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（仙北地域振興局）

平成29年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：６次産業化で切り開く明日の仙北農業

日 時：平成29年７月14日（金） 14:00～16:30

場 所：ＪＡ秋田おばこファーマーズマーケット等複合施設「しゅしゅえっと まるしぇ」

※意見交換会に先立ち、「しゅしゅえっと まるしぇ」内を視察

【開会】

（司会）

本日は「６次産業化で切り開く明日の仙北農業」をテーマに、知事と県民の皆さまと直接意見

交換を行い、県政に反映させていくこととしたい。

【あいさつ】

（知事）

県政の運営に役立てるため、意見交換会として毎年各振興局単位で行っている。

かつては知事が各地域に出向き、町長、市長、農協組合長、商工会議所長など、「長」が付く人

との話が多かった。網羅的な大きな話は聞くことができるが、実際に現場で苦労されている方の

話はなかなか臨場感をもって聞く機会がなかった。私が知事に就任してから、実際に現場の方た

ちからお話を聞いて、県の政策に反映させていく機会をつくった。

特に農業は、自分自身料理が好きなので、食については興味がある。秋田は農業が基礎にある。

平成26年度から27年度にかけての農業生産額の伸び率が全国１位となったが、米以外の作物、ま

た、６次産業化をもっと広げないといけない。例えば、メガ団地等のシステムを構築したのは秋

田県であり、それを国で政策に取り入れたという事例もある。県としては農業の構造改革には力

を入れているつもり。これは、現場にいる皆さんが頑張っていただいているので、できている話

である。

そういう意味で、現場の皆さんから、現状や課題、今後目指していること、そういう生の声を

お聞きしながら、我々が情報を集約して施策につなげていければと思っている。今日は、忌憚の

ない意見をお聞きしたいので、よろしくお願いしたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

農業に参入して今年で４年目。まだまだ手探り状態であるが、作付け作物としては、生薬、枝

豆、ミックスリーフを無農薬で作っている。また、大根、人参を作り、いぶりがっこを加工して

いる。耕作放棄地が増えていく中で、これが収益に結び付かないものかと考え、農業に参入した。

でも、実情は厳しい。株式会社であり、週40時間、有給休暇を年に10日という雇用形態で７人を

雇用している。この中で収益で黒字を出すには難しく、四苦八苦している状況である。

（Ｂ氏）
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水田がメインの当社では、６次産業化ということでは、廃棄される枝豆を各農家から集め、剥

いて一旦冷凍し、出荷している。その他には、ここ１、２年、畑作も少しずつやっている。従業

員は、季節雇用も入れると、多いときで12、13人を雇用している。

（Ｃ氏）

稲作が４㏊、トマトが40ａ、ハウスが1,100坪。後継者のハウスが270坪。ハウスは全部で16棟

になる。それから大豆と、去年から加工を始めたトマトケチャップに、自分の畑で採れたタマネ

ギも使いたいと思い、今年からタマネギ３ａ、約6,000本を植えた。昨年、自宅物置を改装し、ソー

ス類製造加工所を建て、トマトケチャップを販売することにした。今年はそれに加え、ピューレ、

ソースなど姉妹品を開発して販売したいと思っている。

（Ｄ氏）

平成26年から２年間、大仙市の新規就農者施設で研修に参加し、昨年の４月に就農した。主に

直売野菜とダリア、漬け物加工である。野菜ソムリエの資格を就農する以前に取得していたので、

その資格を活かして、レシピの紹介やお料理教室も行っている。

（Ｅ氏）

私たちが秋田県の農林水産大賞を頂いた頃、水稲以外の収入が50％を越える農業法人はまだ珍

しかった。30～40％近い転作規制の中で、それを何も利用しないでただ米だけを作って収入の大

半になるのは、逆におかしいのではと思っていた。そんなことから、当初から枝豆、そらまめ等

の複合作物に取り組み、また、冬場にそういうものが回転していかないと法人は成り立たない、

雇用の場を提供できない、後継者が育たないという思いから、加工については関係各方面からア

ドバイスをいただきながら、加工産物の流通を広げることができている。

中間管理機構等を通じて入ってくる農地が多くなり、経営形態も生産コスト、費用対効果を考

えると、水稲に戻って行かざるを得ないのかなとも考えている。大規模な面積を引き受けて今感

じていることである。

（Ｆ氏）

ＪＡに入って22年目になる。この産直施設「しゅしゅえっと まるしぇ」の立ち上げに関わら

せていただいて、思いだけではどうにもならないことがあったり、自分が考えていたことが形に

なっていく喜びがあったりと、様々なことを学ぶ機会となった。現在、この施設には職員40名ほ

どがおり、元々の農協職員が９名、新規で31名ほど雇用した。オープンしてから様々な御意見、

要望を頂く機会が増えた。出荷者、消費者、スタッフの思い、考えのジャンルがそれぞれ全く違

い、話に対応するのが難しいと感じている。販売する側としてもまだまだ経験不足が否めず、ス

タッフ一同、日々勉強という気持ちでいる。

【意見交換～６次産業化で切り開く明日の仙北農業～】

（司会）

これから意見交換に入る。積極的に取り組んでいることや悩んでいること、今後の展望などを

伺いたい。
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（Ａ氏）

農業に参入しようとしたきっかけは、無農薬の作物を作りたかったこと。勉強していく中で、

無農薬だと３～５年は利益が出ないので、経営を考えたときにいぶりがっこは需要があると思い、

大根、人参を作付けし、加工を始めた。農業の経験がないので、まずはリサーチから始めた。売

るものがなくても営業から始め、求められているものは何か情報を入手して、そのものを作ろう

という努力をした。無農薬野菜については、まだ苦戦している。東京のある結婚式場で、全量買

い取りの委託販売契約の目処が経ち、納品もできたが、ボリュームが足りなかったということで、

頓挫してしまった経緯がある。今は別の納入先を見つけて動いている。

いぶりがっこも県内のものは６月頃にはなくなるが、営業先では年間供給してほしいと要望が

あった。今は、外食産業ですぐ使えるようにいぶりがっこを加工して、大手の外食チェーン店に

全量納入している。年間供給が約束なので、県内の大根が不作であっても日本全国どこからでも

大根を仕入れ、年間を通じて納入する努力をしている。ここがポイントかなと思う。１次産品も、

売れれば加工する必要がない。私は、６次産業化という意味合いは、１次産品のロスの部分を加

工して、売れれば収益率が上がることと捉えている。

今、当社のいぶりがっこで一番売れているのが、刻んだいぶりがっこ。この辺では見ない。ピ

ザの具など、料理に応じて、何ミリに刻んで欲しいと注文がくる。チェーン店に、決められたグ

ラムで納品している。いぶりがっこを作って売る際に、大根の端を切るが、刻んだいぶりがっこ

に使える。ロス率がゼロである。これが、６次産業化の一番素晴らしいところではないかと思っ

ている。４年目であるが、３期目の決算では、いぶりがっこが一番シェア率が高かったが、今後

は、生薬などにも力を入れていきたいと思っている。秋田の基幹産業である農業が元気にならな

いと秋田は元気にならないと思っていて、農業就労者が200万円以上の所得になるように、もっと

収益率を上げていくためには、６次産業化というのは必要不可欠だと思っている。

（Ｂ氏）

当社では、水田をメインとしていた。米の消費率がどんどん下がる中で、農業としてできるこ

とを考えて、冷凍技術をキーワードとして模索していたところ、枝豆農家の知り合いから、規格

外の枝豆を引き取ることになった。これを利用して収益につなげることはできないかというのが

最初。枝豆を剥いて、グリーンピースのような形で売れたらいいのではと考え、どうやって剥く

かを考えた。手で剥くのは不可能。市に相談し、最後には県の補助を得て、冷凍設備を導入した。

枝豆を剥く機械も、高価な機械であったが購入した。購入したところでその枝豆が売れる保証も

なかったが、みんながやっていることをやると足の引っ張り合いになるし、みんながやっていな

いこをやろうと踏み切った。初めは関係機関に相談しながら出荷するまで至ったが、初年度には、

冷凍するまでの工程の中で欠けた部分があり、学校給食会に納品できなかったということもあっ

た。県、市からもそこの部分については教えてもらえず、初年度の全量1,800㎏を廃棄した。次の

年はクリアして、今では年間９ｔ以上出荷している。ほぼ予約で、全て完売している。

枝豆のように注文があれば、できる限りの対応はしているが、これからは畑作にも拡大したい

と思い、全量買い取りの予約を取って、今年からヤマトイモを作っている。需要のあるものを作っ

ていきたいし、そうしていくことで秋田の農業も良くなっていくのではないかと思う。
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（知事）

途中のプロセスで欠けた部分とは。

（Ｂ氏）

剥いて選別し、真空パック詰めとするが、その後の煮沸消毒の工程が抜けていた。そこまで考

えが至らず、法律上の義務ではないため、誰からも指摘を受けなかった。学校給食会では、煮沸

消毒していないものを引き取ることはできないと言われた。保健所からも強制ではないと言われ

たが、納入先の方針により納めることができなかった。

（知事）

納入先のルールというものがあるのだろう。

（Ｂ氏）

大手食品販売業者から一度契約の打診があったが、衛生上のハードルが高く断念したこともあ

る。

（Ｃ氏）

ＪＡ女性部会のお菓子を作るグループで、昔ながらのおやき、ゆべし、米粉を利用したお菓子

を作っている一員として、今年で19年目になる。

個人としてはトマト農家であり、ハウスを増やすと出荷できないトマトも増える。ハウスは初

め３棟であったが、年々増やしていった。トマトを使ったケチャップを自家用に作り、お世話に

なった方々に配っていたが、好評であったので、昨年地域振興局に相談しながら、販売に向けて

物置を改装して、ソース類製造加工所を建てた。ケチャップは、子供からお年寄りまで多くの人

に好まれるような味にした。

トマトは、夏から秋にかけて販売している。瓶詰め加工することによって冬場の収入につなが

ると思い、また、家族がブルーベリーの栽培を始めたので、ジャムやソースの加工もできるとい

うことで、思い切ってソース類の加工所を建てた。トマトケチャップのために、今はタマネギの

栽培も始め、道の駅なかせんでケチャップを販売し始めた。

小さな加工所で、一つ一つ手作りしているので、製造数に限界はあるが、中身はもちろん、瓶、

ラベルにもこだわって、いずれは東京でも売れる商品にしたいと考えている。起業ビジネス塾で

はレベルアップコースに参加し、講師の先生からアドバイスをいただき、今後のラベルのデザイン

を決定した。このラベルデザインのケチャップとピューレ、オリーブオイルやにんにくを使った

ソースの３品目の商品展開を考えている。

（知事）

東成瀬のトマトは、イタリアンの一流シェフに認められたことにより、有名になった。トマト

ケチャップはカゴメのような加工度の高いものと、Ｃさんのケチャップのようなピュアなものと

２系統ある。こちらの方は、固定客が付くと強い。秋田はトマトケチャップのイメージはないが、

トマトそのものと、丁寧な仕事は秋田の良さ。問題は、東京で販売するときはパッケージが大事。

中身がよければ値段が高いほうが売れる。安さよりイメージが大事。
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（Ｄ氏）

東京で会社員をしていた頃に、野菜ソムリエの資格を取り、料理教室、試食販売の仕事をして

いた。その仕事で全国各地の生産者の方々と話をしていく中で、野菜ソムリエよりも野菜のこと

を分かっているのは、生産者ではないかと思うようになった。本で調べるより、作ってみないと

わからないのではという思いが強くなり、Ｕターン就農に踏み切った。２年間新規就農者研修を

受講し、もともと料理に興味があって就農することにしたので、一つの品目を大きな面積で作る

よりも、色々な野菜を少量で、自分でいつでも使えるように作ってみたいという考えで農業を始

めた。大規模農業の方が効率的であり、収益にもつながるとは思うが、もともとの思いが料理か

ら始まったので、少量多品目で行っている。実際はやはり大変で、一緒に研修を受けた仲間たち

は大規模農業経営で、融資も受けやすくなっているようで、うらやましく思うときもある。しか

し、産直コーナーにカラフルな野菜等を出してみたりすると、お客さんから栽培方法について質

問されたり、直接消費者とのコミュニケーションを取ることで、農業の魅力を伝えられているん

じゃないかという実感がわく。作ることと食べることに興味を持ってもらえることが、私の中で

は喜びになっており、これからもこういった形で続けていこうと思っている。

今までは地域でのお料理教室だけだったが、今年から、「しゅしゅえっと まるしぇ」のキッチン

を使って、親子の料理教室も予定している。子供達にも楽しんで食に興味を持ってもらいたく、

活動していく。ただ作って食べるだけじゃなく、野菜の収穫体験や、野菜そのものの形やにおい、

味を感じてもらい、それを伝えて行きたいと思っている。

（知事）

何人で経営されているのか。

（Ｄ氏）

両親は、水稲と畜産。自分は、ダリアと直売野菜と漬け物加工。今は、ほぼ一人で行っている。

（Ｅ氏）

集落型営農法人の代表である。自分のことよりも、集落全体のことを考えるようになった。平

成19年に法人を立ち上げてから、冬場、年間を通じての雇用をどうするということから６次産業

化について考えるようになった。初めは漬け物加工を始めてみたが、売れ行きがいまいちだった。

別案を考えていたときに、女性陣から乾燥野菜をやりたいという声があがり、しいたけの規格外

品や野菜を通年で売っていくことは周年雇用、後継者育成につながるとの思いから、平成20年に

乾燥機を導入したが、始めは労務費が売上高を超え収益につながらなかった。試行錯誤の末、平

成24年に加工場や事務所を作り、ようやく直売レベルから、首都圏へ売り出すレベルに至った。

やめようと思うこともあったが、８年かけてようやく採算がとれるようになり、後継者の育成や

周年雇用につながった。

周りの期待に応えないといけないという苦労もあるが、集落のためにも頑張っている。

労働生産性から考えると、園芸作物は見直していかないといけないのかなと感じている。

今後の展望としては、県内の企業から、コラボして商品を作って売り出す予定。
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（知事）

水田の面積はどれくらいか。また、乾燥野菜の出荷先は。

（Ｅ氏）

約40町歩作付けしている。かなりの面積が飼料用米である。

乾燥野菜は、県内。県外は首都圏が中心。

他県に行って感じるのが、秋田県は運送コストもかかるし、東北管内でも条件的に不利だとい

うこと。そういった中で、首都圏で高く売るためには、商品の改良しかないと思っている。

（知事）

地形上、三方が山に囲まれ、農業にしても時間、距離が違う。観光も、青森を経由して北海道

に行く観光客が多い。山形県は昭和30年代、道路際の農地を工業用地にし、山間部を農地開発し

果物を作付けした。山形県は思いきりがいい。

（Ｆ氏）

米依存からの脱却を目指し、園芸作物の振興に力を入れるため、この複合施設の計画が始まっ

た。昨年より準備を始めたが、一番苦労したことは出荷者を集めることだった。もともと個人で

販売をしていた出荷者が多い中、後発の私達のところにどれくらい出荷者が集まってくれるのか

不安であった。初めのうちはなかなか集まらなかった。十数年前に一度、直売所を建てたいと地

域の女性部から話があがったが、当時はＪＡと折り合いが付かず、計画は進まなかった。いざ「し

ゅしゅえっと まるしぇ」の計画を説明しに農家へ出向くと、もう10年若かったらなと言われる

こともあった。丁寧にお願いをして、現在では337人の会員が集まった。

また、ＪＡ秋田おばこ管内は広く、比較的偏った場所に施設があり、また、会員の高齢化も進ん

でおり、集荷をしてもらえないかという話が何度もあった。集荷したい気持ちはあるのだが、こ

こに出荷者にも足を運んでもらって、どんなものが売れているのかを直接見て欲しいという思い

がある。同じものでも、売れるものと売れないものがあり、出荷者がそれを自分の目で確かめて

ほしい。売れるものを生産してもらいたい。集荷してしまうと、野菜を作るだけで、その後の流

通について意識が薄くなってしまい、生産したものに対する責任も薄れてしまうのではないかと

危惧した。

販売してみてわかったことは、安い、量が多いということだけではなく、核家族化が進んでい

たり、一度で使い切りたいという消費者の個々のニーズが多様な時代で、少量パックも求められ

ている。色々なものを展開していかなければならない。直売の面白さはここにあるのかなとも思っ

ている。農家の方が、自信を持って大きな野菜などを持ってきてくれるが、大きい野菜を欲しい

と思っている消費者ばかりではない。小さいものが欲しいというお客さんもいるということを直

接出荷者へ伝えることもある。消費者も高齢化しているので、大きすぎると持ち帰るのも一苦労。

情報をつなぎながら、出荷される方にも工夫して欲しいし、販売する側で消費者のニーズを出荷

者へつなげたい。

そして、一番気を付けて取り組んでいるのが栽培履歴。ＪＡの直売所では安全・安心への関心

が高く、出荷の３日前までに履歴を提出してもらい、導入した農業ナビゲーションシステムで、

農薬の情報等について瞬時に判別する。本来営農指導員が行っていた業務であるが、労力を軽減
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するためシステムを導入した。そこまでできるのは農協の強み。記載する作業は面倒であるが、

出荷者の理解を得ながら今後も進めていく。このシステムの読み込み作業をしないと、販売のた

めのバーコードシールが出力されない。栽培履歴を確認できないと店頭に並べることができない

ようになっている。定着するまではまだまだ時間がかかるが、根気強くやっていきたい。

６次産業化については、レストランの奥に加工施設があり、総菜等を作っている。直売所の隣

に食材センターがあり、魚をカットしたものだったり、素材を袋詰めして宅配している。直売部

門で売れ残ってしまう野菜が出てきてしまう中で、これを収益につなげるためにＪＡで買い取っ

て、直売部門と加工部門で連携して、地場産の野菜を加工して宅配につなげていき、廃棄するこ

とがないようにシステムを構築するのが今後の目標。スタッフが不足しているが、今後拡充して

いき、出荷者のつくる加工品と重ならない加工品をつくり、廃棄する野菜を減らしていくよう努

力する。

また、消費者への情報提供、発信も今後の課題。今年は天候不順ということもあり、農作物の

収穫が遅れているということに消費者の関心は高くない。同じ時期に、同じものが同じ量あると

いう感覚で買い物にくる。スーパーだと、全国から仕入れるのである程度確保されるが、産直は

そうはいかない。収穫が遅れている理由などを情報発信していくことで、消費者の理解につなげ

たい。

また、食育キッチンを併設しているので、ここの食材を利用して料理教室を開催してもらいた

い。地元に伝わる伝統食などを伝えて行くのもＪＡの役目ということで活動してきた。

（司会）

一通り皆さんからご説明いただいた。ここからは自由な意見交換の時間としたい。

（知事）

水稲をやっている参加者の方は、来年から自由化になることについて、今後の方針を教えてい

ただきたい。

（Ｂ氏）

当社では、今のところ全量自主販売なので、来年以降も特段影響はないと思っている。

（Ｃ氏）

集落営農をやっているが、今までと同じようにすると決めたようだ。

（Ｅ氏）

支援制度の形は変わり、米価の買い取り額は下がるだろうとの話も聞いている。個人で自主販

売している人、委託販売している人も売れないものを作るはずはない。状況を見て転作は進めて

いかなければいけないことだとは思っている。

（知事）

自主販売をしている人は、顧客がいる。農協で買い取りしている地域の中では、増産する予定

の地域もある。ブランド米が余っているということも聞く。日本全国で所得が低くなっている中
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で、高い米が売れるという時代でなくなってきおり、今はあきたこまちの評価が高くなっている。

一般米のしっかりしているものがちゃんと売れていくのではないかと思っている。県としては全

国の動向を情報提供するが、それ以上踏み込んでしまうと今までと同じになってしまう。これか

らは農家各々の自主性に任せる。最初は細かい情報を流すことにしている。秋田は意外と強いと

予想する。今年、コシヒカリの価格が落ちた。今のところは、自由化に対し、現場ではさほど混

乱は起きてないような気がする。

（司会）

来年も、今までとあまり変わりはないというイメージか。

（Ｃ氏）

米は、あまり作っても自分で自分の首を絞めるだけだし、自由化になったからたくさん作ると

言う人はいない。

（知事）

では、意見交換として、県・市町村への要望、疑問などあれば、話していただきたい。

（Ｃ氏）

６次産業化に限った話ではないが、ＪＡ秋田おばこのトマト部会は、若い後継者が増えてきて

いる。夏の間はトマトを作るが、冬の間は仕事がなく、短期のアルバイトをしたりしている。以

前、冬の間、「まごころほうれんそう」ということで統一の名称で売り出したように、キャッチフ

レーズを作り、県全体で県内外に売り出せるような統一的な野菜が欲しい。冬に強いハウスに対

しての補助だったり、やる気のある若い人が冬期間も農業続けられるようなものが欲しい。「Ｉ

ＬＯＶＥ 秋田産」のようなキャッチフレーズで、「冬も元気だ秋田県」、「雪があるからうまいぞ

秋田県」といった、冬をアピールするような県全体のキャッチフレーズで、冬場の農業を盛り上

げてもらいたい。観光でも、冬場が元気な秋田県だと盛り上がるのではないか。

（知事）

秋田県は、冬の祭りはにぎやかだとは思う。冬の仙北、森吉、北秋田のライン。ただし、町部

になると雪下ろしが大変。

橫手市のほうれん草農家では、冬場はしいたけ栽培をしている。大規模経営で、かなり収益が

上がっている印象がある。秋田では、しいたけ出荷日本一を目指して動いている。

（Ａ氏）

冬場に作物を収穫するというのは、採算がとれるのだろうかと思う。

自分としては収益の上がるときに収穫する。収益が上がらないと会社の弱体化につながりかね

ないので、無理に参入する必要はないと思う。

（Ｅ氏）

きのこ類は林業関係になるため、県へ営農相談しても、詳しく分かる人がいない。しいたけ日
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本一はいいと思うが、平成19年に冬場のしいたけ栽培に取り組んだが、なかなかうまく出荷でき

なかった。暖房の灯油が安くなかった。灯油価格の高騰で原価割れしてしまった。企業の参入も

あり、秋田県がしいたけ日本一と打ち出すのであれば、ノウハウのある人が中心となって拡大し

ていくならいいが、全くの素人ではだめ。また、先にしいたけ栽培に取り組んでいる人の足を引っ

張ることになってしまわないかと思う。ここは慎重に対応していただきたい。

（知事）

横手市のしいたけは、かなり以前より取り組んでいるし、大規模な設備投資もしている。３億

円の設備投資。コンピュータ制御されたしいたけ栽培である。技術を教えて、技術を持った人に

自立してもらうという形を取っている。

枝豆について、大手ビール会社と話したら、いい枝豆が大量にあれば買うと言った。居酒屋チ

ェーン店でも、枝豆はいくらでも買い取る。牛肉についても、九州が災害のため流通がうまくいっ

ていないので、東京市場では秋田産が評価されている。何が必要かをリサーチする必要がある。

山形県では、漬け物は食べやすいようにカットされている。秋田県のように塊の漬け物は売られ

ていない。大根は冷凍できないので難しいが、いぶりがっこは評価が高い。

（Ａ氏）

６次産業化認定を受ける際に、担当者からいぶりがっこは売れないと言われたが、自分のリサー

チした結果では、関東までは食べたことがある人は６割くらい。関東以南だと、聞いたことはあ

るが食べたことはないという人がほとんどだったので、これから売れる市場だと思った。関西に

営業に行き、今取引をしている。

（知事）

関西のスナックなどで、いぶりがっこが提供されている。東北の漬け物の味は合わないが、い

ぶりがっこはスモークされているため食べやすく、人気が高いようだ。

６次産業化を考えるときに、３パターンがある。地元の味を地元で少量売る。もう少し広げて

県内全域で売る。東京のデパートへ出荷する。しかし、東京方面では衛生管理から厳しく、年間

を通じて出荷できないと取引できない。量と通年、イメージが大事。６次産業化の難しいところ

は、どこに売り出すターゲットを絞るかによって、デザイン、品質、味まで違う。少量だけ求め

ているマーケットもある。仙北市の神代では、東京の高級料亭などで鰹のたたきをあぶる際のた

めだけの稲わらを作っている。米より稲わらの方が高く取引されている。目の付け所が大事。６

次産業化も、単に漬け物、がっこだけでは無理がある。競争は激しくなる。

角館、田沢の観光ルートにこういった施設ができて良かったと思う。

（Ａ氏）

６次産業化といってもカテゴリーが広すぎる。

自分で販売までする人、作って販売してもらう人、販売だけの人で規模も違うので、それぞれ

課題が違っており、分けて議論する場があればいい。

（知事）
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６次産業化の難しいところは、製造業では原材料を作る人と加工する人が違うので、ある意味

では敵対関係。原材料を作る人は高く買い取ってもらいたいし、加工する側は安く買い取りたい。

６次産業化は自分で生産して、加工して、自分で作ったものだけでは足りなくて仕入れる。規模

によって違ってくる。自分の範囲では責任を持てるが、ある程度規模を大きくしてマーケットが

広がってくると、対立関係をうまく調整する機能がないとどっちもだめになる。原材料調達が難

しい。小規模でやるときは、丁寧に希少価値を出す。手作りのあたたかさ。そこら辺の分け方が

大事。

（司会）

Ａさんのいぶりがっこの原料調達でご苦労されている点は。

（Ａ氏）

半数は当社で栽培している。あとは、三種町から購入。ほとんど県内産であるが、昨年は県内

で大根の生育がよくなく、全国各地から仕入れた。

（知事）

Ｂさんのヤマトイモについて教えていただきたい。

（Ｂ氏）

コンビニの冷やかけうどんに入っているとろろ芋の試験栽培である。

秋田県で県南、県北、中央でそれぞれの事業者が試験栽培をしている。うまくいくのであれば、

比較的手がかからず栽培できると考えている。仙北市には神代の山の芋もあり、気候、地理的に

も栽培に適した地域なのではと思ってはいるが、関東方面の生育状況と比較しながら、収量が見

込めるのであれば成功させたい。

（知事）

Ｄさんの野菜ソムリエの資格について教えていただきたい。

（Ｄ氏）

６年前に東京で資格を取り、秋田に戻って来て４年目になる。

（知事）

「しゅしゅえっと まるしぇ」の売上げ目標は。

十文字の道の駅では年間４億円程度。宮城県の「あ・ら・伊達な道の駅」は、10億円の売り上

げと聞く。

（Ｆ氏）

今年度は10か月で４億9,000万円。

最終的には年間７億円。
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（知事）

乾燥野菜は山形県で進んでいる。本荘のプリマハムではハムを今作っていない。規模を大きく

したら、原料の豚肉が足りなくなった。ハンバーグに使う野菜は山形県産だと聞いている。

これから、コンビニが個食用生鮮品を扱うようになったので、小さな野菜の需要も出てくる。

都市型の生活で核家族化が進むと、大きな野菜を保存しておくスペースもなく、乾燥野菜や個食

用の野菜が好まれてくると思う。

（Ｅ氏）

野菜は比較的重いが、乾燥野菜にすると軽くできるので、高齢化が進むこれからは需要がある

と思う。

（Ａ氏）

コンビニからは、いぶりがっこ３枚のパックにして欲しいとの要望もあった。

（知事）

梅干しや米も個食用パックが好まれる。

パッケージは大事。秋田市に公立の美大があるので、専門に相談センターがあってもいいのか

なと思う。山形県のデザインは上手い。秋田の場合は下手。せっかくの美大なので、活用できれ

ばよい。

（Ｂ氏）

枝豆ドラジェは関東の方のデザイン。関西に営業に行った際、秋田県でのこのようなお菓子の

パッケージがあることに驚かれた。黒いイメージしか持っていなかったようだ。商品のイメージ

として、デザイン、見た目は大事だと実感した。

【総括】

（知事）

今後、全県的にそれぞれの分野毎に課題を話し合う機会を設けるよう、農林部で検討していく。

今日参加していただいた方は、積極的に取り組んでいただいている方。この仙北は、農業中心

の地域である。いずれ世界規模で食物は足りなくなる時代が来ると思うが、工業系製品は機械化

されどこでも製造される。しかし農産物には、農地、水がなければできない。これからは米に依

存してばかりでなく、他の作物に目を向けていかなければならない。

家庭の延長線上の６次産業化ではなく、それからいかに脱皮するか。ようやく秋田も全国的に

売れるもの、一定の地域に評価されるものが出てきた。県内の産業の中、今一番いいのは農業で

あり、農業には今後の可能性がある。

（終了）


