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第 13 章 県政への自由意見 
 

問 14 「身近な地域や秋田がこうあってほしいなどの願いや希望、夢」について、何でもお気軽にお

聞かせください。 

 

【集計の方法】 

「あなたやあなたの家族の夢」、あるいは、「身近な地域や秋田がこうあって欲しいなどの願いや希望」につ

いて寄せられた自由意見を、「ふるさと秋田元気創造プラン」に掲げる政策課題とこれからの秋田についてと行

政への要望を加えて整理・集計した。ただし、複数のテーマにわたる場合は、核心となる項目に一括して分類

整理した。 

 

 

１ 自由意見の政策課題別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番 項     目 件数 

A  産業経済基盤の再構築 19 

B  新農林水産業ビジネスの創出 14 

C  就職・結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 233 

D  保健・医療サービスの充実 17 

E  協働社会の構築 17 

F  教育環境の整備 9 

G  国際社会における人材育成や地域の国際化の推進 2 

H  環境保全活動への取組 8 

I  自然環境の保全 13 

J  交通基盤の整備 31 

K  快適で災害に強い生活基盤づくり 4 

L  男女共同参画の推進 0 

M  文化活動の環境整備 12 

N  福祉サービスの充実 12 

O  安全・安心な生活環境の整備 23 

P  文化と景観の保全 12 

P  生活圏の機能維持 9 

R  その他 397 

 合     計 832 
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２ 自由意見  ※８３２件のうち一部抜粋 

 

 

Ａ 産業経済基盤の再構築 

 

●地場産業の育成、秋田の自然の中から、あらゆる分野等について研究し、１０年先、２０年先の『ある程度のビ

ジネス』として、発展する『業種』をしぼり投資し、育成し、我が秋田県の独自性とし、トップセールスしてゆ

く事です。何も、他県の『ものまね』は、不必要と思います。（男性／60 歳代／秋田地域） 

 

●産業の転換、新技術の開発、伝統技術の継承などで、産業、経済の衰退を防ぎ、出来れば発展させて欲しい。（男

性／30 歳代／秋田地域） 

 

●社会全体の不安定な中で、秋田県人の粘り強い、諦めない心で、産業経済を立て直していって欲しいと思います。

地元から企業が引き揚げていってしまっている状態が続いていることは、いろいろな分野で寂しさを感じていま

す。みんな元気で働いて、お給料日には、ちょっとおいしいものを食べて、買い物に出かけたり旅行をしたりす

る。ちょっとばかりの余裕で、人はやさしくもなれるし、明日また頑張ろうと思えるのだと思います。（女性／50

歳代／秋田地域） 

 

●仕事が、介護の仕事はあるがその他の仕事がない。若い人が仕事がないので県外へ行く。子供も学校もどんどん

人数が少なくなっている。何とか仕事を誘致したりできないだろうか？（ 女性／40 歳代／山本地域） 

 

●学校を出ても就職する職場がない。若者も子どももいない。私は秋田が大好きです。自然が豊かで災害も少なく、

山の幸、海の幸もいっぱいです。ただ町を歩いても若者は学生だけ。この人達も職を求めて皆いなくなり、寂れ

ていくばかりです。定住できる仕事を開発してください。観光も近隣市町村が協力しながら、温泉、風景、歴史、

料理など特色を生かし、宣伝を大いにしてもらいたい。もう一度言います「秋田はすばらしい」。（女性／70 歳以

上／秋田地域） 

 

●安定した企業誘致をすることによって、若者が県内で働き（高収入）家庭を持てる。また若者だけでなく田舎に

いても東京、関西、外国の情報が取れ仕事が出来るような秋田県であって欲しい。（少子化解消）他県から秋田は

仕事もあり子育て環境もよいと、だから秋田に住みたいと言われる秋田になって欲しい。（男性／30 歳代／鹿角

地域） 

 

●若い人の働く場所が少ない、又、都会と比べて賃金が安いなど、若者にとっては暮しにくいと思われる。そのた

め、大企業等の誘致等を積極的に行って欲しい。また秋田県独特の産業が少ないため、県で新しい産業開発を行

ない宮崎県のように秋田県をもっとアピールする必要を感じる。（男性／50 歳代／北秋田地域） 

 

●空いている工業団地への企業誘致。自動車関連に拘らずに先端的企業へ無料で１０年土地を貸すなどの大胆なこ

とをしないと高速料金のかかる秋田へは誰もこない。公共施設の駐車場が少ない。（男性／40歳代／仙北地域） 

 

●生まれ故郷で働きたい若者の夢が叶えられる秋田であって欲しい。秋田の２大観光地（男鹿と田沢湖）がこれ以

上、廃れることがないよう整備以外に、宿泊（１泊研修）の推進事業等で活性化して欲しい。（男性／ 50歳代／

平鹿地域） 

 

●秋田にも沢山の美味しい食品、観光地など他県に負けない良いことがあります、もっとＰＲに力を入れてもらっ

たら如何でしょうか。（女性／60 歳代／秋田地域） 
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●もっと各地域の特産物を全国的にアピールして欲しい！行なっているようだが、あと一押し不足しているように

思われます！（男性／50歳代／由利地域） 

 

 

Ｂ 新農林水産業ビジネスの創出 

 

●農業について言えば、高齢化が進む中、農家を営む担い手が減少しております。このままだと秋田の食物をつく

る若者はほとんどいなくなり、今以上の輸入による食物の供給が増えます。３０代、４０代の担い手世代又は、

農家に対する補助が今一番必要なのではないでしょうか？そうすることが秋田の農業の発展につながると感じて

おります。（男性／40 歳代／秋田地域） 

 

●秋田に嫁いで初めて「稲作だけでは生活できない（収入にならない）と、いうことを知りました。首都圏はサラ

リーマンだけで生活できるのに、何で地方では稲作だけで生活できないのでしょうか？だから、若い人たちは首

都圏へ行く一つの原因なんじゃないでしょうか？冬の間、出稼ぎへ行く家がこの時代にもまだあるということも

こちらに来て初めて知りました。私は映画の中での話、一昔前の話なんだと思ってました。専業農家である夫も、

近い将来出稼ぎへ行くと言っています。家族バラバラになってしまう、秋田に嫁ぎ将来を悲観しています。地方

は農林漁業で成り立っていると思います。その農林漁業の生活保障をすれば、若い人達もこちらに残って、仕事

を継いでくれるのではと思います。（女性／30 歳代／仙北地域） 

 

●農村の経済が高揚しないと商店街も発展なし。若者が農業で生活できるような経済になって欲しい。（男性／70

歳以上／鹿角地域） 

 

●食の安全や、食料自給率向上等で農業が重要な産業となってきました。またバイオエタノールなどの活用も今後

重要なテーマとなるはずです。これを機に秋田に元気が取り戻せるよう願っています。環境や農業で雇用の場が

少しでも増加し、若者が秋田で働ける事ができたらよいと思います。（男性／40歳代／秋田地域） 

 

●県内での就職を考えたときに、自分の専門が生かせそうな職場がとても少ないなと思いました。具体的には、県

庁に入り、農業試験場を目指すとか、ＪＡで普及員になるくらいしかありません。もっと腰を据えて探せば見つ

かるかもしれませんが、農林水産業が盛んということを売りにする割には、本当に県を挙げて農業立県を目指し

ているのかと疑問になってしまいます。高齢化による後継者不足が深刻になる中で、県民全体で農業を見直して、

専業農家を育成する努力をして欲しいと思います。（男性／20 歳代／秋田地域） 

 

●農業県でありながら積極的な取り組みが見えない。中国等の市場で「日本の米」、「リンゴ」などの果物人気が多

いようなので、減反政策を止めて、輸出する方向の政策が欲しい。（男性／30歳代／秋田地域） 

 

●農林業の振興。加工販売と収入増に繋げ、経済の安定を図る。秋田県は農林業の資源が豊かであり、換言すれば

六次農業と位置づけ所得の安定化。このことが来るべき社会に繋がって行く農業県としての要と考えている。佐

竹県政の舵取りに期待し見守っていきたい。（男性／70 歳以上／ 山本地域） 

 

●地域で生産された野菜、加工品を県民の私達が積極的に利用する意識づけが必要と思います。最近気をつけてい

るのが、地元のお店で買うことを心がけて生活しています。小さいお店でも続けて欲しいという希望です。（女性

／50 歳代／秋田地域） 

 

●グローバル経済の中、秋田県の中・内で完結してしまいそうな地産地消等の施策はますます消費・生産のパイを

縮めることになるのではと懸念します。秋田県のブランド化、観光のブランド化、食・農のブランド化等、ブラ

ンド戦略を取り県外、国外へのアピールが今より進む事を期待します。県外の外資を積極的に県内に取り込む必

要性を感じております。（男性／40 歳代／平鹿地域） 
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Ｃ 就職・結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 

 

●今育てている子供達が秋田に残りたいと思うような町であって欲しい。現在は夫婦でフルに働き子育てがしづら

い（休みは取りにくい等）状況であり、ワークライフバランスを考えた人生設計できるような町であって欲しい

と常に思う。（男性／40歳代／秋田地域） 

 

●学校を卒業しても就職できない社会はおかしい。若者の就業支援（特に県内で）が県政の最大の課題である。（男

性／70 歳以上／平鹿地域） 

 

●就職がしやすいように企業を誘致し、若い人が地元に居住しやすい環境をつくってもらいたい。政策を急に変え

ないでもらいたい。私に子供３人いて、第３子の無利子の奨学金を当てにして長男と次男の奨学金を我慢して借

りないでいたら、突然方針変更され借りることが出来なかった。方針変更するときは、事前に対象者に説明し、

救済措置を示して対策して欲しかった。（男性／50歳代／秋田地域） 

 

●秋田県で出産するまでの検診費が無料になる制度はとても良いものだと思います。子育てしやすい県であって欲

しいと思います。（男性／20 歳代／仙北地域） 

 

●出産や子育てに力を入れて欲しい。出産できる病院が限られているので、増やしたらみんなのためにもなる気が

する。もっと街に活気が溢れていて若者が多い秋田になって欲しい。秋田は何にもないと言って都会に行ってし

まう人が多いので、秋田の良さをどんどん出して欲しい。（女性／20 歳代／北秋田地域） 

 

●秋田県に生まれ県内県外の大学に進学し、高度な知識を得ても、この県では就職できず、長男、長女も古里に戻っ

てくることができません。豊かな自然があり、生活しやすいのに、仕事がないのです。技術や知識を学んだのに

も拘わらず、地元に住むことができません。少子化の原点は、若者への仕事です。私たちの町内にはやはり、長

男、長女がいません。就職できなかったからです。企業産業の育成が一番です。私の息子も大学生ですが地元に

帰ってこれるかどうか不安です。仕事ができる、ある県にして下さい。（女性／60 歳代／由利地域） 

 

●老人や障害者に優しく、未来を背負う子供達に希望や夢の持てる秋田であって欲しい。保育園を増やして、親達

が安心して働けるような、病気の子供達もみてもらえるところがあればもっと良いのですが・・・。若者のため

には、働くところがもっと充実していれば、わざわざ都会に出て行かなくとも良いのですが。（女性／50 歳代／

秋田地域） 

 

●現在、働きながら２人の園児を育てていますが、子育てと仕事の両立は大変難しい。小さい子どもはよく病気に

かかり、職場ではたった５日間の看護休暇は欠勤扱いで、賞与や昇給に響きます。法律からもう一歩手厚い、県

の施策を望みます。高齢者福祉は介護予防や施設等も十分に感じますが、子ども、少子化への施策は今一歩では

ないでしょうか。小学校入学後の学童保育、託児所など緊急でもっとたくさんあって欲しいですし、お母さん方

のケアみたいなものもあるといい…。（いろいろな託児付きの講座や、クーポン券など）（女性／30 歳代／秋田地

域） 
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●秋田は住みやすい所です。私は東京の学校へ通いましたが、秋田のここちよさを実感して卒業と同時に戻ってき

ました。結婚して子供を授かり、秋田に転勤になって来た方々と子供を通じてたくさん知り合いました。みなさ

ん「最初は秋田にとまどいを感じたが、永住したいほどよい町だ」と言いながら他県へ転勤して行きました。子

供が成長し、就職に係わる年になりましたが、秋田が好きだから、秋田で働きたいと思っている子供達が多数い

ることに気づきました。でも、仕事はありません。県外に就職して、精神的に追いつめられて体をこわして戻っ

て来る子供達も多いと聞きます。私の子供は東京へ行きました。しかし、大学に魅力を感じることができずに中

退しました。私は秋田に戻ってこないのかと聞きましたが「秋田に帰って何があるの？」と言われました。秋田

にはたくさんの若者が必要だと思います。元気でたのもしい子供達が秋田に多く残ってくれたら、どんなに明る

い秋田になることでしょう。子供がヤートセにも参加していましたから、特にあの若者のエネルギーを生活の中

でも感じられたらと残念に思っています。何か若者達が秋田で活躍できる仕事をと願い、素人の頭であれこれ考

えたりしています。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●保育園の料金や子供が病院を受診した時にかかるお金など、子育てに関する支援に親の収入による差があるのは

おかしいと思う。収入が多いといったって共働きで子育てをしながら大変な思いをしている。かえって、奥さん

が家にいて楽をしている人たちの方が収入が少ないとはいえ、援助が厚いというのは納得できない。ただでさえ

税金もたくさんとられているのに…。でも、そういえば、同じ職場の人で、子供が生まれるから子育てにいいと

ころ…と思い秋田に転勤を希望して来たという人がいました。自然環境がいいんだということでした。実際来て、

子供が生まれて、どう感じているかはわかりませんが、環境以外にも子育てのし易い、子供のいる人が憧れるよ

うな秋田県になったらいいな、と思いました。よろしくお願いします。（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●私の家には小さい子どもがいるので、特に少子高齢化については気になっています。秋田は他県に比べて、子ど

もの医療費も有料だし、子育てにとって最適とは言えないと思います。また、地元企業では、産休を認めず、産

後も、産院から退院後すぐに出社している人も実際います。県はもっと、地元企業への指導などをできないもの

でしょうか。（男性／40歳代／秋田地域） 

 

●秋田は農林業と中心とした雇用が促進されるような施策をもっと重点的に取り組むべきである。都会ではできな

いものを特化して、官民一体の対策が大切と考える。（男性／60歳代／北秋田地域） 

 

●秋田は自然豊かで「ふるさと」としての環境は良いと思う。子育てや老後に住みやすいところになれば少子高齢

化にも何かしら発展があり、元気な秋田に自然に向かっていけると思う。医療や子育て支援を充実させて地域づ

くり、交流で秋田らしいみんなが暮らしやすい秋田になればいいなと願っております。（女性／20 歳代／由利地

域） 

 

●秋田は仕事が余りなく、パート、アルバイトの仕事しかない。派遣企業も多すぎる。秋田県では派遣企業を廃絶

して、県内企業は直接雇用を増やして欲しい。県で積極的に進めて欲しい。自分の子供が成人になったら県外に

就職させようと考えている。私も一緒に行こうと思う。（男性／40歳代／由利地域） 

 

●秋田県はとても住みやすい所だと思う。それには若い人達の働く場所、職業につけること、これが第一だと思う。

みんなが笑顔であって欲しい。毎日の生活が成り立ってこそ笑顔になれるのです。若い人達の頑張りがあってこ

そ、県民の幸福があるのだと思う。（女性／60 歳代／秋田地域） 
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●雇用や経済、生活、全般に渡って全国的に最下位の部分が大半を占めていることは大変残念に思います。仕事を

したいが仕事がない、あったとしても異常に低い賃金という現実では、生活の場を県外にという選択もやむを得

ないと思います。不況という事で結論づけず、企業側、雇用主側の意識改革が求められると思います。皆が将来

に夢と希望を持って秋田に定住できる様な経済的な良い環境が必要です。多岐に渡る質問から県が様々な取組を

していることは理解出来ましたが、県民全体にその活動が行き渡っているでしょうか？末端まで県の企画が届き、

効果が上がるようにに検討していただきたいと思います。机上の空論では意味がありませんから。県民が安心し

てより良い暮しが出来るように県政に携わる皆様の一層の努力を期待します。（女性／60 歳代／仙北地域） 

 

●地方に住んでいるとなかなか国、県の働きが見えにくいものです。ましてや、私達の住む地域にどのように影響

しているのかなんて分かりません。「こうして欲しい」という希望はたくさんありますが、実現を肌で感じるまで

には時間がかかるんだろうな！というのが本音です。１児の親になってみて感じるのは、若者の働き口と子供の

育てやすいバックアップが必要ではないのかと強く感じます。（男性／20 歳代／北秋田地域） 

 

●高校生の半分以上が進学するのに、卒業後秋田県内で働く場がないので、県外へ出てしまうのはもったいない。

少子高齢化は免れないのでは。高齢者より若者に職場を。（女性／40 歳代／平鹿地域） 

 

●少子化対策で一番必要なのは「雇用の安定」です。経済力がないため結婚できないことが原因に思います。また

秋田に残って働きたくても働く所がなく若者が県外へと出なければいけない。子育て支援も必要ですがその前に

働く場所だと思います。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●少子化対策と言っていますが、保育料助成は平成１８年４月以降負担が多くなりました。例えば、第３子以降全

額助成だったのに、平成１８年からは１／２とか。市や県で行なっていることは反対に若い親、これからの親と

しては不安なのです。「もう１人欲しい」＝「でも経済的に・・・」というのは皆さんの本音です。就学児前の子

をもう少し助けて下さい！（女性／40歳代／北秋田地域） 

 

●関東方面にずっと独身時代いて、独身の頃は楽しかったですが、結婚して子供を育てるには秋田がいいなと感じ

ていました。それは、秋田には自然の良さがあり、水、米、おいしい野菜、近所の人との野菜をもらったりと交

流があり、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らすことでいろんな昔の知恵の良さも学ぶことで、子供もお

年寄りに優しくなれる。身近に山、川、田んぼがあり、自然に触れることで子供が感受性豊かな子供になれると

思います。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●給料は他県に比べて安い。だが税金は増えていく一方。高校以外の新卒者の就職がなく、我が家は大変苦労した。

生活ができなく、働きづめ。体を壊したが医者代は高い。有給休暇は使わせない。これらを改善しないことに秋

田の今の若い人は子供を産まない。実際に子供が欲しいが生活できないため諦めている人が、私の回りではたく

さんいる。はっきりいって私の目には、何にも変化したものはない！！（ 女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●非正規社員でも、産休をもらえるような会社が増えますように。現状では、８カ月、９カ月当たりに契約終了に

なってしまいます。（私の勤めている会社だけかもしてませんが）それが怖くて、子供をつくれない人達がたくさ

んいるのが事実です。正規社員だけが、産休、育休をもらえる会社というのは、どうなのでしょうか。非正規社

員も、せめて産休がもらえる（安心して子供を産む事ができる）会社が増えることを願います。（女性／30 歳代

／雄勝地域） 

 

● 出産前までは仕事をしていたが産休中の給料が払えないというか余裕がないのでやめて欲しいと言われた。出産

一時金３８万に上がり、子ども手当なども増えたが妊娠した女性のいる本人だけでなく、産休中の女性がいる会

社に対する支援をして欲しい。会社の方もそういう理由でやめさせるのはよくないことだと十分わかっていると

思う。でもこの不景気で働かない人の分まで払うことが出来ないのだから企業に対する支援をして欲しい。（女

性／20 歳代／秋田地域）  
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●子供の育児等に男性も積極的に参加できるようにして欲しい。これが結果的に少子化対策になると思う。（男性／

30 歳代／秋田地域） 

 

●高齢者福祉より今力を入れることがあると思う。少子化問題、若者がこの秋田に職を持ち、暮らしていけるよう

にしていくには…今とても深刻なことだと思います。（女性／40歳代／仙北地域） 

 

● 雇用の促進と主幹産業の活性化を切に望みます。都市部だけでなく地方にも目を向けて下さい。安心してＡター

ンできる県政運営をお願いいたします。現在の秋田には絶望しかありません。どうか県民の願いを真摯に受け止

めて下さい。よろしくお願いいたします。（男性／20歳代／山本地域） 

 

 

Ｄ 保健・医療サービスの充実 

 

●高齢化も進んでいるのでライフラインを充実させたり、医療体制をしっかりとやって欲しいと思います。（男性／

20 歳代／秋田地域） 

 

●衣食住、贅沢はいらないので、人としての威厳が保てる程度の生活ができればいいと思う。健康であることが日々

の生活の基準なので、医療は事足りるだけの体制整備をしていただきたい。（男性／50 歳代／雄勝地域） 

 

● がん死亡率ＮＯ．１の対策をして欲しい。（男性／20歳代／仙北地域） 

 

●秋田市中心になりがちなところがあるので、県民ならどこの地域に住んでいても、同じようなサービスや医療な

どが充実していて欲しいです。（女性／30 歳代／北秋田地域） 

 

●自殺率ＮＯ．１県と言われないよう、自殺を未然に防止するような環境になってもらいたい。死を選ぶ前に、何

がそうさせるのか問題点や不満、不安を解消できるような組織、施設、また地域の協力体制をしっかりして、悲

しいニュースが少しでも減るとよい。(女性／20 歳代／由利地域) 

 

●医師不足を解消し、医療・福祉サービスの充実と生活習慣病や自殺死亡率を減少させるための取組を強化して欲

しい。「秋田に生まれ育って良かった」と心から思えるような、安心して暮らせる街づくりに力を入れて欲しい。

（女性／30 歳代／北秋田地域） 

 

●救急体制ですが、都市間であれば電話して５～１０分で到着するかもしれませんが、山間部では最低３０分はか

かります。もし、何かあった時を考えるとすごく不安です。（女性／50 歳代／由利地域） 

 

●県内どこでも（都市部であれ過疎地であれ）同じ医療サービスを受けられる体制にして欲しい。あまりにも差が

ありすぎる。（女性／40歳代／秋田地域） 

 

●産婦人科が全体的に減少しているので、出産できる病院を増やさないと、将来、大変になると思います。（女性／

40 歳代／秋田地域） 

 

●医療関係の充実に力を入れて欲しい。医師不足や解消や、かかりつけ医制度のＰＲを重点に。（女性／30 歳代／

仙北地域） 

 

●医療機関を充実させて欲しい。総合病院や救急（夜間）など…。（女性／20歳代／秋田地域） 
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● 医療は脳科学等先端を行っているものもある。そうした研究への助成と、一般へのフィードバックをして欲しい。

（男性／30 歳代／秋田地域） 

 

● がん検診（ドック）もっと安くして多くの人が受けやすいようにする。（男性／50 歳代／秋田地域） 

  

●６０代に入って一番気になる事は健康のことです。健康に関する記事をもっと新聞などで取り上げてもらいたい

です。ホームページには縁遠いですので。（女性／60歳代／秋田地域） 

 

● 夜間救急が少ない（病院）（女性／30歳代／仙北地域） 

 

● 身近な病院が新しくなり、整備が良くなっても、医師不足などで、他の病院に紹介されたりするのは今後の不安

の一つである。（女性／30歳代／北秋田地域） 

 

 

Ｅ 協働社会の構築 

 

●秋田県の子供達がすべて県内に働けるような環境づくりをして欲しい。青年達が集い、男・女共にボランティア

活動に夢中になれる何かをつくって欲しい。少しの田畑でもつくって働きながら結婚して、子供を育ててゆける

秋田県らしい地方の環境づくりを希望する。（男性／70 歳以上／鹿角地域） 

 

●仕事を通して社会に貢献したいので、高齢者でも就職できる環境にして欲しい。仕事、職場が欲しいです。若い

人も６０才を過ぎても（どちらも働ける）年金６５才まで全部（こないので）支給までの間だけでも、せめて７

０才までは働きたいですが、若い人がきまってしまい、６０才すぎると仕事なかなかありません。まだ働きたい

です。（女性／60 歳代／山本地域） 

 

●子供から高齢者まで、年代ごとの問題を提起するのではなく、人間として死ぬまで幸せにいられるよう助け合い

の精神をつくり上げてもらいたい。多様な価値観があっても他人に優しく、皆で秋田を盛り上げていけたらと思

う。（女性／50 歳代／山本地域） 

 

●高齢化は避けて通ることが出来ないなか、孤独死などがない地域にして欲しい。お年寄りがたくさんいたとして

も皆が集える場があって、生き生きした生活が出来るのであれば世の中も明るくなると思う。子育て支援にだけ

力を入れるは反対である。（女性／40歳代／仙北地域） 

 

●誰かが困っている時には、ためらわず、手を差し伸べられるような人達がたくさんいる所になって欲しいと思う。

電車や公共の場でのマナー違反のない地域になって欲しいです。（女性／20 歳代／由利地域） 

 

●自然環境を大切に、人間関係を大切にする、社会投資をしていただきたい。（男性／50 歳代／由利地域） 

 

●秋田は冬場の生活が苦しい。特に除雪や暖房費のかかり増しなどで、冬の到来がうとましく感じられる。高齢者

世帯の苦労や、自分がそういう立場になった時の住民同士の助け合いの必要性を強く感じる。雪対策及び、助け

合い協働の促進を第一重点施策にしてもらいたい。また、若い人達を指導出来る地域リーダーが欲しい。祭りで

も風習でも、子供、若者達と積極的に交流出来る事業、行事、イベント等を多く実施して欲しい。（女性／30 歳

代／仙北地域） 
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●核家族、少子化などにより全体的に人と人のふれあいが少なくなっていると思います。もっと異なった年令の人

達が交流できる機会があれば良いと思います。私の近所は幸いにしてお年寄りの方々が我が子に声をかけて下さ

り、子育てにはありがたい環境です。町内全体が一家族となるような、あたたかい地域になれば、各家庭が孤立

することはなくなると思います。（実際は仕事、仕事で忙しい生活ですが…）（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●地域住民との触れあいが昔に比べて少なくなった。もっとコミュニケーションがとれたらいいと思います。（女性

／40 歳代／仙北地域） 

 

●私が子供の頃は人と人との繋がりが強かったように思われた。しかし、現在は(しばらく前から)人との繋がりが

希薄になっている。私の地域でも、今は近所との会話も朝・夕の挨拶ぐらいでお茶飲みなどもなくなってしまっ

た。地域の様々な行事でも地域の連携が大切なことだと思う。 

秋田県が自殺率１位、また少子化でも上の方だが、これも人と人との希薄さが原因の一つでしょう。（男性／60

歳代／平鹿地域） 

 

●私たちが子供の時代、（高齢者が元気で暮らしていたころ、多くの子供が地域にいたころ）に再び戻すことができ

るよう「ふるさと秋田元気創造プラン」の成果達成に期待し、子供や高齢者のパワーがあふれる秋田に再生され

ることが私の夢、希望です。なお、自分も微力ながら、協力できればと考えております。（男性／50 歳代／秋田

地域） 

 

●地域ボランティア等が盛んになっても、個人の生活に差し支える位の活動は控えて欲しい。（男性／40 歳代／秋

田地域） 

 

●若者が定住できる地域であって欲しいが、現状ではなかなか難しい。高齢化が進む中、地域に活気がとり戻せる

よう「地域資源」を活用し地域住民の参加で地域が元気になるように取り組めればと思います。（男性／50 歳代

／北秋田地域） 

 

●都会のようなドライな地域社会になって欲しい。“コミュニティ”といえば聞こえはいいが、田舎特有の村社会。

人間関係で心をすり減らす家族や親類を見てきました。（男性／30歳代／北秋田地域） 

 

● 地域の人々がまず歩くこと（車の使用は最小限に）、そしてコミュニケーションを持つことにより、少しずつで

もおせっかいと思われるのを躊躇せず、互いに助け合い、認め合っていける社会。（開かれた家庭環境）そして

感情の共有があれば、情報もより共有され、生きやすい社会になるのではないかと思う。（女性／40 歳代／秋田

地域） 

 

 

Ｆ 教育環境の整備 

 

●子供たちがいじめもなく、学校や地域等でも伸び伸びと過ごしやすい環境であって欲しいです。（女性／20 歳代

／鹿角地域） 

 

●全国学力テストで大騒ぎしたここ数年、県は何を考えているか分かりませんでした。熱心な先生、正直な子供た

ちが、国語と算数の成績だけで序列化されてしまうなんて。朝早くから夜遅くまで、勤務時間以上に働き、我が

子のために頑張ってくれていますが、担任の先生の健康状態が心配でなりません。人を雇い、予算をつけて未来

の子供たちを指導してくれている教職員の働きやすい環境を是非つくって下さい。そうすれば子供たちの夢、秋

田の将来の青写真がもっと幸福に満ちていると思います。（男性／40 歳代／秋田地域） 
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● 私は、いろいろな視点から見て秋田は、真剣に取り組む姿は一番になって欲しいと思います。子供たちにはなる

べく低学年の頃より、環境とか福祉に関する勉強の時間を取って欲しいと思います。（文化も）１カ月に１時間

でも秋田を考える時間とかにして、秋田ではいじめ、自殺をなくして日本で一番細かい所まで手の届く県になっ

て欲しいということが夢です。（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

●人づくりについて、どこの会社でも現在常識がない。まず、学校の先生を指導してもらいたい。子供は先生の言

葉を聞く。（男性／60 歳代／由利地域） 

 

●全国共通テストでトップクラスはいいが、人間の心をきちんと教え育てるべきだ。そうした教育を行政は積極的

に進める必要を強く感じている。また、子育てが出来ずに子供を虐待する親もあり、若い親達に「親の教育」を

すべきである。（男性／70歳以上／秋田地域） 

 

●秋田県民の性格が愚直で口下手でおとなしいと言われていますが、中には世界的にも有名な人物が生まれていま

す。（例 白瀬矗、石川理紀之助）人の性質は生まれた時には差はないけれど、学によって大きく隔たってくると

「論語」で言われています。人間の賢さ愚かさは教育に左右される。秋田県の子供の学力はここ数年、日本でもトッ

プクラスですが、高校・大学と上に行くほど、また社会人になるにつれて秋田県を離れて生活する人が多くなる

ようです。（男性／60 歳代／平鹿地域） 

 

 

Ｈ 環境保全活動への取組 

 

●あき缶のポイ捨て、不法投棄のない環境。（男性／50 歳代／雄勝地域） 

 

●八郎湖の近くに住む住人、水質の汚染でアオコ発生が夏季で毎年問題となり、流域の環境が変ったことが原因と

思われるが、農業排水や生活排水と思われる。河川の植物により、浄化と富栄養物となる排水を流さない。又汚

泥等も流失しない農家の工具が必要では・・・（八郎湖の魚介類を昔のように食べたい夢）（男性／70 歳以上／秋

田地域） 

 

●鳥海山の里山に住む者です。都市にはない自然豊かな地域ですが、こんな田舎にも心ない「ポｲ捨て」が多くなり、

秋田の良い自然豊かな所が、心ない人達によって壊されていってるようで残念です。小さいうちから学習の一つ

として、秋田の自然を守る大切さを、県も大人も学べる機会を増やして欲しいと思います。（女性／60 歳代／由

利地域） 

 

●秋田は自然が豊富なので、環境を悪化させないためにも、国内はもちろん世界にも通用する自然エネルギー開発

や利用の先駆けとなっていって欲しい。（男性／20歳代／雄勝地域） 

 

●河川敷、森林等散歩していますと、ゴミ等の散乱が目に付きます。住民の環境への意識を教育してよりよい環境

をつくるよう心がけていきたい。（男性／60 歳代／仙北地域） 

 

●河川、山林等への不法投棄は絶対になくして欲しいです。自然を守っていきたいから。（男性／50 歳代／秋田地

域） 

 

● ある国で衣料品のリサイクル BOX を設置しているのをテレビで見たことがあります。電池を電機店で回収してい

るのを聞いたことがあります。ゴミ収集日のように決められているのも良いのですが、気軽に収集 BOX 等にポン

と入れられるような場所（設置）が、あっても良いと思うのですが如何でしょうか？（女性／60 歳代／秋田地

域） 
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Ｉ 自然環境の保全 

 

●自然豊かな点は今後もそのままであって欲しい。そして、もっと田舎の文化を体験できるようになって欲しい。

今回、質問に回答してみて、秋田県のことを余りよく知らないし、考える事もなかったと感じた。（女性／20 歳

代／雄勝地域） 

 

●豊かな自然があることを嬉しく思う。保護をよろしく！（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

●自然環境の豊かなところが継承され、食物も安全でおいしく、「豊かな自然・豊かな秋田」が首都圏にも売り込め

る秋田であって欲しい。(女性／40 歳代／山本地域) 

 

●東京から秋田へ来て３０年になります。私の住んでいる所は、夏に蛍（ほたる）がいます。この素晴らしい環境

を守っていって欲しいです。（女性／50歳代／雄勝地域） 

 

●自然を大切にしている秋田県に。美しい秋田県に。やさしい秋田県に。（男性／70 歳以上／北秋田地域） 

 

●自然豊かな秋田であって欲しい。現在市内に住んでいるが、車の多さに驚く。環境のこと、子供のことを考える

と、農村部に住みたいが現在は難しい。生きもの、自然を大切にする県、そんな日本一の県があっても良いので

はないのかな。そこから文化が生まれるのではないだろうか。その特性を大いに生かして欲しい。（男性／30 歳

代／秋田地域） 

 

 

Ｊ 交通基盤の整備 

 

●マイカーに依存せず、公共の乗りものの利便性を進めて欲しい。バスではなく路面電車の復活など、県民の足の

確保。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●高速道路を全面開通して欲しい。なぜ二ツ井、仁賀保、雄勝で止っているのか。県外客を呼び込むためにも、早

く実現を。（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

●近くに大きい病院が建てられましたが、交通機関が不便でとても困っています。車のある人や運転出来る人はい

いのですが、バスも乗り合いタクシーも通らない部落の老人の方々は大変です。「新しい病院出来てよかった

なぁ」と話せる日が１日も早く来るように願っています。（女性／40 歳代／北秋田地域） 

 

●高齢のため車を運転出来なくなった時のために、買い物、病院等に行く交通手段として乗り合いタクシーや、小

型のバス等を利用し易くしてもらいたい。高齢者や障害者が気安く集まれるような場所を身近かに欲しい。（女性

／60 歳代／由利地域） 

 

●私の住んでいるところは、農山漁村部で高齢者の多いとこです。もちろん子供や若い人はいません。生活するの

にとても不便で交通手段がないと買い物にも行けないし、来年からは近くのバス停までバスも来ない状態です。

新聞で近くの病院がなくなると交通費がかかって市街地の病院まで行けないという記事を見ました。不便なとこ

で生活している者としては他人事じゃないし、市街地で生活できる人に比べたら貧乏くじでも引いちゃったと思

うくらい大変です。私は高齢者になるまではまだ先なので一生不便なとこでの生活は正直嫌です。ただ観光ばか

りに力が入って、住民のことは考えてないようにも思えます。今さら田舎が発展するとは思わないけどもう少し

不便なところで生活している人のことも考えて欲しいです。（女性／30 歳代／秋田地域） 
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●秋田は主要都市との交通機関が足りないです。もっと増やすことで、県外との交流も活発になり、地域活性化へ

のきっかけになればと思います。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

● 県北部にもやっと道路整備や河川の整備が行なわれ、景観の良い循環になって来ましたので、引続き整備をお願

いします。（男性／70 歳以上／鹿角地域） 

 

 

Ｍ 文化活動の環境整備 

 

●他県に比べてアリーナ（建物）や駐車場がないためライブ、イベントなど開催がない。（女性／30 歳代／仙北地

域） 

 

●秋田には文化・芸術関連施設が多すぎる気がします。このような施設が有効に活用されるには一定標準以上の所

得や地位等になって、はじめて必要になるのではないでしょうか？秋田県民の大半は、目先の生活に追われ、文

化的な教育よりも日々日常の暮しやすさを求めているように感じます。今後ハコモノ等にかかる費用を高齢者、

子供のコストに振り分け、秋田が高齢者や子供にやさしい、先進県であって欲しいと思います。（男性／40 歳代

／秋田地域） 

 

●老人が健康のため体を動かすためには施設が少ない。例えば私たちの地域ではゲートボールなど雨が降ったりし

た場合は遊ぶことが出来ない。主人がゲートボールの事務局をしていますが、雨のため中止になったり、又、来

賓を迎えたりして行なった場合は大変苦労しています。是非古くなった校舎とかを利用して屋根のある遊び場を

確保して欲しい。（女性／60 歳代／由利地域） 

 

● 秋田は文化施設等が貧弱過ぎます。何でも雑居ビル的にしてしまう傾向があるし、駐車場も不便です。確保でき

ないのであれば交通網を整備すべきです。少子化と言ったら、保育所等施設なども不足です。昔から殿様商売と

言われる気質も残っていますし、役所等の方々の態度も偉そうで相談はし辛いです。もっと下から目線で回りと

付き合わないと、何でも実現は不可です。机上の云々になりますよね。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｎ 福祉サービスの充実 

 

●老人ホームの料金が高くて、老人を入れたくても入所させられず、仕事を辞めなければいけない人もいるが、仕

事を辞めると生活が出来ない。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●高齢者が増加している現在、老老介護が大部分だと思います。その人達が利用出来る施設などがあってもいいの

では！（女性／40 歳代／由利地域） 

 

●ますます高齢化していく中で、地域に入居施設が不足して、特に、“要”介護度の高い老人を受け入れてくれる施

設が、他県に比較して極めて少ない。（順番待ち、病院からのたらい廻し。度合いに応じて次なる施設を探すのに、

苦慮しているのが実情と聞く。）他県と比較しても、入居費用等が高額で、年金暮らしの老人には生活に支障を来

たしていると思う。（男性／60 歳代／北秋田地域） 

 

●少子高齢化が他県より早く進む中で、他県よりも子育てや老人、高齢者が生活しやすい環境を造り出すことが大

切と思う。環境と福祉立県を目指すこと。（男性／50歳代／秋田地域） 

 

● 今まで頑張ってきた老人が、何とか安心して生きていける県政にしてもらいたい。低所得の入居する事の出来る

老人ホームを増やして下さい。（性別不明／70 歳以上／由利地域） 
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Ｏ 安全・安心な生活環境の整備 

 

●人口減少傾向へ歯止めをかけること、まもなく県人口は１００万人切ることになる。安全・安心な生活を守るセー

フティネットの充実、重点的な取組が必要である。このプランを生かして頑張って下さい。（男性／60 歳代／北

秋田地域） 

●子供たちが安心して子供だけでも遊べるまちづくりに期待してます。（男性／30 歳代／由利地域） 

 

●子供達が安全に学校に登下校出来る様、道路の街灯の整備を進めて頂きたい。（女性／40歳代／秋田地域） 

 

●宮崎県で豚インフルエンザが見つかったのをテレビで見れば、秋田県でも発生したとすれば、豚肉をスーパーか

ら買って食べづらくなりますので、品質管理の徹底、鶏も同じく鶏肉にしてスーパーに売るので管理の徹底、そ

れを期待したい。後は、もう少し秋田県全体が元気と勇気と感動を与える環境づくりを期待しています。秋田県

民意識調査をこれからも続けて欲しいですね。（男性／40 歳代／北秋田地域） 

 

●交通安全に関してのルールやマナーを強化して欲しい。これから生まれてくる子供、育っていく子供が人間らし

い人間（人情味のある人間）に育って欲しい。（男性／20 歳代／北秋田地域） 

 

●県内には有名なものが多くあり、食品の偽装問題などをなくし、今あるものを親切丁寧に発信していけばいいの

ではないかと思います。（男性／40 歳代／仙北地域） 

 

● 道路交通標識が分かりにくい場所が多いし、農村に行くと、道路を平然と横断したり、自転車を我が物顔で乗っ

ている御老人がいるが「シルバー標識」でも設け、運転者に注意を促す取組をして欲しい。（男性／50 歳代／仙

北地域） 

 

 

Ｐ 文化と景観の保全 

 

●四季を感じられる美しいまちに。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●「秋田らしさ」をなくさないような地域の発展をして欲しい。「豊かな自然」田舎が秋田の良いところ、自然を大

切にして行きたい。「おいしい食べ物」いっぱいありますが、子供達の時代へ引き継いでもらいたい（レシピなど）。

「言葉」温かい秋田弁が無くなったら悲しすぎます。方言で話さない子供達が増えているので、学校の授業などで

取り上げる機会があってもいいのでは？（女性／40歳代／仙北地域） 

 

●八峰町は、夕日がとても素晴らしいところです。山と海、住む人々、すべて最高だと思います。この素晴らしい

町が、いつまでも輝いて欲しいと願っております。そして、子供たちの笑顔がいっぱいの安全な町であって欲し

いと願っております。（女性／50 歳代／山本地域） 

 

●地元がいつ帰って来ても地元と思えるように、景観や雰囲気を維持してもらいたい。（男性／20 歳代／雄勝地域） 

 

●生活が豊かになるのはとてもいいことですが、秋田の自然や伝統文化や、遺産はずっと残して欲しいと思います。

（男性／20 歳代／仙北地域） 

 

● 健康及び行楽などを兼ねた色取り取りの桜や新緑、紅葉（もみじ）の雄大な森、山づくり（観光をかねて）を重

点的に早急に整備することが、長期的に見てすべての面（観光）からプラスになるのではないか。（女性／70 歳

以上／秋田地域） 

 



－200－ 

Ｑ 生活圏の機能維持 

 

●情報環境の整備をして欲しい（例えば、県内どこに住んでいてもインターネットの「光サービス」が受けられる

ようにして欲しい）。（男性／20 歳代／仙北地域） 

 

●街のあちこちで商店のシャッター又は店がなくなって行くのが日々、増えているのを見るととても淋しいかぎり

です。（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

●携帯も通じない。バスも通らない。冬の道路は雪が多くて、除雪も１日１回しか来ない、不便で大変です。たま

に午後に来る時もありますが、殆ど来ない。村から市になってから、不便なことばかりです。村が不便なため、

毎年町や市に引っ越していく。１０年も経たないうちに全部いなくなっていくんじゃないでしょうか。考えても

らいたいと思います。嫁さんが来てくれないですね。（女性／50歳代／雄勝地域） 

 

●今、街では商店がシャッターを閉め、活気がなくなって来ています。大型店の進出等による売上の低下が原因と

思われますが、昔の良き時代として親しみのある店がなくなっているのは残念です。活性化を進めることに当たっ

て、まず小さな地域の活力を生むような施策、支援をお願いします。（男性／50歳代／秋田地域） 

 

 

Ｒ その他 

 

●個人の努力だけでは、改善していけない。とにかく、一番悪いと言われる秋田の課題に県や県民が一丸となって

取組めるような政策と環境づくりに全力で立向かっていただきたいと考えます。（男性／60歳代／由利地域） 

 

●秋田に住む私たちが、皆んなが幸福であるような県であって欲しい。質問とは違いますが、生活していく中で今

後が不安でなりません。（やはり金銭面ですね。）（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●仕事が忙しいため、地域にあまり貢献できておらず、これを機に積極的にできることから始めていきたいと思う。

さまざまないい所を多数持っている県なのに、アピール力が本当に足りていないような気がする。若い人達の力

で、時代にあったアピール方法で、うまく県外、海外の方に伝われば、ビジネスとしても、良い方向へ向いてい

くのでは？若者が「ぜひ秋田のために」と思える県でないと、将来にはつながらないと思う。若者で起業したい

等の協力は、是非していって頂きたい。（女性／30歳代／平鹿地域） 

 

●秋田県は遅れている。何にしてもワースト１である。早くワースト１を返上すべきである。（男性／50 歳代／仙

北地域） 

 

●秋田県を全体的に見ていろいろな面で地域格差を少なくして欲しい。客観的に見て、その地域のいいところをピッ

クアップして、現在あるものにスポットを当て伸ばして欲しい。秋田では、普通のことでも他から見るとすごい

というものをリストアップしてみる。各家庭での衣・食・住の教育に力を入れる。（マナーなども含め）大人も現

在の生活を見直す意識をすることで随分変わると思います。人も物も大切にする心、秋田を思う気持ち、私は秋

田が大好きです。（女性／50 歳代／山本地域） 

 

●Ｂ－１グランプリ優勝など、他にもある秋田のいいところ、素晴らしいところなどアピールして欲しい。スポー

ツの面で秋田に頑張って欲しい。（小・中・高での部活・クラブ活動の充実、団体等活躍がもっと見たい）（男性

／30 歳代／平鹿地域） 
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●秋田は中途半端な取組ばかりが目につく。もっと人々を引きつける活動をしていくべき。そのためにも市民や県

民の声を多く聞き入れて欲しい。私たちからすると、県や市がやっていることは、住民の声を聞かず、自分たち

だけで決めて、失敗しているイメージ。だからつまんなくて面白くない県だから出ていく人もいると思う。しか

も考えが昭和初期的過ぎて古い。新しいことにも目を向けない、耳をかさないお役所さんたちが多いんじゃない

かと思う。本気で変えたいならもっと行動して。情報流せ。新しいことに取り組んで雇用ふやして活性化させて。 

（女性／20 歳代／秋田地域） 

 

●秋田県内どこでもラジオ聞けるようにして下さい。秋田市内等ではＮＨＫ、秋田放送等入りますが奥羽山脈に近

いところ等は、電波が届かずラジオ聞けません。街でも田舎でも同じように。（男性／60 歳代／雄勝地域） 

 

●私を含め県外出身者の方で、「ずっと秋田に住みたい」という意見を聞きません。秋田県外の人の考えや意見を取

り入れて欲しい。ニュースで見る県政の決め事は少しも魅力的ではなく、いつまでも変わり映えしないと思って

います。保守的な県民性は分かりますが、１０年後の秋田に希望や夢を見られません。「住みたいな、働きたいな」

と他県の人に思ってもらえる秋田になるために、市民が何を求めているかを考えて欲しいです。（女性／40 歳代

／秋田地域） 

 

●現在秋田県では、様々なプランを打ち出していることは広報紙等で知っています。しかし、秋田県民の中で、ど

の位の人数がそれを知って協力しようとしているでしょうか。私の周囲では、そのようなプランに興味を持って

いるような人は見られません。普段の生活に様々な不満や要望を持っていますが「私達自身で努力し、改善して

いく事」も必要なはずですが、殆どの人は「誰かが何とかしてくれ」という、甘えを持っているようです。（と、

感じてます）公共の施設など充分整っていると思いますし、これ以上、特に新しい施設も必要ないと思われます。

ただ、医師不足による医療機関の縮小や、バスの便数、路線の廃止はとても不安なので、何とか維持して欲しい

と思います。多くの県民が都市部と同じようになる事を望んで「あれも、これも欲しい」と口にしますが、日本

中どこに行っても同じではおかしい。もう少し、私たち県民全体が現実を考え、今この現状をしっかり受けとめ

なくてはいけないはずです。本当に必要なのは「個人のわがまま」を満たすものではないはずです。（女性／40

歳代／秋田地域） 

 

●秋田には、全国に誇れるものが沢山あって県外から、海外からも、いろんな人が訪れて…（夢）。でも、こどもの

学力テスト、平均身長などすごいと思う。素晴らしい観光地がいっぱいある。→紹介のしかた工夫必要。（素晴ら

しい人もたくさんいる）（男性／60 歳代／秋田地域） 

 

●人口減が進む秋田県に、都会の高齢者が移住するような、老人ホームであれ、一戸建て住宅であれ、一線を退い

た方々の“日本の田舎”を目指してはどうでしょうか。じいちゃん、ばあちゃんが暮らす秋田が、その方々の子

孫のふるさとになって、やがて若者もまた秋田のゆったりさに魅せられて、住むことがあるかもしれない。東京

化するのは簡単だけど、山・川・空気の持つあたたかさと人情は、その土地独特のものだから、秋田県は“日本

のいなか”を目指すべきだと４０代から思い続けています。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●秋田が大好きです！大好きな秋田が、元気を取り戻せるように、協力、応援したいと思っています。ガンバレ！

秋田！！（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●「ふるさと秋田元気創造プラン」が名目に終わることなく、責任を持って取り組んで欲しい。そのためには県民

の「心」を十分に把握するとともに、しっかりとした基盤づくりをした上でこの計画を進めていって欲しい。果

たして１０年先の秋田の姿はどのような形であるのか期待されるが、今のままでは「形」としての「ふるさと秋

田元気創造プラン」に終わるのではないかと不安、不満を感じる。たくさんの時間とお金がかけられているこの

プランを１０年先に良かったと思える県民の姿が多くなればと切に願うばかりである。そして、県民の「心」は

冷やされて厳しい状況におかれていることも忘れずに取り組んで欲しい。（男性／30 歳代／平鹿地域） 
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●もっと秋田でくらしたいと人が集まる県になってほしい。子育て支援の充実、高齢者の住みやすい町づくり、福

祉の充実など願いは多くあるが、秋田県自体が裕福にならなければなにも出来ない、始まらない。町全体に活気

があれば自然と人も戻ってくるはず。（女性／40 歳代／由利地域） 

 

●秋田県の施策（政策）は、１０年前、２０年前、３０年前と区切って評価すれば、全体的に高度化して来ている

のは事実である。国際教養大学のレベルの高さは、短期間での成果としては、かなり高い評価をしている。小・

中・高校等の学力水準のレベルアップなども高い評価である。またもう少し頑張って欲しい政策は、疲弊してい

る全県の地域経済（特に消滅しつつある商店街など）が置き去られていることである。活力が無くなる原因は、

生活の基盤の脆弱さにある。秋田県は農業政策と観光政策が鍵であり、重要な政策ポイントかと思う。伝統芸能、

民俗文化財、史跡等世界遺産化を推進させ観光財源に結びつけ、秋田県の財政財源のアップ、税収のアップに経

営的感覚で、勇気を持って望むべきである。頑張って欲しい。（男性／60 歳代／鹿角地域） 

 

●全国のワースト項目からの脱却（自殺率、ガンによる死亡率、賃金体系等）秋田だからこそ誇れること（自然、

産業、産物）を全国にもっと強力に情報発信して、知名度を向上させる。観光資源、人間性をアピールして集客

やリピーターをもっと増やしたい。（男性／50 歳代／鹿角地域） 

 

●自分は自分らしく輝いていたい。このような言葉のように秋田には秋田らしく秋田らしさを。小さな都市であっ

ても、キラリ、ピリリとした地方都市であって欲しいと願ってます。行政としても多様なニーズに答えなければ

ならなく、大変と思いますが、県民を巻き込んで頑張って下さい。応援しております。（女性／60 歳代／仙北地

域） 

 

●秋田県は良いこと、悪いこと、全国一が極端である。良いことはもっと伸ばして欲しい。少子高齢化は止めれな

いと思うので、現実に合わせて、生活環境を変えて行く。県がどうのこうのと言う前に。「家族の絆」を深める事

が大事！！（女性／20 歳代／仙北地域） 

 

●県民だれもが「秋田のいいこと、いい所」を胸を張って外に言えるようになり、外向的になればいい。苦しい時

でも前向きに、そして、人に悩みを打ち明けれるような人間形成できる環境を創れば、自殺者も減らせるのでは

ないでしょうか？（男性／30 歳代／北秋田地域） 

 

●東北６県の中で最も閉塞感を感じる本県。やはり雇用の場と生産性を上げる政策を実施して欲しい。現状では希

望も夢もありません。こじつけやとってつけたような政策はもういいです。私が住んでいる市の平均収入は１７

０万円と言われています。この時代１７０万円でどう生活し、どう生きたら良いのですか？本当の意味で県民が

笑顔で暮らせる政策を願います。（女性／30 歳代／仙北地域） 

 

●どの県に行っても思うが、駅を降りて駅前に魅力があるかは重要だと思う。私は以前、埼玉に住んでいたことが

あるが大宮駅などは外に出た時から楽しそうな感じになり、また遊びに来たいと思える雰囲気になる。秋田も駅

前をもっと若い人達に楽しそうだと思える環境にして欲しい。（男性／30 歳代／秋田地域） 

 

●せっかく素晴らしい自然に恵まれた環境に囲まれているのに、観光客を呼び込む宣伝方法があまり上手ではない

のではないかなと感じます。また、県内外の交通の便が悪いこともその要因の一つと思います。地方を盛り上げ、

活性化させていく政策を期待します。（女性／20 歳代／平鹿地域） 

 

●一人ひとりが自分の考え・意見を持ち、表現できる県民に変化していくような教育・訓練を、目に見えるよう形

で、これでもか、これでもかと２、３年啓蒙運動を行って欲しい。（男性／60歳代／北秋田地域） 

 

●秋田に生まれ、秋田に住んでいるということを、誰にでも誇れるようになるように、秋田特有の文化や産業・人

材がもっともっと全国、世界に広まっていって欲しいです。（女性／30 歳代／秋田地域） 
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●秋田県人は他力本願（行政頼み）の気質が根強いと思います。県民が動かないから、行政がやらざるを得ないの

か、行政がやるから県民が頼るのか・・・。県民の力を引出し、県民のエンパワメントを高める支援はないもの

でしょうか。アイデアもお金も行政に依存する時代ではないことを県民に教示していく勇気が行政に必要かと思

います。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●県政が中央に集まり過ぎていて、情報が伝わりにくいので、もっと身近に感じられるようにしてもらいたい。（男

性／30 歳代／雄勝地域） 

 

●身近な地域や秋田がこうあって欲しいと願い、希望、夢を持てる、実現できる希望のあるスピーディな行政であっ

て欲しい。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●独自の個性がある秋田、地域であって欲しい。他の県、都市、観光地、商店街、どこも同じでは面白みがない。

ゆったり、のんびりした秋田で良いと思う。（男性／40 歳代／平鹿地域） 

 

●県民が胸張って「秋田県は素晴らしい」と言える県づくりをして欲しい。（男性／20 歳代／鹿角地域） 

 

●希望にあふれ、老若男女が明るく、元気でいられる秋田であって欲しい。行政の活動は頑張っているとは思うが、

かなりの温度差があり行政側の自己満足に終っている気がする。周知活動を徹底された方が良いのでは？（男性

／40 歳代／北秋田地域） 

 

●年代性別に関係なく、生き生きとできるような町であって欲しい。仕事やレジャーが楽しいと思えるような楽し

みにできるような暮らしが夢。秋田のみならず、東北全体を意識して、活性化されたらいいなと思います。派手

である必要はないけど、地域毎の特色を見つけて、広く他県にアピールできればいいなぁと。干物で町おこしし

たＴＶ番組を見たばかりなのですが、町にあるものでも気にしてなかったものの中にもいいものがあるのかもし

れないと思います。秋田が人の集う町になりますように。（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●結婚を機に秋田へ帰り転勤もありましたが、今では家も建て子育てをしています。毎日暮らす中、いろいろな人

とお話をする機会もある中、やはり暮らしやすい県ではありますが所得の低さ、交通の不便さ、雇用の低さを考

えると人口が減っていくのが残念です。「あたたかい地域」だけでは人は生きていけず、ある程度の余裕が地域へ

の取組、子供の成長へのプラスができると思います。秋田は住みやすい故郷ですが希望をもって生活できる地域

にますます変わっていって欲しいです。（女性／30歳代／秋田地域） 

 

●「ふるさと秋田元気創造プラン」の内容は理解できました。しかし、行政の取組と、県民の意識には、大きなズ

レがあると感じます。プランの完成度は高くても、実現には大きな課題があると思います。両者の意識のズレを

解決するのが実現へ向けての第一歩ではないかと考えます。別冊のＰ３に、プラン実現には、県民をはじめ、多

様な主体との連携・協働が不可欠という主旨の文がありました。そのためには、まず県民からの共感・信頼を得

ることが必要だと思います。また、必ずこのプランを実現させるという熱意が、県民に伝わることも大切だと思

います。県政を担う職員１人ひとりが、そういう意識をもって、日々の業務に当たっていれば、熱意は伝わるは

ずですが…。（女性／30歳代／秋田地域） 

 

● “都会化”“利便化”がもてはやされておりますが、ぜひ田舎のよさや郷土の魅力を見失うことなく、「化ける」

よりも「化粧をしてやる」ような意識で秋田のよさを伸ばし広めていって欲しいものだと願っております。様々

な催しや取組を通し四季の移ろいや各地域の文化にふれる機会が増え、秋田は元気になっていると感じます。こ

れからもどうぞよろしくお願い致します。（女性／20歳代／秋田地域） 
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