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（鹿角地域振興局） 

 

平成 29年度知事と県民の意見交換会概要 

 

テーマ：移住者・起業者に聞く！～鹿角での暮らし方・働き方～ 

日 時：平成 29年７月 20日（木） 13:00～15:30 

場 所：鹿角市まちなかオフィス １階インキュベーションフロア 

 

（知事あいさつ） 

今般、日本は人口減少により、全国で活力が減退している。ただ、明治の初めの人口は

現在の４分の１であり、今よりも人口が少なかった。人口減少の問題は年齢構成のバラン

スである。ある程度、年代を支える人がいないと成り立たない。 

東京に人口が集中し、特に地方で人口減少が大きな問題になっているが、大阪などの大

都市でも、人口減少が著しくなっている。 

必ずしも都会で良い給料をもらって暮らすことが、人間として良いこととは限らない。

都会には、住まいや教育の問題、ストレス社会等のマイナス面もある。このような状況か

ら、一部に地方への回帰の流れもある。秋田でもここ２、３年移住者が増えている。 

移住・定住には３つのパターンある。１つ目が、Ｕターン。２つ目が、その地域に何か

しらの縁がある方。３つ目が、その地域に全く縁の無い方。 

行政としては、単に移住者の数を増やすことが目標では無い。移住者が最後まで、地域

になじみ、幸せに暮らしてもらうことが大きな目標であり、行政としては、その土台づく

りをしていきたい。 

本日は、移住政策を進めていく上で、注意すべき点やフォローすべき点などについて、

気軽に話してほしい。 

 

【事例発表】 

「NPO法人かづの classy」代表 木村 芳兼 氏より活動内容の紹介 

 

【現地視察】 

鹿角市まちなかオフィス内を視察 

 

【自己紹介】 

（Ａ氏） 

鹿角市出身で、今年の２月に東京都から移住した。また、地元で採れた野菜や山菜をイ

ンターネット上で販売する会社を起業した。 

一昨年に鹿角市に住む父親が亡くなり、母親が独り暮らしとなることを心配していたと
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ころ、東京都から出たことの無い夫からの「秋田へ行こう」との一言で移住を決めた。移

住に際しては、鹿角市移住コンシェルジュにお世話になった。 

ここでの仕事について、50 歳を過ぎているし、地方には仕事が無いということが念頭に

あったので、仕事が無いなら自分で作るしかないと思い、起業を決意した。地域活性化と

いう目標を持ち続けながら、鹿角市や秋田県を代表するような会社にしていきたい。 

 

（Ｂ氏） 

鹿角市出身で、平成 23 年に子どもの小学校への入学を機に東京都から移住した。また、

昨年、カフェを開業した。 

移住する前、東京都の小学校も見学したが、全校 1,000人位のマンモス校だった。一方、

現在子どもが通う小学校は１クラスが少数で、机とイスが杉の木だったことに感動し、鹿

角市を移住先に選んで良かったと思った。 

起業のきっかけは、かねてからコーヒーが好きで、カフェを開きたいと思っていたとこ

ろ、子どもたちに希望を持たせられるような仕事するには、まず自分がそういう仕事をし

なければと思い、自分の好きなことを仕事にした。 

 

（Ｃ氏） 

鹿角市出身で、昨年移住した。また、居酒屋を今年の３月にオープンした。 

高校生まで鹿角市にいたが、自分の地元が嫌いだった。その後、北海道内の大学へ進学

し、大学卒業後は飲食店で働いていたが、道内や海外の方から、秋田のことについて質問

されることがあった。秋田が好きで無かったこともあり、答えることができず、恥ずかし

い思いをした。これをきっかけに、自分の地元について調べ、興味を持つようになり、秋

田や鹿角が好きになった。それを機に、移住・起業を決意した。 

 

（Ｄ氏） 

宮城県出身で、平成 26年に留学先のアメリカから鹿角市に直接移住した。 

鹿角市出身の知人から、花輪ばやしの話を聞いて、鹿角市に興味を持つようになり、実

際に花輪ばやしを観に行ったところ、そのパワーに惹かれ、移住を決意した。 

また、鹿角市内の企業に働きながら、子どもを対象とした、スポーツを通して英語を学

ぶイベントを月１回程度実施しており、ゆくゆくは教室化したいと考えている。 

 

（Ｅ氏） 

東京都出身で、平成 27 年に東京都から小坂町に移住した。また、昨年の 11 月に鹿角市

内にボルダリングジムをオープンした。 

子どもの体が弱く、子育てに良い環境を求めていたところ、夫の祖母の家が空き家にな

ったことから移住を決意した。 
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夫婦でボルダリングが共通の趣味で、いつか自分たちのジムを持ちたいと思っていたと

ころ、鹿角では人脈や周りの人の支えも有り、実現することが可能であると感じ、起業を

決意した。 

 

（知事） 

地元の方の入店は増えているのか。 

 

（Ｅ氏） 

当初、地元の方をターゲットとしていたが、高速道路のインターが近いこともあり、青

森や岩手からのお客さんも増えている。 

当店のクライミングの壁は三角形の多面体で構成されており、東京都より北にはここし

か無い。めずらしがって色々な所からお客さんが来る。 

 

（Ｆ氏） 

小坂町出身で、今年の３月に埼玉県から鹿角市に移住した。 

埼玉県に住んでいると、両親に子どもの顔を見せる機会が無いため、親孝行できないの

が気がかりだったところ、昨年の夏に両親が体調を崩し、両親の側にいたいと思い、また、

子どもが今年から小学校に入学することを機に、移住を決意した。 

 

（Ｇ氏） 

神奈川県出身で、平成 27年に神奈川県から鹿角市に移住した。 

スノーボードが好きで、雪山で生活していた時期もあるほどだったが、子どもが生まれ

たことで状況が変わり、雪山に行けなくなってしまった。首都圏に住んでいたときは、群

馬や長野など色々なフィールドにいけるのは良いが、行くまでに時間がかかる。子どもと

の時間を大切にしたいという思いもあったため、近くに雪山があり、妻の実家がある鹿角

市に住みたいと思うようになった。 

移住に際し仕事の問題があったが、丁度、地域のためになるような仕事を募集していた。

前職は、自分の人生の目標にしていたような仕事であり、辞めることに抵抗があったが、

自分の人生をリセットしてチャレンジして打ち込もうと思い、辞める決意をした。今の仕

事には任期があるので、任期満了後は、地域の方と支え合えるような企業を起業したい。 

 

【意見交換： 鹿角で暮らし、働いていく中で感じることや、魅力に思うこと】 

 

（Ｇ氏） 

鹿角には、お金になりそうなビジネスの種がまだまだ転がっているが、マンパワーが不

足しているために、手が付けられていない。そこに、自分が人を呼び込めればと思ってい
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る。呼び込む手法として、例えば、移住者に向けて、こういう農家だとこういうブランデ

ィングができる等、ビジネスチャンスを提案する方法もあり得る。 

また、県内全域で昔からの事業や伝統の継承先が無いという事態が生じ始めてきており、

美しい秋田の暮らしや物が無くなってしまう恐れがある。そこをお金に換えることが出来

れば、地域が持続し、自立していくことができるのではないかと思う。 

 

（知事） 

行政の仕事作りは、ビジネスモデルとして定着したものになり、これからのものやビジ

ネスモデルとして未知なものに対しては、行政は不得意。そういったビジネスは、民間の

自由な発想から見つけられるものである。ある程度ビジネスとして確立すると、行政も支

援出来る。 

また、秋田では大半の人が、今あるモデルだけでビジネスをしている。地元の方が気づ

いていないビジネスチャンスもある。それを見つけることができるのは、よその地域の方

からの視点である。 

例えば、ボルダリングジムも、大半の人は行政が作る物と思っているはずだ。 

 

（Ｅ氏） 

そう思う。最初は、ジムを作ることを周りの方から「止めた方が・・・」と言われるこ

ともあった。 

 

（Ｆ氏） 

今年の３月に引っ越したばかりで、知らないことばかりであったが、地域の方が大変優

しくしてくれる。おすそ分けをくれたり、子どもの面倒もみてくれる。本当の家族のよう

に思えるくらいである。埼玉では、近所付き合いはあったが、やはり他人なので、深く踏

み込んでこなかった。こっちではみんなすごく優しい。心から心配してくれる。移住して

良かったと思っている。子どもがこれまでは祖父母と過ごす時間が全く無かったので、も

っと祖父母と遊ばせて、親孝行できればと思う。 

 

（知事） 

子どもは小学校に入学して、こちらの方言に戸惑ったりしていなかったか。 

 

（Ｆ氏） 

子どもの方がすぐ方言に慣れて、覚えていた。かえって親の方が戸惑っている。 

 

（Ｅ氏） 

暮らし方について、現在、小坂町に住んでいるが、移住番組に出てくるような、庭で家
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庭菜園をし、そこで収穫したものを夕飯に食べるという理想的な暮らしをしている。長女

が支援学級に通っているが、学校の生徒や地域の方が、みんなフォローしてくれる。こっ

ちに来て良かったと思った。娘に、こっちと東京どっちが楽しいか聞くと、小坂が楽しい

と答える。 

働き方については、ジムの経営を自分がしており、主人も手伝ってくれているが、主人

は主人でＣＧデザイナーの個人事業主であり、東京の顧客からの仕事を受注している。移

住者の働き方のモデルケースとして理想的かもしれない。ただ、主人が鹿角でも仕事を続

けられるのは、20 年以上のキャリアがあり、顧客がいるからである。一から始めるとなる

と、難しいと思う。 

 

（司会） 

鹿角だからご主人が続けられるという訳では無いのか。 

 

（Ｅ氏） 

そのとおり。インターネット環境があればどこでも続けられる。顧客との打ち合わせも

スカイプを通して可能である。 

 

（Ｄ氏） 

暮らしについては、近くに体育館が沢山あったり、ナイターバレーというリーグがあっ

たりと、スポーツが好きなので、楽しく暮らせている。実家だと、身近に体育館が無い。 

一方、出身が県外なので、周囲の方が全く分からない状態で移住してきたため、人との

関わりを作るのが難しかった。今は移住してから２年経ったので、色々な方と関わり合い

を持つことができ、実家に帰りたいという思いは無い。 

仕事については、帰国してすぐに鹿角市に行き、ハローワークに通いながら仕事を探し

ていたが、製造業や土木業の求人は多いが、それ以外は少ない等、求人業種に偏りがある

と感じた。希望する業種が無い人は、盛岡や仙台、東京等の県外に就職してしまうのでは

ないかと思った。専門学校や大学でスキルを身に付けても、地元にそのスキルを生かせる

場所が無く、自分の地元に帰りたくても、やりたい仕事が無いというパターンの人が友人

に多い。また、奨学金を返済しなければならず、地方では生活しきれないという人もいる。 

 

（知事） 

私の知人で、健康運動指導士の資格を持っている方がいる。様々な場所に出向き、運動

教室を開いている。市のスポーツ指導も受託し、ビジネスとして儲けている。 

 

（Ｄ氏） 

自分もそのようなことができればと思う。また、大人でも留学したくても出来なかった
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方もいるので、そのような方を対象に、楽しく健康になりながら英語を学ぶプログラムも

考えたい。 

 

（Ｃ氏） 

鹿角市は何も無いから良いと思っている。何も無くても不自由しない。車で走ればどこ

へでも行ける。建物が建つと星が見えなくなる。このまま何も無い方が良いと思う。沢山

物があるのは好きではない。 

 

（司会） 

鹿角の風土は自分のライフスタイルに合っているということか。 

 

（Ｃ氏） 

そのとおり。 

また、ありがたいことに、お店に連日お客さんが来てくれているし、人口の割に飲み屋

が少ないのか、飲む人が多いのか分からないが、平日でも繁華街を歩いている人を見かけ

る。夜の鹿角は活気がある。 

 

（Ｂ氏） 

子どもの頃は、地元が嫌だったので、帰ってくるのが恐いと思う部分があった。 

しかし、今思えば、子どもの頃、自然の中で妹と歌をつくったり、絵を描いたりと、創

造的になれた。自然環境がそうさせるのだと思う。今はインターネットがあるので、自然

の中で、自分の好きなことについてどんどん勉強していく環境としては最高だと思う。 

東京での賃金と比べたら、生活していけるか不安だったが、人口は少ないが、人とのつ

ながりや関わり合いの密度が地方の方が東京よりも高い。そのおかげで、今のお店を始め

ることができたと思っている。 

働き方について、好きなことを仕事にしても良いということを子どもに見せたかった。

自分に好きな仕事が無くても、自分で仕事を作っていけば良い。そのようなモデルができ

れば、生き方として鹿角で暮らすことを選択し、自然と人が集まっていく地域になってい

くのではないかと思う。自分は働き方、生き方、時間の使い方、を大事にしているが、鹿

角での暮らしはそれらを大事にすることができる。 

 

（Ａ氏） 

鹿角は、山があって川があって夕日を見ても、空を見ても綺麗という印象。 

一方で、暮らしていて、コンビニもできてはいるが、欲しいものが側に無かったり、不

便なこともある。ガソリン代や暖房費が東京に居た時よりもかかり、収入の割に出費が大

きい。 
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不便な地域だからこそ、欲しいものを作っていくという可能性に溢れている。起業した

い人は増えてもおかしくない。今後も出て行く若者が多いと思うが、帰って来られるよう

な地域になれば良いと思う。 

 

（司会） 

不便といえば、鹿角というと、冬場は雪が多く大変だと思うが、どうであるか。 

 

（Ａ氏） 

負担である。毎朝除雪しないといけない。 

 

（Ｄ氏） 

自分が鹿角を訪れた初年の冬が、例年の３倍の雪で、それを経験しているし、体を動か

すことが好きなので、除雪は苦に思ったことは無い。 

 

（司会） 

知事、これまでの皆さんのお話で、コメントはあるか。 

 

（知事） 

移住で１番大きな割合を占めるのは、その地域に何らかの繋がりのある方である。不便

なことや裏の面を知ることができる。冒頭、移住者には３パターンあると言ったが、移住

対策を進めていく上で、その地域に全く縁の無い方と縁のある方に対する行政からの情報

発信は、全て画一ではダメ。変えていかなければならない。 

 不便との話があったが、東京だって不便である。自分は昔、東京の企業に勤めていた。

通勤で、40 年間のうち 1,000 日は損をする。年で換算すると、３年である。その長時間の

分、自由な時間が無くなっているのである。自由な時間は地方の方がある。 

 また、横手に移住した方が、生活に満足しているが、周囲がお節介であると言っていた。

東京にいると、隣人との接触が少ないが、接触がありすぎると何でもかんでも干渉される。

そういうことはないか。 

 

（Ａ氏） 

ある。何につけても隣近所からお知らせが来たりする。ありがたいと思う一方、煩わし

いと思うこともある。 

 

（知事） 

先ほどの横手に移住した方の奥様が、洗濯物を外で干していたら、雨が降り出してしま

い、近所の方が取り込んでくれた。だが、洗濯物の中には下着もあり、恐い思いをしたと
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のことである。そこまでやられるのはどうなのか。やった本人は、親切心からの行動であ

るのが、都会から来た人は驚いてしまう。行政も止めてくれとは言えない。 

 

（Ｇ氏） 

家の鍵を掛けない人もいれば、インターホンを押す前にドアを開ける人もいて、それに

移住者は驚く。また、優しさで、草刈りをしてくれたり、野菜をくれたりと良い部分もあ

るが、急に懐に入ってくるので、最初は皆戸惑う。 

 

【意見交換： 鹿角でチャレンジしてみたいことや続けていきたいことについて】 

 

（Ｇ氏） 

今後自分が仕事を作っていく中で、アウトドア業界に勤めていた時の経験を活かしなが

ら、ガイドやフィールドを使った環境学習のプログラムをやっていきたい。ベースとして

秋田はあっても良いと思うが、秋田を全面に押し出すのは好きではない。拘りすぎると本

質がブレてしまう。折角世界に発信できるものがあっても、日本の中に留まってしまう。 

また、良い意味で壁を壊し、元々あるものを大切にしながら次の１歩を作っていきたい。

地域にある資源を磨きながら世界に向けて発信できるような教育プログラムを考えている。

テーマは「人類を野生に還す」である。鹿角、秋田の暮らしの所作は野生に近い。例えば、

雑草が生えたら刈るといった所作は、都会では切り離されてしまっているものなので、子

どもたちに体験させたい。実際、北秋田の小学校に都会の子どもたちが来たりしている。

また、まちを使ったプログラムを作ることで、エリアリノベーションに繋がったり、全国

に売り出していけば、色々なビジネススケールも出たりするのではないかと思うので、チ

ャレンジしたい。 

 

（知事） 

今の子どもだけでなくも大人も、人間力や人間の本能を削ぐような風潮が多いように思

う。本能的に危ないものを避ける、本能的にしてはいけないことはしない。これらを頭で

考えることができない。人間力の衰退は日本の衰退に関わる問題である。安全安心の基本

は自分で判断することなのに、世の中が安全安心になりすぎている。だから突発事故を避

けることができない。子どもたちの人間力を育てるのは自然環境との接し方や気候風土で

ある。秋田は学校の勉強は出来ているが、人間力の教育も必要かと思う。 

 

（Ｄ氏） 

今の子どもたちは、体の動かし方が不器用であると感じる。自分の世代もその前の世代

もそうだと思うが、見た物をマネすることがある程度できる。しかし、今の子どもはそれ

ができない。そういう状況を踏まえてみても、人間力の低下により、当たり前にできてい
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たことが、世の中が便利になりすぎたことにより、できなくなっているのではないかと思

う。 

 

（Ｆ氏） 

大きな目的があって戻って来たわけではないが、保育士の資格を持っているので、いず

れは保育士の仕事に就きたいと考えている。地元の友人に保育士が多いが、どこも人手が

足りないと嘆いている。だからこそ、自分も役に立ちたい。 

 

（Ｅ氏） 

お店の展望になるが、開業する前の大きなコンセプトは、人が集まる場所にすることで

あった。店にはクライミングエリアとカフェスペースがあるが、カフェスペースは飲食持

ち込み自由にしている。また、幼稚園児でも遊べる小さなクライミング用の壁を無料で開

放しており、今では、近所のママさんの憩いの場になっている。ボルダリングをしなくて

も、遊びに来る人がどんどん増えて、この地域だけでなく、県外の方との繋がりもこのお

店を中心にできたら良いなと思う。 

もう一つの展望は、クライミングをメジャーなスポーツにして、競技人口を増やすこと

である。目標としては、お客さんの中から競技者を出すこと。ゆくゆくはオリンピック選

手を輩出できれば素敵である。また、山に囲まれているので、外の岩場の開拓もしてみた

い。 

 

（Ｄ氏） 

体を動かしながら英語を吸収するというプログラムを教室化したい。少子化により、部

活やスポ少が少なくなっており、他にやりたいスポーツがあっても、学校単位でできない

状況にある。そのような状況で、プロの指導者がいて、しかも英語で教えるスポーツチー

ムがあっても良いと思う。子どもたちが成長した時に、海外で出ていったり、トレーナー

になったりと、可能性が広がっていく。むしろ、部活動が無くなっても良いかなと思って

いる。新しいかたちのスポーツや語学の関わり方を少しずつ展開していきたい。 

 また、練習場までの通いの問題もある。送迎をバス会社と提携して行うことで、地域経

済に貢献するだけでなく、子どもたちが通いやすく、親としても手がかからなくなるので

はないかと思う。 

 

（知事） 

あなたの発想は面白い。年少者のスポーツと英語、部活動の課題をよく考えている。 

 鹿角は人口における若年層の割合が少ないが、その点はどう考える。 

 

（Ｄ氏） 
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鹿角市にも３万人くらいの人が住んでいるが、年齢構成が偏っていて子どもが少ない。

子育て支援が比較的進んでいるが、浸透していない印象がある。鹿角は子育て支援が行き

届いていると聞いていたが、ちゃんと浸透していないと思う。外の人からすると知らない

こともある。 

 

（Ｃ氏） 

店としては、レベルアップを図りたいと思っている。すし、うなぎ、そば、イタリアン、

フレンチ等について勉強して、どれがいいのか試行錯誤しながら、これからの居酒屋はど

うあるべきかを考えていきたい。 

鹿角市は、そばに力を入れているが、農家の方に聞くと、消費する場所が無いと話して

いた。そのような農家とお店が連携できれば、と思っている。日本酒とそばのお祭りがで

きたら良い。この２つは相性が良いので。 

 

（Ｂ氏） 

エチオピアの自立支援を目的として、コーヒービジネスを行っているＮＰＯ法人のコー

ヒー豆を取り扱っているが、その関係でエチオピアに行ったことがあり、そこで、生き方

について色々学んだ。鹿角にいても、世界情勢について考えられるようにしたいし、子ど

もたちもそうであってほしいと思う。 

また、倉庫を借りてコーヒー片手に本が読める場所を作ったり、雑貨販売やデリバリー

等もできたらいいなと思っている。わくわくすること、楽しいことを形にしていきたい。 

 

（Ａ氏） 

目下の目標は、事業を安定化させることである。また、年内に花輪に居酒屋を作りたい

と思っている。 

また、自分にできることとして、守るべき伝統は守り、変えるべきことは変えていく。

移住者と言われているうちにやっていきたい。 

 

【意見交換： 県や市・町に対する要望について】 

 

（Ｇ氏） 

法人又は個人の、事業やアイディアに投資してほしい。補助金や委託で無く、ファイナ

ンス的な投資があれば、もっと自由にのんびり感を持った事業等が生まれるのではないか。

エンジェル投資のような、結果が全てでは無く、失敗しても良いというような大らかさが

あると良い。 

 

（知事） 
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日本の行政は、貸すか、あげるかで、投資という概念が無い。 

 

（Ｅ氏） 

初めて花輪ばやしを見た時、その迫力に感動したが、２年目以降は１年目ほどの感動は

無かった。祭りは参加している人が１番楽しいと思う。見せるための特別席を作るよりも、

観光客が参加できるようなプログラムがあると良い。はっぴを着て町内を練り歩いたり、

地元の方と乾杯したりできたら良い。 

 

（Ｄ氏） 

昨年、ドチャベンコンテストで、海外の方や日本の祭り好きの方を対象にした、参加型

のお祭りツアーのプランを提案した。単に参加するだけでなく、町内のお宅にも訪問する

といった内容である。海外の方を鹿角に呼び込むことで、地元のお店の方が、語学の必要

性を感じたりすると思う。現状だと、外国人観光客は観光地ばかり行っており、行政が語

学のプログラムを用意しても事業者は危機感が無いため、行こうという気にならない。地

元のお店等に外国人観光客を呼び込むルートがあると良い。 

 

（知事） 

角館祭りは一般の方も参加できる。山車のぶつけ合いは危険があるためできないが、山

車を引っ張ることはできる。毎年海外からも観光客が来る。竿燈も参加できる。やはり、

見ているだけでは面白くない。 

 

（Ｆ氏） 

鹿角で出産するには、かづの総合病院しかないが、県外にいる友人が、里帰り出産制度

が無くなったため、大館で出産するしかないと言っていた。このように、地元で出産した

いのに地元以外で出産するしかない人もいて、これが原因で、地元に帰りたくないという

人もいるかもしれない。移住して１番気がかりなことである。 

 

（知事） 

県としても問題視している。産科医が非常に少なく、人口減少のため、医者が都市部に

集中してしまう。我々も大学側に掛け合っているが、なかなか聞き入れてもらえない。ま

た、医者の半分は女性だが、外科に行きたがらない。産科医は出産にリスクがあるため避

ける傾向にある。 

だが、県費で医学部の学生に奨学金を出しており、医者になるには 10年かかると言われ

ているので、３、４年後にはその成果が出始め、状況は少し良くなっていく。県から就職

先の病院を指定することができる。 
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（知事のコメント） 

参加者の皆様はそれぞれ、たくましく、自分のやりたいことに取り組んでいる。 

地域の特性からくる問題等もあるが、皆様のやっていることがより実を結ぶよう、県と

市町と協議しながら支援していきたい。今後も大いに頑張ってほしい。 

 

 

（終了） 


