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（由利地域振興局）

平成29年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：移住・定住対策の支援方策を探る

日 時：平成29年９月７日（木） 10:00～12:00

場 所：由利本荘市平岫集会施設（平岫交流センター）

※意見交換会に先立ち、Ｂ氏が営む「木工舎つきのわ」を視察

（知事あいさつ）

今、一番の重要事項は、大都市圏を除けば、どこの地方もやはり人口減少対策である。

少子高齢化により、様々な面で地域で動ける人が少なくなると活力が失われるとともに、

地方の産業基盤あるいは文化など、地域の良いものが失われていく。これは、地域にとっ

ても損失であり、また、日本全体にとっても大切な地方文化が無くなるということは次の

世代に対するマイナスであることから、人口減少対策を様々な面から行っている。

県や市町村が移住対策を行う場合には、やはり実際に移住された方の感想などを聞きな

がら、県と市町村が政策を作っていくことが必要。本日の皆さんからのご意見の中から、

いろいろな共通項をまとめ、県の施策、あるいは市に対して情報提供し、秋田の移住者を

増やしていきたいと考えているのでよろしくお願いしたい。

（司会）

本日のテーマは、移住・定住対策である。県ではいろいろな取組をしているが、今後、

どのような取組、支援が必要かについて、皆さんからご意見をいただきたい。

意見交換に入る前に、皆様から簡単に自己紹介をお願いしたい。

（Ａ氏）

愛知県から引っ越してきて、今年の６月で２年。妻は亡くなり、娘が一人仙台にいる。

環境も人も良いことから、最終的には東北に住もうということは決めていた。雪と山と

温泉の３セットがあれば良いなと思っていたが、鳥海山をベースに雪の多いところという

ことで、現在住んでいる鳥海町に偶然決まった。

（Ｂ氏）

秋田県美郷町、旧仙南村の出身。２年半ほど前から、由利本荘市の平岫集落に移住とい

う形で住んでいる。現在は、木製品、家具であったり、木製雑貨をつくる仕事をしている。

（Ｃ氏）

主人（Ｂ氏）と同様に、２年半前に平岫地域に引っ越ししてきた。出身は旧西目町。高

校を卒業してから関東に出て、震災を機に17年ぶりに秋田に戻ってきた。主人の木工の仕

事の手伝いを少々しながら、自身は綿花の栽培から糸紬、染め織りと販売をしながら生活
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をしている。

（Ｄ氏）

ＮＰＯ法人「由利本荘にかほ市民が健康を守る会」の理事長をしている。東京都大田区

出身。息子（Ｇ氏）がこちらに先に住んでおり、良いところだから来いということで来た。

（Ｅ氏）

2009年に（Ｆ氏との）結婚と同時に秋田に来た。東京都世田谷区出身。一昨年からは「ま

まちょこ」という子育てサークルも始めた。最初は、どこにどんな子育てサークルがある

のかなどの情報を得るのが非常に難しく、慣れない子育ての中でかなり戸惑ったが、今は

自分が発信者になることで、同じようなお母さんを救ってあげたいと考えている。

（Ｆ氏）

就職のタイミングで秋田に来た。ポジティブな感じではなく、ネガティブな感じからス

タートして秋田生活10年目に入る。子供たちにとってはここが故郷になるので、どのよう

な故郷を残していくのがいいのかを模索しながら、プライベートの時間を使って、「由利

本荘若者会議」という団体や、働く目的について考える「ハタモク秋田」という団体で活

動している。

（Ｇ氏）

由利本荘市に来て８年になる。由利組合総合病院の糖尿病科で、透析予防と在宅医療と

口から食べる摂食嚥下の取組をやっている。秋田にいる理由は、家族が気に入っているこ

とが大きい。また、秋田県が高齢化最先端であり、そこで何かやったらイノベーションが

起きるかなと思って、楽しく毎日過ごしている。

（司会）

皆さん、秋田に来る様々なきっかけがあったと思う。秋田を選んだ決め手のようなもの

があればお話を伺いたい。

（Ｂ氏）

もともと、二人とも秋田県出身で、いずれ秋田に帰ってこようとは思っていた。一番直

接的なきっかけとなったのは、木工の仕事で独立したいと考えて物件を探していたところ、

たまたま見つかったのが、この平岫の家だった。

（Ｆ氏）

子供が生まれたのが大きな理由。東京とか外に出ても戻ってこれる場所が一つあると安

心して出て行けるし、安心して戻ってこれる場所が一つあれば良いのかなと。

（Ｅ氏）

私は東京から一生離れないと思っていたが、秋田県や由利本荘市には、良さがたくさん
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ある、何も無い訳ではないと思ったことが、決めた強い理由だった。

子供たちにとっては、ここが地元。どんどん幼なじみや友達ができて、輪が広がってい

くのを見ると、引っ越したところで交友関係がゼロベースになってしまう。

（司会）

Ｄさんは、向こうを引き払って来るとなると、相当思い切った決断になったと思うが。

（Ｄ氏）

70代に入り、３度の大きな手術をした。今は隣に医者(Ｇ氏)がおり、空気も良いし、身

体を休めるにも良いんじゃないかと。鳥海山が好きなので、鳥海山が見えるところに家を

建ててくれたらなと考えていたら、息子が本当に建ててくれたのでこちらに来ることにし

た。

現在、ＮＰＯ活動をしている。健康に対して、秋田の方は関心が薄いのではないかなと

いうことで、活動をしている。

（知事）

奥様はどうか。こちらに来て。

（Ｄ氏）

妻はとけ込むのが大変だった。私はとけ込むために、町会とか何か行事があれば参加し

たり、秋田を知るために、いろんな講演に出席したりした。

（知事）

一昨日、健康寿命日本一の運動で、医師会の先生方と健康に対する全般のいろんなお話

をした。やはり、人口減少県で高齢化県だからこそ、健康に対する県民意識を持ってもら

うということは非常に大事であり、これからＮＰＯの皆さんにも頑張っていただかないと

いけない。県民一人一人の意識をどう変えていくかということは行政だけではできない。

（司会）

移住するまでに、行政、その他から、助成や制度等を利用したことはあったか。

（Ａ氏）

こちらでお世話になったのは不動産屋さんだけ。

愛知県に住んでいた頃に、６回くらい車で下見に来た。結局、自分で下見をした結果、

ここがいいと決めたので、行政の支援は受けようと思わなかった。

（Ｃ氏）

利用していない。自分たちで不動産のホームページを見て。各地区の空き家バンク等を

見たが、全然情報が載ってなかった。一軒家を探していたが、不動産屋さんで探すと結構

値段が高くて。もう少しわかりやすい空き家バンクなどの制度があれば。
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（知事）

何年前か。

（Ｃ氏）

今の家には２年半くらい前から住み始めた。

（知事）

いろんな行政の対応がある程度整ったのがここ３年くらいであり、皆さん方については、

移住の情報発信を本格的にやる前であった。

（司会）

Ｆさんは、斡旋とかそういうものは。

（Ｆ氏）

斡旋等は受けていない。自分たちで探すものだと思っていた。そういう制度があるかど

うかも探さなかった。

（Ｅ氏）

今みたいに、市が間に入ってくれて、いろいろな情報をこちらに教えてくれるというの

は、こちらに移住したいと思っている人には非常にありがたいと思う。毎月秋田に行って

調べてなんてことは、仕事しながら移住を考えていたら無理。

私は東京からこちらに来ているので、カルチャーショックがすごく大きかった。事前に

いろいろ知ることができるということは重要。移住する前の気持ちと移住した後のギャッ

プで苦しむ人は、移住したいと思っていた人の中にもあると思う。

（知事）

Ｇさん、秋田は医師不足で、由利組合病院では大変歓迎したと思うが、患者さんとの会

話、最初は苦労したのでは。

（Ｇ氏）

患者さんとの会話については、裸参りに参加していたことから、特に苦労は無かった。

（知事）

秋田に来てからこういう所が困っているとかは。

（Ａ氏）

こちらへ来る前から、こんな感じということで来たことから、移ってからも特にギャッ

プを感じるということは無かった。
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（Ｂ氏）

もともと秋田県出身なので、言葉に困ることも、雪で困ることも無かった。近所の人た

ちもすごく親切にしてくれて。今でも、犬の散歩で歩いていると、野菜を持たせてくれた

り。本当に、不便に思ったり困っていることは無い。

（Ｇ氏）

由利本荘市をリサーチしてから来たということもあるが、困ったことは何も無い。生活

以外では、専門職がいない。例えば、ご飯を食べさせる専門の看護師さんが秋田県は１人

しかいないなど。ただ、特殊な能力を持った看護師さんが、現状は出て行く一方だが、由

利本荘市には専門職が移住してきていることから、ここのノウハウを全県でやっていただ

きたい。

（司会）

お父さんはどうか。

（Ｄ氏）

一番困っているのは秋田弁。人と接するのが大事だと考えて、町会の行事になるべく参

加したり、様々な機会を捉えて覚える努力をしている。

（知事）

ＮＰＯ法人の様々な健康に関する取組について、地元の反応はどうか。

（Ｄ氏）

反応は、最初は全然ダメで、よそから来て何を言っているんだろうという雰囲気であっ

た。裸参りと浴衣を着て歩こうというのが主な行事であるが、それをやる時に、私がやり

たくてやるのではないですよと、皆さんがやることによって由利本荘市が良くなることな

んだから、皆さんで考えてやってくださいと。役員会があっても、自分からこうやってく

れということは一切言わなかった。その後、町会長さんが中心になって、消防団を動かす

など、行事ごとに何千人も県内外から来ていただいた。

（司会）

地元の人より、移住してきた方、仕事の関係で来た方が行事に参加して、周りの方から

盛り上げているとのことだが、地元の人も活動するようになって、何か変わってきたか。

（Ｄ氏）

秋田の方は、内に秘めるというか、自分をあまり表に出さない、由利本荘、秋田県の良

さを自分から言わない。でも、私がお願いしてその行事が盛大に行われているということ

は、それだけこの地域に潜在能力のある方がたくさんいるということ。

（司会）
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Ｅさんは。

（Ｅ氏）

言葉に関しては、赤ちゃんや子供をつれていると、話かけてくれる知らないおじいちゃ

んとかおばあちゃんがいるが、確かに言っていることはよく分からない。だが、ニュアン

スでこんなことを言っているんだなということは分かり、それで会話をするので特に困っ

たという気持ちになったことはない。

ただ、自分が東京出身ですと言ってしまうと、よそ者扱いされることがある。それがす

ごく嫌だなと。あと、自分が子育てサークルをしているので、同じ世代だけではなく、何

十年もやっている子育てサークルの人と交流したいと思ってもなかなか実現しない。

（知事）

県より、もうちょっと小さいレベルである市町村、あるいは市町村の中の大字で、結構

地元意識が強すぎるところがある。あと、いろんな行事とか活動でも、誰かがやってくれ

れば集まる、自分からは主役になりたくないというのもある。

（Ｅ氏）

よく閉鎖的と言われる。

（知事）

農村部の均一社会で、何か突出すると、あの人は別の人だと、そういうのがある。全県

でも地域活動の中心となっているのは、移住している人。県外から来た人はそういう状況

と分からず、最初難儀してやったら、それが非常に大きな輪となったという。

（Ｅ氏）

秋田県は、人口減少で子供が少なくなってきて、移住してくる人、特に若い方を増やし

たいと思っている中で、閉鎖的だからしょうがないではいられないのではないかと思う。

旅行でもいいので、何かのきっかけで秋田に来てもらって、気に入ってもらったり、仕事

がらみで引っ越ししてきた方をターゲットにするのもいいと思う。

（知事）

移住する人が増えると地域社会がオープンになる。その例は県内にずいぶんある。五城

目町のある集落の行事を仕切っている方は移住してきた人。行政が上から目線でやると反

発があるけども、そこのところで少し行政が後押しをする、そういう所はうまくいく。

（Ｇ氏）

「由利モンロー」というのがあって、何かやったらたたかれるよと言われたことがある。

先ほど父が二つの大きなイベントの話をしたが、そういった中でも、市が予算を出して

くれている、摂食嚥下は県が予算を出してくれている。自分からはやらないけれども、側

面から助けてくれる人はたくさんいる。
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出しゃばる人がいない秋田県というのが、外から来た人にとっては落ち着いた気持ちに

なるのではないかと。みんなが出しゃばる必要は無くて、ゆっくりやりたい人はゆっくり

やる、そこら辺をうまくつなげていくような仕組みを作れれば、他がまねできないような、

誰もが住みやすい土地になるのかなと。秋田県民の閉鎖性が逆にプラスになる。

（知事）

地方に行くと、その地域ごとにいろんな風習の違いがある。これはしょうが無い。あと、

よその人がたくさん来るところは、やっぱりオープン。常に、いろんな方に刺激を受ける

から。同じ秋田でも地域で違うし、市町村の力の入れ方でも違う。

県外の出身だと、最初は引いた感じになる、そこら辺が狭い地域社会で長く生きている

と、なかなか直せと言っても。そういう人がたくさんいることによりだんだん平準化する

かなと。

（司会）

Ｆさん、生活している上でいろんな感じていること、困っていることなどはあるか。

（Ｆ氏）

地域の同世代の人とつながるきっかけが非常に少ない。秋田に来て２年くらいは、毎週

のように実家の岩手に帰って友達と会ったりという生活をしていたので、こっちで友達を

作るきっかけもなかったし、自分でも作ろうとしなかった。外とつながるきっかけがもう

少しあればなと。

あと、最近思うのは、町内会について。人口減少で若い人が少なくなっていく中で活動

力が町内として下がっているときに、今までの行事を全てやろうとすることはすごい負荷

が大きいと思う。あと、町内会に入らない人はゴミステーションを使うなとか。

（知事）

一定の地域のつながりは、防犯や防災など、地域の実情に合わせ、緩やかな共同体の中

で何かのときに助け合うためには必要だが、なかなか難しい話。

これから移住する人を増やそうという時に、皆さんが経験者として、由利本荘市や秋田

に目を向けてもらうためには、こういうことも必要ではないかというスタンスから、最後

にお話をお伺いできれば。

（Ａ氏）

自分が、ここに住んでみて正解だったなと思っていることから考えると、ＰＲを通して、

人の思いを向せることができればいいのではないか。

（Ｂ氏）

どこに住むにしても、実生活の中で重要なところは住む場所、衣食住の住の部分はすご

く大事だと思うので、空き家バンクなり、住む場所が探しやすくなればいいなと思う。

あと、一週間でも一ヶ月でも、こちらに住んで、お試し的にこちらの雰囲気を味わって
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みるというのも大事だと思う。秋田県に接点の無い人がこっちに来ていきなり移住はハー

ドルが高いので、雰囲気を感じてもらう何かがあればいい。

（Ｃ氏）

面白いことをやっていると、メディアに取り上げられ、そこに行ってみたいと思うんじ

ゃないかと。移住してきた人、ここに元々住んでいる人、一人一人の意識が上がらないと

移住定住は紡いでいかない。ここの地域に行ってみたいなと思うことをやっていけば良い

と思う。

（Ｇ氏）

医療、介護、福祉が大事だと思う。移住してきて病院にかかれない、老後、家に医者が

来てくれないなど、そういう所には、移住者は来ない。

秋田県はワーストというのが結構でてくるが、ワーストワンを減らしてもらうとともに、

いかに安全で住みやすい地域かということをデータを活用して全国にアピールしてもらい

たい。

また、移住定住政策も大事だが、今いる人たちを幸せにする政策が一番であると思う。

もっと今住んでいる人たちが幸せになるようなことを、自信を持ってやっていくことが、

結果的に移住が増えることにつながると思う。

（Ｄ氏）

若い人は、楽しむところがあれば秋田で仕事したい、住みたいと言っている。そういう

ものが不足していると思うので、是非、サッカー場を中心とした、そのような場の整備を

進めていく必要があると思う。

（Ｅ氏）

自分の子供がいずれ大きくなることも含めて、例えば大学とか専門学校で秋田を出ても、

こっちに帰ってきても平気なように、仕事が選択できなければだめだと思う。

また、そこで生きている人の生の声を発信することが重要なのではないかなと思う。

あと、自分が生活していて思うのは、地域と子供たちのつながりづくりが必要であると

いうこと。児童館などに行けない子供たちが、そこの地域の方々と一緒に過ごす時間が平

日の中で１回や２回あったら、そこが居場所になるのではないかと思い、そういう場所を

作っていきたいと考えている。

（Ｆ氏）

そこで住んでいる人がどのような生活をしているか等にフォーカスして打ち出していく

と、自分が移住したときに、こういう生活スタイルがあるんだと、移住先の未来を想定し

やすくなるのかなという感じがする。また、他県から転勤で来た人たちに、どれだけネガ

ティブなイメージをポジティブに変えて、ここで働いているって良いなと思ってもらうこ

とが重要。ほかに、子供たちに秋田が好き、自分の街を自慢できるようなところを小さい

頃から根付かせていけば、外に出て行きづらくなる、出て行っても戻ってきたくなるので
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はないか。

（司会）

外向けにいろんなことを言うのが移住・定住対策のイメージだったが、皆さんからの話

によると、住んでいる地域、地元秋田が良くならないと、それに沿ったＰＲができないと

いうことだった。最後に、知事から皆様への御礼も含めて、一言お願いしたい。

（知事）

移住・定住政策には様々な切り口があり、単純な方式ではできない。ＰＲ、情報提供、

様々な政策等もあると思うが、やはり、最終的にはその地域を知ってもらいながら、そこ

での生活の様を肯定的に捉えてもらうよう、今住んでいる人たちの態度や行動も非常に重

要なのかなと感じた。これからも、制度のチェック、市町村との政策の会議などがあるの

で、今日の御意見も踏まえて、理想的な状態に一つでも近づけるようにしてまいりたい。

（終了）


