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（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：県内への大学生の定着について

日 時：平成29年７月10日（月） 13：00～15：00

場 所：秋田県庁議会棟 特別会議室

（知事あいさつ）

夏休み前の色々と予定がある中ご参加頂き感謝する。県では色々な問題があるが、人

口減少の中で県外の大学に学生が多く流れているという問題がある。また、県内にも大

学はあるが、県内企業に大学生が就職するとなった場合、事務系は就職先があるかもし

れないが、技術系は本当に少ない。中央とは同じようにはならないが、少しでも地元に

残ることを希望する方や秋田に居住したいという方について、我々としても環境整備が

必要と考えている。ただ、経済の問題、経済の原則があるため、簡単ではない。私と皆

さんとでは50歳位違う。皆さんの考え方は私達の時代とは違っており、新しい時代とな

っている。その辺について皆さんから意見を聞いて、少しでも県政の中で県内就職を希

望する大学生が秋田で暮らせるような政策展開をどのように考えたらいいのかを、我々

が皆さんからこの意見交換会を通じて勉強したい。そういう趣旨でこの会はある。皆さ

んがどういう考えを持って学んでいるか、将来自分の進路をどう考えているか、進路の

希望の中で課題をどう捉えているか、そういった点をお伺いしたい。フリーに、あまり

堅苦しくなく話して頂きたいと思っている。

私自身のことを紹介したい。元々私は東北大学工学部精密工学科で航空機や自動車の

エンジンの加工を勉強して、小松製作所に就職した。そこでエンジンの部品の設計をし

ていたが、親の関係で秋田に帰ってくることになった。しかし、当時も秋田には自分が

就職できるような企業がなかった。しょうがなく県庁の行政職の試験を受験し、合格し、

県庁で二十数年働いた。半分は技術分野で働いて、あと半分は地方財政関係の分野に関

わった。他県の知事とは別の道を歩んで知事となった。今も学会には所属しており、大

学でも特別講義の講師をした。本日も技術系の学生とは共通項があると思っている。当

時もそうだったが、高度なことを学べば学ぶ程、地方では学生の受け皿が無くなる。昔

よりはあるかもしれないが、やはり少ない。アメリカやヨーロッパに行くと、中央に集

中している訳ではない。ドイツのＢＭＷはバイエルン州という田舎に本社があり、田舎

の周辺に工場がある。アメリカのボーイングもシアトルという田舎。むしろ中央にはそ

うした会社はない。しかし、日本は大半が関東から関西にかけてそうした会社がある。

そういった中でも、少しでも高度な勉強をした方に地元に残って貰いたいと思って努力

をしている。自由な意見を出して頂き、我々も出来ることと出来ないことがあるが、少し

でも皆さんの希望に沿えるように努力して、色々な政策に反映させたい。よろしくお願い

したい。

（自己紹介）

（Ａ氏）

秋田大学医学部医学科６年。埼玉県出身。来春には試験を合格して医師になる予定。



- 2 -

志望は家庭医。学年の代表を務めている。泉でシェアハウスをしており、男２人、女１

人、猫１匹と生活している。

（Ｂ氏）

秋田大学大学院理工学研究科システムデザイン工学専攻機械工学コース１年。航空機

複合材料の炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）の成形に係る研究をしている。趣味は

温泉巡り。

（Ｃ氏）

秋田大学理工学部システムデザイン工学科機械工学コース４年。レーザーを用いた配

管溶接の研究中。趣味は映画鑑賞。

（Ｄ氏）

秋田県立大学システム科学技術学部機械知能システム学科４年。金属の表面に生じる

錆や酸化膜をプラズマで取り除く研究をしている。仙北市西木町出身。地元のお祭りで

知事をよく見かける。趣味はバイク。

（Ｅ氏）

秋田県立大学システム科学技術学部電子情報システム学科４年。半導体を用いた発電

に係る研究をしている。卒業後は県内の電子部品製造会社に就職予定。趣味はアウトド

アや野球、スキーなどの運動。

（Ｆ氏）

国際教養大学国際教養学部グローバル・ビジネス課程５年。神奈川県川崎市出身。専

攻はマーケティングと消費者行動などについて学んでいる。カナダに１年留学。バング

ラディッシュでストリートチルドレン問題に係る活動を実施。卒業後は東京本社の化学

メーカーに就職予定。

（Ｇ氏）

国際教養大学国際教養学部グローバル・スタディズ課程４年。神奈川県横浜市出身。

田植えなどを通じて地域の方との交流を行ってきた。学生会議の運営に携わり、アジア

の学生と議論を行った。１年間アメリカのワシントンＤ.Ｃ.に留学。国際関係からエネ

ルギーに興味を持ち、卒業後は中部地方の電力会社に就職予定。

【意見交換】

※初めに各学生が、秋田県の魅力・欠点、県外に若者が流出している現状への感想、

県内・外に就職等を希望した理由を発表。

（Ａ氏）

秋田県に来たきっかけは、入れる医学部を探した結果、秋田大学に入学したのであっ

て、秋田県に来たいという気持ちがあった訳ではなかった。しかし、秋田に来てみると、

方言や祭りなど、文化に魅力を感じた。竿燈祭りが間近に迫った時の街の盛り上がりな
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どが魅力的。

秋田は大変魅力的だとは思っているが、就職は県外を希望している。なぜかというと、

日本ではまだまだ浸透していない家庭医を育てようとしている研修病院に行こうと思う

と、行き先が限られてしまうため。そうした病院は埼玉県にすらない。

（知事）

医学部の方は県外に就職する方が多いのではないか。

（Ａ氏）

初期・後期研修を経て正式に専門を持った医師となるが、学年の傾向を見ていると、

地元に戻るのが大多数のタイプ。あとは、私のように病院を選ぶタイプと奨学金などを

貰っていて秋田県に残るタイプの３タイプに大別されるように思う。

（知事）

秋田の人と付き合って、秋田に残る人も多いのではないか。

（Ａ氏）

６年生になって別れるのが半分、どちらかの地元に行くのが半分といった所。

（Ｂ氏）

私は男鹿市出身で、大学までずっと秋田県に住んでいる。秋田県の日本酒は美味しい

と感じており、魅力の１つである。また、自然が豊かで、菜の花ロードや海、紅葉、か

まくら祭りなど、四季を楽しめる面も魅力。

県外に若者が流出する現状については、実際のところ、私も県内企業をあまり知らな

いと今回気付いた。自分だけではなく、周りの学生も就活する際にそう思っている人が

多いと思う。知る機会が増えれば、もう少し流出は防げるのではないか。現在私は共同

研究を県内企業と行っているため、秋田にも技術を持った企業があると共同研究から学

べている。

（Ｃ氏）

私は秋田県の旧中仙町出身で、これまでずっと秋田県在住。やはり自然の豊かさが秋

田の魅力。角館辺りは桜が大変綺麗。雪景色も大変綺麗。

欠点としては、降雪量が多く、気候面で優れていない点。そういう面が人口減につな

がっているのではないか。

若者の流出については、県内に若者が就職する企業が少ないことが原因ではないか。

私は自動車関係に就職希望なので、県外を希望しているが、自動車関連の企業は、県内

に拠点となる所はないのが現状。秋田県は十分魅力的だとは思うが、そういった面で県

外に出ざるを得ないと思う。

（Ｄ氏）

私も県内出身だが、栃木県の企業へ就職が決まっている。県内企業も検討した際、県

内にも他県と遜色ない企業もあるし、いかにも地方企業というような秋田で細々とやろ

うとしている企業もあって、ほぼ半々、やや後者が多いかなという印象だった。大学で
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学んだ事を活かそうと考えると、小さい企業だと今後の人生に波があるかもしれないと

いうことと、自分の力を試すにはやはり県外の大きな企業、名のある企業で働きたいと

いう思いがあった。縁があれば秋田には帰ってきたいとは思ってはいる。機械科の学生

は、ある意味どこにでも就職できる。県内外という考えではなく、行ける企業に行くと

いう考えで就職先を選択した。福利厚生や給与を考えても、県内は見劣りする所が多い

と感じた。他の若者もそうした傾向があるのではないか。最初は県外で働いて、後に戻

ってこようと考えている人が多いのではないか。県内企業にもそういった部分を頑張っ

て貰えれば、秋田県で働きたいと思う人は増えると思う。

（Ｅ氏）

秋田の魅力について。地元は鹿角市で、花輪ばやしというお祭りがあるが、秋田県は

お祭り時の団結力に魅力を感じる。四季が感じられる点も魅力。スキーが好きなので雪

が降る点も魅力。

欠点としては、交通の便が悪いこと。本荘キャンパスから地元鹿角市に電車で行くと

片道４時間位かかる。また、大学の周りにはスーパーや居酒屋程度しかなく、週末は基

本的には家で過ごし、同じような生活を繰り返してしまう。

県内企業に就職予定だが、そこは世界にも通用する企業であり、自分の力を試せる点

で非常に魅力的な企業。県内にもそうした企業があると知り、県内就職を決めた。長男

でもあり、実家に週１回位は帰りたいという気持ちもあった。

県内に大学生を定着させるには、交通の便が必要だし、卒業後に自分の力を試せる企

業が県内にあることが必要。県内にはそうした企業は少ない。若い内は県外に出て、自

分の力を試して、その後地元に戻ってそれを活かそうという人が多いのではないか。

（Ｆ氏）

神奈川県出身なので、最初は秋田は田舎というイメージが強く、やっていけるか不安

だったが、非常に魅力的な所と今は感じている。自然も魅力的だが、人も魅力的。東京

だと売店１つ取っても、接客が機械的だが、秋田の人達は声かけをしてくれる。フレン

ドリーでオープンな人達が多いと感じた。

欠点は、やはり交通の便はあると思う。特に国際教養大学の周りは悪い。バスも１時

間に１本。ただ、車さえあればそれ程不便ではなく、やはり車社会だと感じている。ま

た、名の通っている企業や大企業は秋田にはないと感じている。

県外就職を希望したのも、その点が問題となっており、就職説明会などに出席した際

も、秋田県内の企業は全然なかった。大企業などを誘致できていたら県内企業への就職

を考えたかもしれない。

田舎か田舎ではないかは、私にとっては問題ではない。京都の村田製作所の工場を見

学した際、非常に大規模な工場だったが、周りは田舎だった。そこに就職してもいいな

と感じた。田舎は関係なく、自分が働いてもいいと感じるかどうかが問題。

（Ｇ氏）

新幹線で秋田に来た際、田んぼしかなく、全く違う所に来たという印象を持ったが、

地元の方々と交流する機会を持ち、秋田は天然資源が豊富だと感じた。風景が綺麗とい

うのも天然資源だし、綺麗な湧き水や空気も天然資源。温泉なども秋田ならではの資源。

また、人との距離が近く、温かい人が多いという印象を持っている。最近秋田駅前のジ
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ャズバーに行くことにはまっているが、もし東京であればジャズバーは敷居が高く、簡

単には入ることはなかったと思うが、秋田のバーは、店員の方も気さくに声をかけてく

れて、そういう面でも秋田の人の魅力を感じている。

マイナスの部分としては、県出身の方は県に対する自信を持っている方が少ないと感

じる点。秋田県民としての誇りが少ない人が多いのではないか。

卒業後は中部地方に勤務する予定だが、私はどこで働くかは気にしていない。自分の

興味から、海外事業に関心があり、自分が挑戦できるエネルギー関連の企業で働きたい

と考えていた。そうした企業の内、地域に根ざした事業を行っている企業に就職を決め

た。場所は関係なく、自分に向いた企業、その企業が大切にしている事を重視して選択

した。

※以下フリーディスカッション

（知事）

大学生向けのインターンシップなどの県内企業の紹介はようやく今始めつつある所。

理系の場合は会社によっては本社採用が多く、秋田で採用になっても秋田に来るとは限

らない。ただ、事業所が秋田にあると、将来的には地元に帰ってくる事も可能。県内企

業の大学生への売り込みや接触が少ないのは確か。

技術職は都会にはあまりいない。工場などは地方にあり、そちらにいる。住む所とい

うよりは、自分の専門ややりたい事との関係で就職先を選ぶのが普通なのだろう。

県外から来た方に質問。秋田に来た際の第一印象はどうだったか。よく暗い所だ、な

どと言われるが。

（Ｇ氏）

思ったより活気があると感じた。竿燈祭りや大曲の花火など、イベント毎に気合いを

入れてやっている。

（Ａ氏）

初めて来た時は冬だった。埼玉県は全国と比べても日照時間が非常に長い県なので、

ここにいたら暗くなると正直感じた。雪かきをして１日が終わるのではないかとも感じ

た。埼玉県には雪がないので、なぜこんな所に住むのだろうとも感じた。また、人の性

格も、一見明るそうだが、本音は外に出さないと感じた。診察していても、患者さんは

優しくしてくれて、クレームもないが、本心はどうなのか分からない。

（知事）

他にも若い人によく言われることとしては、遊ぶ所がないという点。ゲームコーナー

のような都会的な機能は、若干秋田市にはあるが、ほぼない。ディズニーランドみたい

なものは作りようがない。余暇の過ごし方はどうしているか。

（Ｄ氏）

遊ぶ所がないというよりは、移動の手段がない事が大きい。バイクの免許を取って県

内を走り始めたら、それだけで色々な所に行けて楽しい。牧場でアイスを食べたり、本



- 6 -

荘の海岸を走って夕日を見たり。我々にとっては遊びに繰り出せないという点の方が問

題。交通網の整備や車を持てるような環境があれば変わってくるのではないか。

（Ａ氏）

キャンプなどが好きな方には幸せな所だが、若者同士で遊びに行くとなれば、飲みに

行ったりする。その際、池袋などであれば飲み屋は至る所にあり、選択肢が多く、いつ

も新鮮な店に出会えたりするが、秋田ではそういう体験は少ない。洗練されていないと

いう感じがする。

（知事）

飲み屋については秋田大学は秋田市の中心部近辺だからまだよいが、県立大や教養大

はどうしているか。

（Ｄ氏）

秋田駅まで電車で40分程度かけて、飲み会に参加しに来たりしているが、終電などを

気にしなくてはいけないので、やはり行きづらい。

（Ｆ氏）

教養大はバスが23時位が最終。遊ぶとすれば、和田駅まで行って秋田駅まで出ること

になる。駅前で飲んでも23時には終電がなくなるので、そこまでするなら家で飲んだ方

がいい。皆御所野イオンで遊んでいる。車があれば全然問題はない。

（Ｇ氏）

大学の事務局がバストリップとして、羽後町や横手など秋田の地域見学、酒蔵巡りな

どをさせてくれたりする。大学のサークルがツアーを企画したりもしている。

（Ｅ氏）

西目の方も車で10分位かかるので、やはり行きづらい。気軽に二次会に行こうという

感じにはならない。

（知事）

Ｅさんは就職先をどうやって知ったのか。

（Ｅ氏）

県立大で県内企業の説明会があり、それで世界にも通用する企業と知った。

（知事）

やはり交通の便が問題か。東京の大学も一時蒲田などの郊外に動いたが、現在は都心

部に回帰してきている。バイトするにも街中の方がいいのだろう。

（Ａ氏）

交通の便については疑問。若者でも、都会でも田舎でもいいという人は多い。都会に

何を求めているのか。交通を求めている訳ではないと思う。“遊び場を持ってくる”とな
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ると、知事の仰るとおりディズニーランドみたいなものを持ってくるのは現実的ではな

い。違う方向で考えないといけない。医療分野に携わる立場からすれば、“住みやすい街”

など、ここに住みたいと思えるような違う価値観で考えていくべきと思う。秋田県と比

較すると、これから一生住んで、子どもを育て、生活していくと考えた時、埼玉県は決

して住みやすい場所ではないと思う。そう考えた場合、田舎と医療とは非常に相性がい

い分野と感じている。例えば、人がいなくなった家を県などの行政が安く買い取って、

シェアハウスをあっせんしたり、そうした業者をあっせんしたりする。そうすればその

街には住みやすくなる。それに合わせて病院や診療所を街の中心に置くことなどを行政

で仕掛けられれば、“医療を中心とした住みやすい街”が宣伝できる。そうすれば、一流

企業や飲み屋などの色々な文化があるという魅力はないかもしれないが、住みやすくて

安心・安全で暮らせて、この生活が好きという方が集まる。こうした売り方をした方が

いいのではないか。都会に何を求めていくのかが疑問。確かに一流企業で働く人達は格

好いいという印象は間違いなくあるが、金銭面の問題はあるにせよ、なぜ秋田での田舎

暮らしが良くないのか、何を求めているのだろうか疑問。

（Ｆ氏）

Ａさんの言っていた“洗練されている感”というのは非常に大事と感じている。休日

に東京で何をするかを考えた時、服屋に行って服を見るとか、カフェでお茶をすると思

うが、そうした事が秋田でできるかと考えると、そうしたファッションの面は洗練され

ていないと感じる。有名なブランドを誘致するとか、ブランドとのコラボイベントを開

催するなどすれば、洗練されている感は上がってくるのではないか。

イベントについても、東京では「ＤＭＭ．プラネッツ」という装飾が凄い光のアート

といったイベントが開催されており、インスタグラムにアップする人も多かった。秋田

でのイベントは、バイオリンコンサートなどが多い。高齢者向けのイベントであり、若

者は行かない。若者が行けるようなイベントを開催すれば面白いのではないか。

（Ｄ氏）

イベントで言えば、秋田は土地は沢山あるので、男鹿のロックフェスのような大規模

なイベントはしやすいのではないか。そうしたイベントに土地を提供できればいいので

は。今は色々とうるさい事を言われるが、夜に大声を出しても平気な所も沢山あるため、

野外イベントなどを誘致できれば、移住はしなくても１回は秋田を訪問して貰えるので

はないか。

（Ｂ氏）

エリアなかいちなどで土日によくイベントを開催しているなと思っている。食と芸能

大祭典で竿燈なども見た。週末によく小さなイベントを実施しているが、ああいうイベ

ントをもっと大規模にできれば、人は集まってくるのではないか。ただ、こうしたイベ

ントの情報を得る場が少ない。たまたま張り紙などでイベント開催を知ったりすること

がある。ＳＮＳでの発信が身近に感じやすいと思う。

（Ａ氏）

大きなイベントを開催すれば人が集まるというのは疑問。東京で実施するのとは違い、

集まる人数・集客にも限界がある。落ちるお金の額も大したことがなく、結局インスタ
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等で発信したくなるような魅力的なイベントを作り上げるのは困難ではないか。移住の

ための事業で空き家を開放して移住者を呼び込むという事を実施した場合、そこには、

エッジの効いた面白い事を考える人が集まるように感じる。そういう人が自然に集まっ

てくるのを待ちつつ、それをアシストしながら、そういう人が面白い事を自然発生的に

行えば、若者にも興味を持って貰えるのではないか。大きさで勝負しようとすれば、ど

うしても都会に集客などで負ける。小さくても心の充実度を上げていく方がいいのでは

ないか。

（Ｇ氏）

都会のいいものを真似するだけでは秋田でイベントをやる意味がない。秋田の強みを

再確認してから、企画する必要がある。友人が湯沢市で開催していた日本酒の飲み比べ

のイベントに参加した。そこには秋田の日本酒のみではなく、他県の日本酒もあったが、

秋田で開催していた。それは秋田が水もお米も美味しく、日本酒のメッカだからこそ、

秋田で開催していた。エネルギー関係では、少子高齢化で人が少ないからこそ、地熱発

電、風力発電、太陽光発電に使える土地が余っていると思う。高齢化が進んでいるから

イベントができないというマイナスの考えではなく、人がいないからこそ、逆に何がで

きるのかを考えるべき。余った土地を利用するとか。逆転の発想で秋田の強みを活かし

ていければいいのではないか。

（Ｃ氏）

イベントで人を集めるのは大事だと思うが、その内容が他の県でもできるような事だ

と、若者を引き留めるような事はできないのではないか。秋田県の良さをできるだけ伝

えられるようなイベント、県に残って貰えるようなイベントを開催するのが大事なので

はないか。

（Ｇ氏）

私とＦさんが参加している学生会議では、夏に海外の学生との会議を行うが、その成

果報告として、秋田の高校を訪問する授業を行っている。秋田の高校生を対象に私達が

海外の学生と何を話してきたのかを話したり、大学に元々いる海外からの留学生を連れ

て行って、秋田の高校生との国際交流を推進するイベントを行っている。

（Ａ氏）

秋田大学医学部の医学科と保健学科の200名位をライングループなどの緩いつながりで

つなげており、その中のコアなメンバー数十名の中でアイデアがある人が、キャンプを

するなど何かコンセプトを持ってそれぞれイベントを考案して実施している。意外性の

あるイベントが開催できたりしている。

（知事）

役所がしゃしゃり出てくるようなイベントは面白くない。形にはまったイベントは面

白くない。男鹿のなまはげロックフェスは全て若者が自主的に実施しているもの。イベ

ントの目的を、地域性や秋田を売り込むというものにしてしまうと面白くない。土崎や

角館、花輪の祭りの時には、こんなにいたかと思う程若者が集まる。そうした祭りは比

較的自由度がある。開会式が長いイベントは絶対面白くない。形式を若い人は拒絶する。
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楽しむイベントで秋田を売り込む、というのは逆効果。黙っていても分かるものは分か

る。売り込まなくてはという思い込みが強く、そうした事が秋田は下手。逆に田舎の方

のイベントが無秩序で面白い場合もある。今年もなかいちでオールドカーショーを行う

が、ああいうのは宣伝しなくても人は集まってくる。あなた達が何かイベントを行う時

は、決まりは自分達で作り、行政側から決まりを押しつけない方がいいと思うが、今は

何かあれば色々と問題が起こってしまうため、なかなか難しい。昔の方が自由度が高く、

今の若い人は可哀相に思う。大学生はもっと元気を出して欲しい。活力は摩擦から発生

する。違法行為はもちろん駄目だが、摩擦を恐れずに、議論を巻き起こすような活動が

必要。

仕事をするに当たっては、今はグローバル社会であり、国・県・市町村といった境は

ない。世界を広く見て、自分の生きる道やどのように社会に貢献するかを考える時代。

一方、そういった中でも、自分の育った故郷、学んだ土地に対しては自然発生的につな

がりを持つ。県外に就職したとしても、一生の中で秋田で過ごした時期があったという

ことを頭の隅に置いて貰って、何らかの機会に自分の青春時代を過ごした場所とのつな

がりを何かの形で持って貰えれば幸い。

（Ａ氏）

秋田に来なければ、規模感よりも心の満足度を重視する考え方や自然の良さなど知り

得なかった。秋田に来て良かったと思っているし、今後もつながりを持ちたいと思って

いる。

（Ｂ氏）

知事の率直なお考えを聞けた事が県民として嬉しかった。共感する点もあった。

（Ｃ氏）

大学生の皆さんや知事の考えを聞けて、大変有意義だった。摩擦を恐れずに活力とす

る、という知事の言葉が印象に残った。

（Ｄ氏）

学生は元気がないという話だったが、昔と比べれば若い人が露出してきていると感じ

ている。私が子どもの頃は、角館でも新しいお店を開業するような人はいなかったが、

高校生になった以降位から新しいお店を開く人も増えてきている。人が少なくなってい

る割には秋田県はまだまだ元気があると感じている。今後もそうした方々と意見交換を

行うと思うが、そうした方々の話を聞いて貰って、秋田を活気づかせるようにお願いし

たい。栃木から秋田を見守っている。

（Ｅ氏）

確かに形式ばったものは面白くない。サプライズが必要と思う。

学生に元気がないと話があったが、地域との交流に対して積極的に参加する人が少な

いので、そうした事に積極的に参加して様々な人の意見などを聞いて自分に活かしてい

きたい。自分の周りの人にも勧めていきたい。

（Ｆ氏）
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秋田に来て秋田の魅力を沢山知った。ロシア人の留学生をバドミントンの大会に連れ

て行ったら、秋田の人達は皆温かく迎え入れてくれた。そうしたオープンな県民性があ

れば、秋田県はまだまだ活性化していくと感じている。また、発信の仕方なども工夫す

ればまだまだ活性化できる。

（Ｇ氏）

留学時に秋田のことで最も恋しくなったのは、温泉。外に出て初めて気付く魅力があ

る。県民に対してもっと外に出る機会を提供して更に秋田の魅力に気付いて貰うという

のも１つの手段なのではないか。卒業後は県外に出ると思うが、残りの半年を使って、

さらに「ただいま」と言える人との交流を増やしたいと思っている。社会人になってか

らも秋田への愛着を忘れずにいたいと思っている。

（終了）


