、「北秋田エコフェスタ」というイベントを企画している。 

 七日市にこにこボランティアの活動では、地域の繋がりを大切にしようと取り組んでいる。良い地域

とは、地域の人がよく顔を合わせて、心が通じているような地域だと考え、週に１度、にこにこサロン

という、お茶のみ会を開催しているほか、月に１回女子会を開き、生ビール会を行っている。その中で

難しいのは、男性がなかなか参加してくれないこと。男性にも参加してもらおうと、今は、会館で居酒

屋を開こうと画策している。様々な機会で、一緒にいる時間を過ごし、時間をかけて親しさを紡いでい

くことが、地域にとって、防災にもなり、少子高齢化に対応する力になると思っている。 

 

（知事） 

 Ｇさんは、協和には帰らなかったのか。 

 

（Ｇ氏） 

 東京で働いているときは、ずっと東京で働くつもりでいたが、たまたま地方で町並みの景観デザイン

に関わることがあり、田舎で働くことに興味を持った。田舎であれば、出身の秋田だと考えていたとき、

大館のアートで地域の活性化に取り組む団体と知り合い、そこで働いたことをきっかけに鷹巣に来た。 

 

【意見交換】 

（Ａ氏） 

 お菓子作りをしているが、大館市内にはまだ女性は少ない。その分、女性ならではの感性を褒められ

たり、様々な機会で覚えてもらうことができ、そこから新たな仕事に結びつくことなどがあるというの

は、女性として働いていて良かったと思うこと。 

 一方で、子育てとの両立は非常に難しいと思っている。お菓子屋さんは、朝早く夜遅い。また、季節

によっては夜中まで帰られないこともあり、そうしたことを考えると子どもを産むという選択肢がなか

なか自分の中に出てこない。子どもを育てるとしたら一緒の時間を過ごしたいという思いもあり、保育

所などに預けっぱなしでいることには疑問も感じている。ワークシェアリングなどにも目を向けるが、
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時間に余裕が出来る分賃金が減少するという問題もある。 

 お菓子はこだわってつくるもの。機械などに代えられる工程はたくさんあるが、そこにこだわりたい

のが職人。そうした中で、職人としてのこだわりと労働条件とのバランスをとることが難しい。 

 

（知事） 

 知り合いの中には、お菓子屋さんを夫婦でうまくまわしている人もいる。 

 

（Ａ氏） 

 夫婦で協力できたらいいが、大館の中には職人自体が少なく、実家のお菓子屋さんを継ぐために帰っ

ている人が多いので難しいところがある。 

 

（Ｂ氏） 

 女性ならではの強みは、男性と比較して、細かい作業が得意なこと。最後の仕上げは、女性が行うと

満足のいく出来になっている。また、伝統工芸士になってからは報道で取り上げられて周囲から声をか

けられることも増えており、大館曲げわっぱを知ってもらうきっかけにもなれていると思う。作る上で

は、男性との力の違いで苦労する面はあるが、気持ちと練習次第で乗り越えることが出来る。 

 あったらいいと思う環境は、年をとってもずっと働き続けられる職場。職人の手仕事は、健康でさえ

いられると働き続けられる。退職した職人も、現在大館市内にある体験工房に場所を代えるなど活躍し

ていける仕組みがあると良いと思う。また、作業の中では大量の粉が出るため、設備の状況によっては

体調に不調を来すため、健康面に配慮した環境の整備や細かな取り決めが必要になると思う。 

 伝統工芸士など、この分野で活躍する女性が増えていくためには、伝統工芸士になることの良さを明

確に伝えられる必要がある。現状では、給料が上がるわけでもなく、特別変化があるわけではないため、

挑戦する人も少ないのだと感じている。 

 

（知事） 

 樺細工の職人は、伝統工芸士になるとほとんどが作家になり独立する。そして、会社がその作品を買

い上げるため、腕が良いと高くなり、あの人の作品が欲しいと指名もある。 

 曲げわっぱには、展示会などはないのか。 

 

（Ｂ氏） 

 展示会はあったとしても、会社の名前で出る。携わっていても個人の名前は出ない。 

 

（知事） 

 川連漆器と樺細工については、展示会があり知事賞も出している。伝統工芸士の名前も出る。仙北市

では市と組合が協力して工芸展を行っている。祭や他のイベント、地域の物産展などと併せて実施する

と、観光客にも見てもらえる。観光と結びつけて表彰制度を設けることで、社会的な評価を得ることが

出来る。大館でもそうしたことをやってみると良い。 
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（Ｂ氏） 

 個人が注目される機会はないので、そうした機会があると良いと思う。 

 

（Ｃ氏） 

 ボンドガールでは、昨年度初めてきりたんぽまつりに参加した。スタッフの中には準備段階から携わ

っている方だけでなく、当日のボランティアもおり、来客者へ十分な対応が出来ていないという声も聞

かれていたため、ボンドガールではどのお客さんのどのような問い合わせにも適切に対応することを目

標に取り組んだ。結果、ボンドガールで担当したのはきりたんぽの土産用配送ブースであったが、なぜ

か総合案内ではなく、自分たちのところに、たくさんの来客者からイベントや会場に関する様々な問い

合わせがあった。全て対応することが出来、非常に喜ばれた。やはり女性ということで、話しかけやす

さがあったほか、女性ならではの気づきで、たくさん利用してもらえたのではないかと思う。 

 また、毎月頑張っている女性の方向けに、紅茶の入れ方やおしゃれの仕方など、毎回異なるテーマを

設けて女子塾を開催している。仕事・家事・育児などに忙しい女性は、気持ちに余裕がないといらいら

しがち。癒やしの時間をつくり、家庭や職場で前向きに過ごせるきっかけになればと取り組んでいる。 

 苦労している点は、それぞれが仕事や家庭を抱える中で、活動を継続していくこと。無理強いするこ

となく、お互いに協力しながら出来る人が出来る範囲で、活動を継続していけるように努めている。 

 ベビーマッサージでは、３年前に協会で優秀実践者賞を受賞した。育児ではお母さんの関わりが非常

に大切。今は、生後２ヶ月から勤めに出る女性も増えているが、実は、１歳頃までの親子の関わり方が、

その後の成長に大きく影響している。そうした中で、親子の愛着関係をうまく育てていくお手伝いがで

きたらと思いながら取り組んでいる。 

 

（知事） 

 ボンドとはどういう意味か。 

 

（Ｃ氏） 

 人と人を繫ぐという意味である。活動をとおして、人と人を繫ぐことも目的としている。 

 

（Ｄ氏） 

 女性の強みは手先が器用なこと。苗木を育てていくにあたっては、小さな雑草でも成長に影響を及ぼ

すが、女の人は細かいところまで手入れが行き届いている。特にキャビティポットづくりでは、男性と

女性の違いが分かる。小さな穴に土を入れ、その上に苗木を植えていく作業で、少しでも根が出ていた

りすると苗木が枯れてしまうが、女性は細かくきちんと作っている。 

 男性と差がついてしまうと思うのは、梱包などの力仕事。ただ、今は機械化が進んでいるため、トラ

ックへの積み込みなどは、資格さえあれば女性が行うことも可能になっている。農業技術や機械に関す

る研修はたくさん開かれているが、女性がなかなか参加しづらいのが現状。気軽に参加できるようにな

ると、農業で活躍する女性がもっと増えるのかなと思う。 

 農業というと、キツいとか汚いというイメージがあり、そうしたイメージは消えないと思うし、実際

にそうである。働いていると汚れてしまうのは当たり前だが、それでも楽しいと思えているのは、１ミ
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リくらいの小さな苗が、こんなに大きくなったんだ、というような、成長の過程を見られる喜びがある

から。私は長靴やカッパを着て作業しているが、女の人としては、綺麗でいたいという気持ちもあると

思うので、そうしたイメージがなくなったら携わる人も増えてくるのではないかと思う。 

 外仕事であるが、決められた休憩時間の他にも、暑いときにはこまめに水分補給などが出来るし、寒

いときには暖をとることも出来る。働く環境が整えられていることがもっと伝わると女性が増えるのか

なと思う。 

 

（知事） 

 農作業をアシストする機械はこれからどんどん出てくる。例えば、パワーアシストスーツを着ること

によって、サクランボなどを採るときなどには、腕を上げた状態で疲れずに作業が続けられる。また、

農業には高齢者が多いため、農園の除雪などにも役立てられている。ただ、今はそれ自体がまだ重く汎

用性が低い。改良されて女性や高齢者の力として活用されるよう県でも県立大学と一緒に力を入れて研

究している。 

 

（Ｅ氏） 

 仕事をしていて嬉しくと思うことは、ものづくりしている人はみんなそうだと思うが、自分が携わっ

た現場が完成するということ。土木の仕事では、道路や橋を造ると地図に載る。また、その場所を通る

度に、大変だったことや取り組んでいたときを思い出し、子どもにも「ここはママが作ったんだよ」と

教えてあげることも出来る。 

 逆に大変だったことは、トイレ。昔は、現場事務所に設けられるトイレも男女共同で、使うことに躊

躇していたこともあったが、最近では、更衣室などが整備された「快適トイレ」が設けられるなど、女

性も過ごしやすいように改善されてきている。 

 

（知事） 

 県でも、工事の発注の際、トイレや更衣室などの整備をコストに含めているほか、実施している事業

者についてはきちんと評価している。人手不足の中、そうした取組は女性の技術者を増やし、人材獲得

の面で企業にとっても良いこと。また、高い評価が得られれば入札にも有利である。県も一生懸命に取

り組んでいくためぜひ頑張って欲しい。 

 

（Ｆ氏） 

 起業する際に一番助かったことは、北秋田市民ふれあいプラザのチャレンジブースを借りられたこと。

起業者にとって最初の関門は場所の確保。鷹巣の銀座通りでも、テナント料はそれなりに高いため、チ

ャレンジブースを借りられたことは良かった。強いてわがままを言えば、今はブースが２店舗だが、も

う少し数があっても良かったと思う。ある店舗を目的としてきたお客さんが、他の店舗も知り、北秋田

市にはこんな業種があったんだ、とか、こんな新しいことに取り組んでいる人がいたんだ、と知ること

ができる活気あふれる拠点になれたと思う。 

 シャッター街となっている銀座通りについては、商工会でも何とかしようと取り組んではいるが、借

りる人がいないのが現状。借りる上での問題点は、駐車場がないことと、古い建物が多いため使用にあ
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たって改修費用がかさむこと。そうした点が改善されて環境が整えられれば、例えば、趣味の手芸の店

を出してみたいなど、小さなことから始めてみたいと思う人ももっと利用しやすい場所になると思う。 

 周囲からは、秋田市や関東など人の多い場所で店を出せば良かったのではないかと言われることもあ

るが、いずれ、このチャレンジブースを出ることになっても、自分はこの北秋田市で店を構えて、地域

の人や、市外からも人が集う場所にして、北秋田市にお金を落としてもらえるようなところにしたいと

いう思いで取り組んでいる。 

 

（知事） 

 ここでは空き店舗の補助制度などはあるのか。 

 

（局長） 

 市でもそうした制度はあるが、店自体が老朽化していることと、その奥を住居として利用している人

がいる関係で、分的に貸し出しすることが難しい場合や、出入り口が１つであるために貸しにくくなっ

ているといった課題があるようである。ただ、いろいろな工夫をしているところもあると思うので、ヒ

ントをもらいながら我々も市と話を進めていきたいと思っている。 

 

（知事） 

 ＩＴ関係であれば場所は選ばないが、一般のお客様を相手にする場合は街中になる。ＩＴ関係では、

五城目で山の中の新しい大きな学校が廃校になり、全部企業が入って利用している。街中で起業する場

合、秋田市辺りであれば、空きビルの１階を仕切って貸し出すなど、かなり手厚くなっている。 

 

（Ｇ氏） 

 私は市の空き店舗の家賃補助を受けて、空き店舗を利用している。期間は２年間でついこの間まで利

用していた。内装に関する補助金も一応あったが、条件が様々あり、利用できなかった。自分の場合は、

デザインも大工仕事もできるため、あまりお金をかけずに始めることができた。大家さんも、鷹巣駅前

の地主さんで年配の男性であるが、新しい取組について理解のある方で、そういう人に知り合えたこと

はとても良かった。 

 今の鷹巣では商店街や町の中を歩いている人は少なく、お店を構えても歩いて来てもらう形は難しい

と思う。駅前に店を構えており、いいところだね、と言われることもあるが、実際には地元で駅を利用

している人は少なく、分かりやすい場所なのに知られていないことも多い。東京で駅前だとすごいが、

秋田では駅前が逆に隠れ家的な存在になっており、そこにおもしろさを感じながら活動している。 

 

（Ｈ氏） 

 女性の視点と言うが、個人個人だと思っている。持って生まれたそれぞれの特性を伸ばしていって、

細かいことの得意な人、大きく物事を捉えられる人、計算の得意な人、感受性の豊かな人、そうした様々

な人がバランス良くいたときに、とても良いことができるのではないかと考えている。 

 

（知事総括） 
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 本来は、女性、男性という性差はあるが、男女共同参画という言葉があるうちは、固定観念がある証

拠。そうした言葉がなくなったとき、初めて本当の共同参画の姿になる。日本ではまだ過渡期。 

皆さん、自分のお考えをもって立派に取り組んでいると思う。男性もそうした傾向はあるが、特に若

い女性を見ていると、どうしても事務職を希望している人が多い。ところが、事務職というのは 20年後

になくなる職業である。逆に、職人さんや人間の能力、考え方、行動力を使う仕事は残る。今も一般の

事務職の求人は、コンピュータがやってしまうのでほとんどない。職人の技というのは、これから一番

残る。皆さんの仕事は全てこれからも残る仕事。いろいろな課題もあると思うが、やりがいをもって取

り組めるのは将来につながるからだと思う。あなたの仕事は５年後に自動化するのでなくなると言われ

たら、意欲もなくなる。まだまだ秋田の場合は、男性もネクタイを締めて会社勤めが多い。また、それ

に憧れて東京に行く。東京では満員電車に揺られて、ある程度給料は高いが住居費も高い。結局３年く

らいで転職して、その後は、なかなか理想の職業に就くことができない。そういう意味から、皆さんに

は地域の中で目立ってもらってこれからの若い方に社会は変わるんだよと、自分の能力の発揮の仕方を

見せていって欲しい。 

秋田は昔 69市町村あったが、稲川町は過疎ではなかった。こけし、川連漆器、仏壇、稲庭うどん、全

部手づくり、職人だらけの産業で、人口が減らなかった。逆に、サラリーマンだけの町では人口が減っ

た。また、農業で言えば、機械化の進んだ田んぼだけの町では人口が減り、逆に、手のかかるお花や野

菜などに取り組んでいる場所では人が残った。社会の変化をどう受け止めるのか、地域の感じ方が地域

振興に関係している気がしている。皆さんには、地域にいろいろな面で刺激を与えて欲しいと思う。 

 

 

（終了） 


