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第４章 県政への自由意見 
 

【集計の方法】 

「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 商工業、貿易、観光の振興 134 

Ｂ 農林水産業の振興 41 

Ｃ 少子化対策 248 

Ｄ 保健・医療サービス 42 

Ｅ 地域社会（協働社会）づくり 38 

Ｆ 教育環境の整備 22 

Ｇ 国際社会に向けた取組 2 

Ｈ 環境保全活動の取組 19 

Ｉ 自然環境の保全 30 

Ｊ 交通基盤の整備 45 

Ｋ 災害の防止等の生活基盤の整備 18 

Ｌ 男女共同参画の推進 4 

Ｍ 文化活動の環境整備 14 

Ｎ 福祉サービスの充実 29 

Ｏ 犯罪や事故のない生活基盤の整備 17 

Ｐ 文化と景観の保全 14 

Ｑ 買い物や交通等の生活圏の機能維持 38 

Ｒ 県のＰＲ活動やイメージアップ戦略 32 

Ｓ その他 364 

 合     計 1,151 
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２ 自由意見  ※１,１５１件のうち一部抜粋 

 

 

Ａ 商工業、貿易、観光の振興 

 

●若い人たちが県外に流出しないように、産業や工場などを誘致し、安定した賃金で働ける秋田になって欲しい。

（女性／70 歳以上／雄勝地域） 

 

●就職先がないため、子供たちは県外に出て行く。企業誘致は早急に必要だと思う。（男性／60 歳代／山本地域） 

 

●秋田県への工場の進出を希望し、若者の定着と所得の向上をお願いします。（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

●自然が豊かで魅力ある秋田。その自然エネルギー（地熱・風・水・雪・太陽など）を利用した企業の取組への支

援と、家庭でも手軽に利用できる制度があればいい。公園、公共の場の至るところに“エコ”があり、自然エネ

ルギー秋田として、先駆けとなって欲しい。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●秋田県に企業が定着しないのは、地理的要因・不況以外にも理由があるのではないか？大震災の復興は青森・岩

手・宮城・福島がメイン。その間、秋田と山形はとり残されるだろう。復興が完了した段階で大きな格差ができ

ていると思う。（すべてにおいて）この機会に企業が参入・活動しやすくするため、今まで以上の大胆な優遇措置

をとるべきではないだろうか。（男性／50 歳代／平鹿地域） 

 

●年配の人（40 代以上）の雇用が全くと言っていいほどない。これでは生活ができません。当然自殺者がふえて当

り前です。若年の雇用も必要ですが、もう少し、年配の方への仕事もふやすような努力をして欲しい。（男性／40

歳代／秋田地域） 

 

●３月１１日の地震でつくづく感じたことは、この東北でも太平洋側に工業地帯等があり、この秋田には如何に少

ないかということです。宮城、岩手の工場が無くなり、どれだけ不便な思いをしたか。秋田だけでは何も成せな

いということですよね。もっと工場を誘致し、若者や中・高年がたくさん働くことのできる秋田になれば人口減

少も少子高齢化も自殺もかなりなくなるのではないでしょうか。働き場の無い秋田に生まれた子供たちがかわい

そうです。（女性／40 歳代／由利地域） 

 

●県や地域において、永続的に安定した職場が確保されること。県外への就職が減少し、県内人口がふえると思う。

良質な多くの会社が誕生することを願っています。（女性／60 歳代／雄勝地域） 

 

●観光地としての魅力が少ない。自然を活かした観光地づくりをして欲しい。（女性／50 歳代／北秋田地域） 

 

●県内産業の技能、技術をもっと大手企業等に売り込んで欲しい。また、若者の県内定住のために魅力ある、町、

産業、企業、観光、レジャー等を目指し、すべてにおいて見直す必要があると思う。発想の転換が必要で、若者

が何を求めているのか、目線を下げて考えるべきで、役人の固定観念はいらない。さらに観光地のＰＲ不足と、

接客の悪さはどうにかならないだろうか。（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●若い人に仕事があり、暮らせる秋田になって欲しい。特に、工業が太平洋側だけでなく、日本海側の地域にも分

散していれば、今回の地震のようなときも、被害が少なくて済むと思うし、これから中国との貿易が多くなれば、

秋田には地の利もあるので、コンテナヤードのような場所を整備し、流通の拠点になって欲しい。また、海外か

らの観光客の誘致（新緑～夏祭り～紅葉狩り～雪まつり、スキー、ボード）等々、温泉めぐりや資源はたくさん

あるので、ぜひ頑張って下さい。自分も関東に１５年程単身赴任したので、秋田の良さを感じます。（男性／60

歳代／雄勝地域） 
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●昨今、自然エネルギーについて、知事から積極的に推進する旨の発表がありました。これとて単に大企業が請け

負い設置するだけでなく、最終的にはこうした立地に適している環境県であることを武器として産業を誘致する

といった将来に結びつくような取組であって欲しいものです。そのことによって関連する企業も進出して来るの

ではないでしょうか。脱原発の声が上がっている現在、今こそがチャンスなのではないでしょうか？そして秋田

が少しでも元気になることを期待して、応援していきたいと思います。（男性／50 歳代／由利地域） 

 

●素敵な商品や、きれいな観光地など、自慢できることがたくさんあるのに、その宣伝の方法が不十分に感じる。

他の都道府県と比較すると、負けてしまう気がするし、知名度も低い。もっとＰＲの方法を工夫して、秋田をア

ピールして欲しい！！！今ある商品や観光地が活かされていないと思います。（女性／20 歳代／北秋田地域） 

 

●都会に出て行った人たちが、Ｕターンして来たくなるような秋田になること。雇用の状況の改善が急務だと思い

ます。あとは、地域の商店街をもっと地域の人が盛り上げて、他県から観光客が来てくれるような魅力的な商店

街になること。（女性／20 歳代／雄勝地域） 

 

●新しいエネルギー政策と地元の産業・雇用とを融合した長期展望を県政の柱としていただきたいと願う。（男性／

60 歳代／秋田地域） 

 

●若手の育成という観点から、起業する人への支援などを充実すれば人の定着につながると思います。若い人たち

が秋田県に住みながら、自身の夢へチャレンジできるような、魅力のある県にして下さい。（男性／40 歳代／秋

田地域） 

 

●環境や福祉の充実も大事であるが、将来、県民所得を全国平均位にまで引上げて、県民が経済的にも恵まれた生

活ができるように、官民共同で６次産業の育成を図り、県特有の産業基盤を確立する。長期的展望に立って推進

するためのプロジェクトや教育に専門課程を設置して、人材の育成や、研究開発のための予算を段階的にふやし

ていく。十数年後には、安定した税収を確保するためにも、産業構造を変えていくことが重要だと思う。（男性／

60 歳代／平鹿地域） 

 

 

Ｂ 農林水産業の振興 

 

●農産物の加工にもっと取り組んで、ブランド化を目指して欲しい。付加価値が売人の勝手になっていて、頭にく

る。庄内柿を見習って下さい。品質第一、価格は第二、それが基本でしょう。減反なんてもってのほかです。売

れないのではなく、売れる加工品をつくれないだけでしょう。県の指導が足りないと思います。（男性／60 歳代

／秋田地域） 

 

●農林水産業がもっともっと盛んになってくれればいい。秋田はすごくいいものを持っているはずなんですが、そ

れを活かしきれていないような気がします。農業においては、国の政策等に振り回されて、散々な思いをされて

きた方々がたくさんいらっしゃると思いますが、我々世代で盛り返して魅力ある産業にしていけたらと思います。

補助金に頼ることなく動いていければいいと思うのですが…。（男性／20 歳代／仙北地域） 

 

●秋田県の主産業である農業がもっと元気になって、農業に携わる人々の雇用増、所得増につながるような施策を

望みます。県の山林以外の大部分を占める農地を活用せずに、秋田の将来はないものと考えます。（男性／40 歳

代／秋田地域） 

 

●何かこれまでとは違う発想で、秋田県農業の再生・活性化を図って欲しいと願う。農業が若い人たちの雇用の場

となれば、農村部が活性化し、ひいては県全体が元気になってくると思います。とにかく秋田は農業が元気にな

らなければダメだと思います。（女性／50 歳代／秋田地域） 
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●農林水産品（県内・県外含）を利用した製品の開発の取組が見えてこない。特に、米、魚、野菜等は加工して販

売しないことには、つくれどつくれど収入増にはつながらない。県は各市町村に加工と販売のシステム構築のノ

ルマを課してでも早急に、そして継続して指導する体制が必要だと思う。現在でも独自に取組をしている市町村

と、してない市町村の差が出ていると思う。（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●農業をしていますが秋田の食・農・観をもっとアピールして、安心・安全な食をＰＲして欲しいです。（女性／60

歳代／由利地域） 

 

●秋田は第１次産業で活性化すべき県だと思う。農産物の加工で付加価値をつけるなどにより、純粋に素材で売れ

る農産物をつくることが先決であろう。私は秋田の米には不満である。山形の方がはるかに努力していておいし

い米をつくろうとしているように見える。現代のように炊飯器が進化した時代には素材で勝負するしかないと思

う。もう“あきたこまち”では勝負できないのではないか。時間がかかっても農業試験場にはもっと頑張って“秋

田の顔”になるような魅力的な米をつくって欲しい。おいしい米が食え、海の幸、山の幸が豊富で、自然な豊か

な秋田を、私たちが自慢できるようにこだわって頑張って欲しい。私は“あきたこまち”よりは“ひとめぼれ”

がおいしいと思うし、山形は最近新しいブランド米をつくって人気が出ているみたいだ。（男性／60 歳代／秋田

地域） 

 

●農家の収入向上、農業人口の増加。（男性／30 歳代／北秋田地域） 

 

●若い人が働ける場所、環境づくりをしてもらいたい。休耕田が多いので利用していただきたい。（女性／60 歳代

／由利地域） 

 

●東日本震災のとき、牛乳がない、ヨーグルトがない、肉類もない、ほとんどの加工品がなかった、どうしてかと

いうと全部県外に依存していることを知り驚きました。地産地消と言う割りに加工場がほとんどないことを知り

ました。先日のニュースで牛乳の加工場が無くなることを報じていました。地産地消は、米・魚だけではなく酪

農も大切ではないでしょうか。加工場があれば雇用の拡大にもなります。米・魚だけでは秋田県は衰退します。

ぜひ加工場をつくっていただきたいと思います。（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｃ 少子化対策 

 

●少子化対策と言って、産みやすい環境と言いつつ、実際は欲しくてもなかなか難しい気がする。産婦人科が減っ

ていたり、所得が少なかったり…。子ども手当ても現金は助かるが、マル福の対象年齢を上げたり、預けて働け

る環境を整えたりなど、今現在子育てしている人たちの意見をもっと聞いてもらって、産み育て生活しやすい秋

田になって欲しい。（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●私の職場は環境が整っているので、出産、子育てがしやすい状況にありますが、私の友人は、出産を機に退職す

る人もいました。少子化対策と言いながらも、女性が出産しても、また職場復帰したり、就職したりする環境が

まだまだ整っていなかったり、職場の理解や体制が不十分だと思います。子育てにはどうしても女性（母親）の

比重が大きいのを分かっているのであれば、女性の就職や再就職の環境を整えていただきたいです。都会に比べ

て、秋田は待機児童も少なく（逆に保育園等年々入園者が減少）、仕事復帰しても保育環境が整っているので、あ

とは女性の就職です。ここの支援ができれば子供を産んでみようとか、もう１人考えてみようとか、前向きにな

ると思います。これがいずれ少子化の改善へつながります。どうかよろしくお願いします。（女性／30 歳代／北

秋田地域） 

 

●出産、子育てしやすい環境づくりに力を入れて欲しい。経済的な支援はもちろんのこと、フォンテＡＫＩＴＡに

できた託児コーナーのような場所をもっと地域にふやして欲しい。母親が病院に行きたい時や、体調不良のとき、
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妊婦検診や、出産時の入院中、上の子の保育参観やＰＴＡ等々、１日数時間でいいので、予約無しでも必要なと

きは必ず預かってもらえる施設があれば、もっともっと安心して２…３人と子供がいても育てていける気持ちに

なれると思う。私は在宅で子育てしているので、自分が動けなくなったとき、子供を見てくれる人がいないこと

が一番困りました。仕事をして保育園を利用している方と違い、２人目出産時、３人目出産時も予定日が分かっ

た時点で保育園を予約して、入院中、その後の産後１カ月間、日中は保育園にお世話になりましたが、高額な入

院費の他に保育料もかかり本当に大変でした。せめて、入院中に保育園を利用した場合だけでも保育料の補助が

あったらいいと思います。また、一時預りの利用の仕方を知らない方が結構いるので、妊婦さんにはそのような

保育園や、託児サービスの情報も届けて欲しいです。１人の子育てで大変な思いしか残らないとたくさん子供が

欲しいとは思わないと思います。（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●子供を産んでも苦労しないように、県や市の支援をもっとふやして欲しい。子供の医療費無料化とか、経済的に

支援してもらえると、もっと子育てしやすい。若い人たちには金銭的に余裕がないまま、出産して、その後の生

活が苦しくて、離婚するケースが本当に多いので、子供のためにも、経済的支援は必要だと思う。（女性／30 歳

代／北秋田地域） 

 

●若い人の遊ぶところ、子供たちの遊ぶところ、老人の遊ぶところなど、様々な年代の人が遊べるところをふやし

て欲しい。まだ結婚はしていないけど、将来は子供を産む予定なので、子育てしやすい環境（保育施設の充実、

行事の増加、クーポン券、検診の無料化など）を整えて欲しい。そして秋田がもっと活性化しているといいな。

（女性／20 歳代／秋田地域） 

 

●もっと働く場所があり、若い人が秋田で働けるようにして欲しい。少子化に対して、子育て、出会いの支援も必

要だが、不妊治療をしている人、妊娠したくてもできない人もいるので、そちらの支援にも目を向けて欲しい。

（女性／20 歳代／山本地域） 

 

●若者の就職について。就職する地域として抵抗のない雰囲気づくり。過疎地域の空き家について。有効利用でき

る工夫はないものでしょうか…。そのような取組をしているＮＰＯなどはないでしょうか。（女性／20 歳代／仙

北地域） 

 

●県民の所得の低さが結婚に大きく影響していると思う。たとえ結婚したとしても、生計が立てられないと不幸だ

と思う。出会いの場を提供するのは？？？安定した収入があれば自分で見つけられるはず！（女性／30 歳代／秋

田地域） 

 

●脱少子化秋田を元気Ｃで掲げておるようですが、そのためにはやはり「出会い」と「結婚」の応援が欠かせない

と思われます。私の近くにも母親と息子といった世帯が多く見られるようになりました。この方々にも出会いの

場所を…といつも考えてはいるのですが、よろしくお願いします。（女性／70 歳以上／由利地域） 

 

●子育て世代に対しての支援をもっと充実させて欲しい。まだまだ子供がいる家庭にとって、不便な面が多いと思

う。共働きの世帯が多くなってきているのに、それに伴った環境整備がなされていない。金銭的な面でもかなり

負担が大きい。次世代を担う子供たちに、もっと様々な面で支援がなされて欲しいと思う。（女性／20 歳代／仙

北地域） 

 

●子供が多いと、周りも明るくなるので、子供をつくりやすい環境や、子育て支援に力を入れて引き続き導いて欲

しい。子供は宝です。子供がふえると、自殺者も少なくなるのでは…。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●子供がたくさん欲しくても、生活を考えると無理がある。若い人がふえれば、のちのち秋田の経済も動くと思う。

初めは大変だろうけど、もっと子供にかかるお金への援助をして欲しい。（女性／20 歳代／秋田地域） 
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●子供たちが望めば、地元秋田に残り、就職、自立、生活していけるような地域であって欲しい。仕事、就職先が

多様にあり余裕（生活面、心）を持って、皆が優しくなれるような地域であって欲しい。（男性／40 歳代／北秋

田地域） 

 

●私は生まれ育った秋田が大好きです。この秋田で結婚して安心して子育てができるような政策の実行をお願いし

ます。（女性／30 歳代／雄勝地域） 

 

●私が住んでいる地域は、子育てに対応した施設が全くない。少子化と言われていますが、そういう施設がなけれ

ば子供を育てるのに苦労します。わざわざ遠出をしてお金をかけなければなりません。県南、中央にばかり目を

向けすぎではないでしょうか。県北もたくさん良い所があると思います。若い人たちが秋田県から出ていかない

ためにも若者向けのイベントなどをたくさんして欲しいです。子供連れで遊べたり、たくさん遊べる場所が欲し

いです。大きなアスレチック施設みたいなものがあったら楽しいと思います。（男性／20 歳代／北秋田地域） 

 

●結婚はしましたが、子供をつくり出産することへの不安（金銭面的に）があり、踏み切ることができません。育

児に関する環境の整備は進んできているかもしれませんが、その前段階で踏みとどまる人が意外と多いために、

少子化が改善しないのではないでしょうか？安心して子供をつくることができる環境を整備していっていただき

たいです。（女性／20 歳代／秋田地域）                                     

 

 

Ｄ 保健・医療サービス 

 

●医者不足の中、大きな病院ばかり建てて、小さい病院が崩壊していくのはどうかと思います。（男性／30 歳代／

北秋田地域） 

 

●今現在、医療・福祉分野が遅れていると思います。特に高齢者福祉は注目され、取組も行われているようですが、

精神障害分野は、まだまだ理解されていません。秋田県は、自殺率ワースト１と言われ、電話相談などの取組が

行われていますが、そもそも自殺を考えさせないような工夫が無いように感じます。自殺の理由は、借金だけで

はありません。病気の症状によるものや、その他様々な理由があるはずです。ですから、もっと自殺者をふやさ

ないためには、相談機関や精神科病院がふえ、身近な存在になる必要があると思います。それから、精神障害者

施設や、自殺者の遺族へのケアを行う機関をふやしていただきたいです。今もあるのだとしたら、情報が少なす

ぎると思います。自殺をしようと思っている人を止めるための取組は大切だと思いますが、その前にもっと県民

の「こころ」に耳を傾けるような活動、機関がふえますことを願っております。（女性／20 歳代／仙北地域） 

 

●少子化問題が全面に出て来ているが、本当の問題は高齢化であると考える。長所は短所に、短所は長所になり得

る。ここは逆に秋田を高齢者医療、終末医療の県、がん治療に関する最先端を行く医療の中心地として、日本全

国から高齢者を集めてはいかがだろうか。集まった高齢者の方々のために、若い医療関係者も集め、その関連職

業に就きたい人材の育成を行う学校も充実させる。これにより秋田を農林水産業と医学の県とし、高齢者を集め

ることで、同時に若者も集まる仕組をつくってはいかがだろうか。（男性／40 歳代／秋田地域） 

 

●地域の医療スタッフとして働いています。慢性的な医師不足、地域行政の住民への働きかけ不足を日々感じてい

ます。私自身もうつ病で病院にかかっていますが、地域に該当病院がなく、緊急時に行政に尋ねても満足な回答

は得られませんでした。これらの経験から、もっと地域へ医療を根付かせて欲しい、それが私の願いです。（女性

／20 歳代／鹿角地域） 

 

●全国で自殺１位であることが、とても悲しい。長年この状況が続いているということに疑問を感じる。自殺をす

るのには、いろいろな理由があると思うが、私は特にうつ病の人が多いと感じる。仕事柄、医師と接する機会が
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あり、精神科の医師の話をしたときに、「正直、秋田には良い精神科医が多くいるとは思えない」という話を聞い

たことがある。医師だけでなくても、自殺率№１だからこそ、ちゃんと話を聞いてくれる人が必要だと思う。（女

性／20 歳代／仙北地域） 

 

●若年層の障害者がリハビリや交流する（重度・寝たきり）医療機関・場所がない。特に県北地区の遅れ、リハビ

リができないので寝ているだけの毎日だ。介護の負担大。（女性／50 歳代／北秋田地域） 

 

●医療の地域格差を無くして欲しい。救急病院まで一時間などとは、とても住みよい環境とは思えない。（男性／30

歳代／北秋田地域） 

 

●県による医師確保が弱いように感じます。魅力のある病院づくりをして研修医を確保するためには、県の協力は

不可欠だと思います。買い物弱者と同様に、病院弱者もいると思います。高齢者が多い秋田では、医療の充実は

必須ではないかと思います。（女性／20 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｅ 地域社会（協働社会）づくり 

 

●高齢者がふえている中で、高齢者への福祉に目を向けるだけでなく、人材としてもっと注目して欲しいと思いま

す。生涯現役を願う方も多くいると思いますが、長年の経験や知識、知恵を使う場があれば、幸福度を高く保っ

たお年寄りがふえると思います。退職された方が、ボランティアで県などの仕事をすることができるなら、集ま

る人は多いと思います。（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●近い将来限界集落が増加し、集落自体が消失してしまうことが多く発生すると思われます。すべての県民が安心

安全に老後を過ごせるような政策を望みます。一人一人の生き方と行政の負担は、必ずしも一致しないでしょう

が、秋田が経済的に強くなり、その結果として住み良い地域づくりを達成できれば良いと思います。また高齢者

の中にも、元気で地域に役立つ活動をしたいと思っている人もおります。気軽に参加できるボランティア活動の

メニューを何かの機会に紹介していただけたらと思います。（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

●若者が「こうありたい」と思うことを実現できる社会。本人の努力や学びを支援することも必要ですが、もっと

地域社会が後押しできる（しやすい）環境にもっていって欲しい。そこに夢や目標が生まれ、やがて地域に残り

家族をつくっていく。地域の未来創造とはそこにあるのではないのでしょうか？“近い将来”や“未来”に向け

た人的（支援）投資をもう少しして欲しいです。（男性／40 歳代／雄勝地域） 

 

●「限界集落」がこれ以上ふえないよう、県が積極的に介入してその土地、その土地のコミュニティーを守って維

持してくれるのが願いです。（女性／30 歳代／仙北地域） 

 

●昔のように地域の人々が人情味に溢れ、ご縁やご恩を大切にし、大人たちが愛情深く子供たちを見守り、叱れる

地域でありたい。秋田県は、日本国の偉大な田舎を目指してもらいたい。高齢者だけでなく、重度の知的、心身、

身体障害者も安心して暮らせる社会づくりをお願いしたい。（男性／50 歳代／仙北地域） 

 

●世代間交流が活発な地域社会であって欲しい。（男性／40 歳代／秋田地域） 

 

●ボランティア活動をしたいと思っている人たちがいるのに上手く生かされない。（男性／30 歳代／山本地域） 

 

●高齢者になると地域の情報が入りにくくなる。（女性／70 歳以上／秋田地域） 
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●県内外の人たちの交流を盛んにする工夫が欲しい。正直秋田に来て半年なので分からないことが多い。分からな

いのはもしかしたら、情報の発信量が少ないから？（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●地域に多少のイベントはあるが、行政などが行事として実施している感が強く、地域の住民の参加が不足しがち。

町おこし、村おこしの企画を広く推進したら活性化するのではないか。（男性／50 歳代／山本地域） 

 

●地域内で常に『声かけ（ごきげんうかがい等）』が行なわれていることや、相談ごとや日々のことなど、誰かに話

をしたいときに聞いてくれる人たちがいればいい…。孤独な人たちをつくらない環境。（男性／40 歳代／仙北地

域） 

 

●田舎特有の陰湿な「協調圧力」のない社会。他人を過度に詮索しないサバサバした社会。見栄、去勢をはる人間

が少ない社会。秋田土人の未開性・陰湿性を公然と批判できる社会。本県民のこういった気質が改善されないと、

産業振興、少子化改善、自殺者減などはありえません。（男性／30 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｆ 教育環境の整備 

 

●秋田は公園が充実しており、しかも手が行き届き、きれいで素敵な所が多い。野外での子育て等、家族のコミュ

ニケーションの場として活用できそうな所がたくさんある。ただそれだけに、美しい景観の所々で必ずのように

見かけられる捨てゴミが残念でならない。学力も大切だろうが、生活の基本の幼いときからの教育も大事ではな

いだろうか。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●塾に行かなくてもいい教育体制があればいい。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●県民全体とは言いませんが、“よそ者”を受け入れない排他性を感じ、県外から来た者にとっては住みにくさがあ

ります。子供の頃からの教育を含め、外の世界を広く知る教育、啓蒙が必要だと思います。もっと文化レベルの

高い、民意の高い秋田になっていくことを願っています。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●未来ある子供たちのためにも、個性を把握し、それを伸ばせる教育環境や教員を整えていただきたいと思います。

秋田県の学力は全国で１位ですが、大事なのは、社会に出て自分の力を発揮できることではないのでしょうか。

（男性／40 歳代／雄勝地域） 

 

●子供の教育より、子供を育てる親の教育の方が大事。我慢する（させる）教育。（男性／70 歳以上／秋田地域） 

 

●県民意識の変革。（独創性、合理性、発展性の向上）他県の実業教育を学んで欲しい。普通教育の充実だけでは、

さらに今後２０年の遅れが予想される。施設・設備の充実した県では、新たな事業者・企業者が生まれている。

（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●全国トップレベルの小中学生の学力が県内で活かせる機会が少なすぎるように感じる。高校のレベルの向上と、

卒業後に秋田県内に就職・進学するメリットをふやして欲しい。（男性／20 歳代／秋田地域） 

 

●子供たちへの質の高い教育環境は良いと思いますが、秋田県の学力テストのトップレベルにこだわりすぎるのは

良くない。点数ばかりを求めるのは反対。今の先生方は、プレッシャーを感じているようで大変かな。子供たち

の質（本質）を高める努力を、学校、家庭でできる環境を求めます。（女性／30 歳代／鹿角地域） 

 

●若者が秋田に根付くには郷土愛が必要です。初等教育の段階で、郷土の歴史や人物の学習を通して、郷土愛を育

む様にすべきでは。それには、伝統芸能なども一つのツールとして重要と感じる。（男性／40 歳代／平鹿地域） 
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Ｇ 国際社会に向けた取組 

 

●若い人がもっと希望が持てるように「内向き」ではなく「外向き」になって欲しいので、横浜の高校のように、

高校生からグローバルな視点をとり入れるよう、もっと世界中のことを知って欲しい。青年派遣隊に参加してい

る人の話とか、いかに日本が恵まれているかを知って欲しい。（将来に希望を持てないとかいう高校生を、青年海

外協力隊予備（体験）で派遣して、自ら発信してもらっては）そして、今の考えがすべてではなく、いろんな考

えがあることを知って欲しい。（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●もっと世界ではばたく人づくりが大切ではないかと思う。（男性／60 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｈ 環境保全活動の取組 

 

●ゴミの有料化について。ゴミ処分について経費がかかるのは分かるが、粗大ゴミと言われている大型家電製品の

リサイクル料、自動車及びタイヤなどの手数料が高い。そのためか、ここ数年、山への不法投棄がふえているよ

うに思われる。（男性／60 歳代／由利地域） 

 

●ゴミ出しのマナーが悪すぎる（古紙、特に雑誌や雑紙のリサイクルが進んでいない）（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●豊かな自然を次の世代にも残してあげなければならないと思います。ポイ捨てなど大人も子供もモラルが低下し

てきているように感じます。家庭では不十分になってきている“躾（しつけ）”を学校や地域社会がフォローをし

てあげる必要性が高まってきていると思います。（女性／40 歳代／平鹿地域） 

 

 

Ｉ 自然環境の保全 

 

●貴重な自然が、開発の名のもとに消えていくのは悲しいです。２０年前には、夜、家のすぐ近くでホタルが飛ん

でいました。今はスーパーができたりして、大変便利になり、生活は快適と言えるかもしれませんが、夜は暗く、

ホタルの光が飛び交っていたあの自然は、生きる上で不可欠なのではないかと思います。自然が消えれば消えて

いくほど、人間の生命も先細り、そんな気がします。（女性／50 歳代／平鹿地域） 

 

●再生可能な循環型社会とするために他の動物が共生できる自然環境を保って欲しい。（男性／70 歳以上／仙北地

域） 

 

●もっと自然を大切にして欲しい。川が崩れる＝コンクリートブロックでは生き物がいなくなり、未来の子供に自

然の楽しさ、恵みを伝えることはできないと思う。（男性／20 歳代／由利地域） 

 

●川岸をきれいにし、本気で自然エネルギー発電に取り組む。雑草処理日等の農作業日を統一して完全実行する。

（男性／40 歳代／山本地域） 

 

●高齢者が住みやすいように中心市街地の整備をして欲しい。郊外に街を広げないで自然を多く残すように。自分

は秋田が好きです。それはもちろん生れ育ったからでもあります。秋田が他県に誇れるものは自然の多さとおい

しい物、はっきりとした四季だと思います。決して都会化せず日本一の田舎を目指したらいいのではないでしょ

うか？この世の中いつどこでもお金で物が買えます。しかし自然はお金では買えませんし、秋田は災害も少ない

方だと思います。静かで安全、家族の絆、地域の協力性は都会ではつくり出せない訳です。ただ、がんや自殺者

が多いのが信じられないです。（男性／30 歳代／山本地域） 
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●人工的でない自然をこのまま残せるように道路整備をし、海、山の幸を旬に食してもらえる観光客を呼ぶ。冬の

雪寄せを個々の家で心配しなくてもいいように県全体でいつでも雪寄せをしてもらえる様になると、一年中住み

やすい秋田かな？（女性／50 歳代／由利地域） 

 

●やわらかな光、澄んだ空気、きれいな水、そして緑豊かな大地が、いつまでもこのままであって欲しい。（男性／

50 歳代／雄勝地域） 

 

●秋田の今ある自然が、どれだけ有り難いことか！便利な生活のため、いろいろな取組を求めるのも分かりますが、

自然は一度壊したら取り返えしがつかないこと、“べんりメタボ”にならないよう今一度考えましょう。     

（男性／30 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｊ 交通基盤の整備 

 

●道路の整備状態が余りいいとは思えない。交通機関の利用について、バス、電車の本数が少ないと思います。さ

らに終電の時間が早すぎる。（男性／20 歳代／由利地域） 

 

●車を運転していて、センターラインが引かれていない所が多く、全域にセンターラインをぜひ引いていただきた

いと思います。正面衝突の緩和がされると思います。（女性／50 歳代／仙北地域） 

 

●交通機関の時間的に有効な運用を図って欲しい。通勤に利用できる時間帯を複数運行させることで、乗用車通勤

を減らせるのでは。バスは周回バスを走らせて欲しい。（３０分に１本位で）（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●高速道も充実してきたが雪国での一車線の恐さを感じている。新幹線秋田以北の不便さを常に感じている。老年

期に向かうほど、交通、医療整備された環境で暮らしたいと考えている。人口減少はすべての回転を鈍らせると

思う。魅力のある県づくりをお願いします。（女性／50 歳代／山本地域） 

 

●何をするにも秋田市が会場となることが多い。地方から参加するとなると交通の不便さから（乗り物の本数が少

なくない。バスや電車。車で行くと駐車場が少ない）金もかかり、参加したくても断念することが多い。分散（地

方の市）して欲しい。（女性／60 歳代／北秋田地域） 

 

●自家用車のない世帯が、買物や病院などに不便を感じる現状を、改善してもらえないものかと思います。地域の

バス会社に援助するなどして、採算のとれない路線でも、本数を減らしたり、路線そのものを無くしてしまった

りされないよう、ぜひ行動していただきたいです。もう限界に近いです。障害があるだけの私でもつらいのです

から、老人の方はもっとなのでは？（女性／30 歳代／北秋田地域） 

 

●交通の利便性。高齢の免許証のない人たちは、家に閉じこもるしかない。うつの遠因になるかもしれない。また

免許があっても車の所有には、相当な負担がある。秋田県民には車は自分の足と同じことです。その足に購入時、

毎年の税、車検、本体以外にこれだけの負担。燃料費の税金の占める割合。高すぎます。（女性／50 歳代／秋田

地域） 

 

 

Ｋ 災害の防止等の生活基盤の整備 

 

●東日本大震災後、特に感じていることですが、当地は海に近い環境にあるため、また、平坦地故に万一のときの

避難場所が現在では不安を感じている。従って、新しい避難マップを作成して欲しい。（女性／70 歳以上／秋田

地域） 



－99－ 

●私の町内では、自主防災隊を組織化しておりますが、このことが現実の災害時に完全に機能するとは疑問であり、

見直さなければと思っております。良き提案お願いします。（女性／70 歳以上／秋田地域） 

 

●未だに余震が続いており、県内も梅雨に入り、土砂災害などいつ何が起きるか分かりません。高齢者が多い地域

では、避難場所、その場所までの交通手段など対応がありません。迅速な対応でお願いします。（女性／40 歳代

／雄勝地域） 

 

●雨が降ると毎年洪水になるので、川の工事など何んとかして欲しい。（男性／40 歳代／秋田地域） 

 

●県内でも市内、大都市等は良いと思うのですが、山間部の方は人口減少も激しく寂れていく一方です。もっと山

間部の方も住みよい地域、社会づくりを実行してもらえる政策を行なってもらいたいと思います。交通機関の問

題、雪害の問題、近くに病院などがなく遠くまで行かなければならない老人が多すぎる。もっと一人一人の県民

の本当の声をしっかりと聞いて欲しいと思います。（女性／60 歳代／由利地域） 

 

 

Ｌ 男女共同参画の推進 

 

●男女共同参画ばかり言われていて、保育所など子育て支援の充実などをアピールしているが、本来であれば夫婦

どちらか一人の給料で成り立ち、家庭で子育てできることが一番望ましいと思っている。余裕を持つため、共働

きする家庭もあると思うが、ギリギリでも生活できるなら、働かず子供の側にいたいと思う主婦も多くいると思

う。しかし現状は、子供を預けて働く人が多い。子育て世代への賃金の底上げを行い、昔のように専業主婦の力

で地域が元気になり、子育てを助け合い、昼間の公園に子供の声が響き渡るような秋田にして欲しい。（女性／40

歳代／秋田地域） 

 

 

Ｍ 文化活動の環境整備 

 

●秋田駅前がもう少し元気になって欲しいです。日赤跡地の中に、夜も営業でき、若い人たちが食・文化・祭を練

習し、その成果を発表できる場所（秋田まるごとまつり広場）「竿燈」、「土崎の港ばやし」「秋田民謡や三味線」

「なまはげ太鼓」「西馬音内盆踊り」等々を体験しながら、県外から来た人たちが秋田の食と酒を楽しめ、接待等

ができる場所があれば、本場の祭りに足を運び、観光してもらえるきっかけになるのでは？ちなみに青森は、津

軽三味線やねぶた館や古牧ホテルの祭り広場等、弘前の三味線ライブハウス等があり、平日でもいっぱいです。

（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●芸術活動の施設の不足で、サークル活動の発表の会場がなく、中央部に（交通の便のいい場所でないと、高齢者

には作品を運ぶのに不便）展示できる場所をつくって欲しい。また、現在の県立美術館（公園前の）をそのまま

に使えるよう残して欲しい。芸術文化施設がまとまった場所にあれば、他県から来ても見て廻るのに便利だと思

う。（女性／70 歳以上／秋田地域） 

 

●秋田は民謡王国と言われているが、県主催では何も行なわれていない。県民謡協会に積極的に働きかけ、地域の

イベントがある際は、タイトル者へ優先的に依頼するとか…それが地域の活性化に関わると思う。伝統文化とし

て、教育の場でも必要だと思うので、県としても教育委員会を通して市町村に働きかけをして欲しい。（女性／50

歳代／山本地域） 

 

●日本はアニメなどの娯楽文化がハイレベルなのでそういったものをとり入れたイベントなどを多く開催して県外

からの若い人たちの秋田県に対する興味の向上を図って欲しい。（男性／20 歳代／北秋田地域） 
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●文化活動ができる場所や機会がもっとあれば良いと思います。テルサでやっているような講座等（フラダンスと

か）と同じようなものが、県北にもあったら良いと思います。芸術活動や文化活動がもっと充実すれば、自殺者

も減少していくと思うからです。（女性／30 歳代／北秋田地域） 

 

●有形、無形を問わず、秋田には素晴らしい伝統と文化があります。他所さまで成功した例などを見ますと、つい

そちらへ手が伸びる、伸びそうになるのも頷けますが、“故きを温ねて新しきを知る”、秋田にしかない良さを私

たちはまだまだ生かせると思います。ネックは若年の意識の違い、由来の風化など多々ありますし、死に体の県

を支える伝家の宝刀になる…という保証もありません。が、とても大切なことだと思います。個人的には『近代

化＜＜伝統、文化、歴史』です。こういう枯れた若人もいるのです。（女性／20 歳代／山本地域） 

 

●秋田には他県に誇るべき伝統文化・口承文芸・技能など多くある。しかし、これらを保存継承し、県民にはもち

ろんのこと全国に伝えるための方法（行政がバックアップした上での）や場所が皆無に等しい。東北地区の隣県

では、行政が率先して保存・推進して支援する態勢（体制）が整っている。秋田県の誇るべき文化をぜひ推進し、

支援を願いたい。文化秋田・観光秋田のために。人材や団体を活かして欲しい。（女性／70 歳以上／秋田地域）     

 

 

Ｎ 福祉サービスの充実 

 

●高齢者介護施設に入所するのが大変だと聞きます。老後に不安なく希望の持てる秋田になって欲しいと思ってい

ます。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●年々高齢者がふえる中、福祉施設が少ない。（男性／70 歳以上／平鹿地域） 

 

●福祉、医療のサービスの受けやすさ。必要最低限でも長く安心して暮らせるようにして欲しい。（女性／40 歳代

／秋田地域） 

 

●増加しつづける高齢者及び介護をしている家族が、暮らしやすい環境を整えていただきたいと思います。認知症

も障害者と認めていただけたらいいのですが…。障害がある方よりも介護が難しいこともある現実を理解いただ

きたいです。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

●高齢になり身も心も病になったとき、自宅で看られない看てもらえない、看護を必要としているが施設にも入居

できない、入居するにも多額の費用がかかる…。家族全員で仕事をし、収入を得ても一人当たり年収は公務員の

３分の１にも満たない。そのような現実は公務員の方々には分かってもらえないと思う。だからこそ、高齢者の

社会保障費や、年金で入居できる施設を、特に看護を必要としている人には、その家族の幸せのためにもぜひと

もつくってもらいたい。（女性／50 歳代／平鹿地域） 

 

●福祉や医療の充実、利用しやすい環境を整えて欲しいです。子供が障害を持っていますが、将来がとても不安で

す。学校、就職と安心できるようになって欲しいと思います。（女性／30 歳代／北秋田地域） 

 

 

Ｏ 犯罪や事故のない生活基盤の整備 

 

●とにかく秋田のドライバーのマナーの悪さ。ある程度の年の方にも、技術だけでなく、マナーを教えて欲しい。

（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●子供が安心して外で遊べる安全な街。（男性／30 歳代／秋田地域） 
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●今年の冬は記録的な豪雪のため、交通災害が多く発生し、県民への影響は計り知れないと思いました。県や身近

な地域には、秋田の問題となっていることをきちんと把握し、対策を検討していただきたいと思います。そのた

めに先を見る目を養って欲しいと思います。（男性／40 歳代／雄勝地域） 

 

●犯罪は少ない地域だと思っているので安心しておりますが、近頃は犯罪も多様化しているので警察の対応が追い

ついていない気がします。日頃の訓練も必要かと思いますが、都会並みの殺人事件が起こることもあると認識し

て、起こったときの対応が遅れないようによろしくお願いします。（女性／50 歳代／山本地域） 

 

 

Ｐ 文化と景観の保全 

 

●秋田は米の国、全国に先駆けて米だけの文化の博物館をつくってはいかがでしょうか。例えば秋田の株稲、藁細

工の展示（約２８０種、１，０００点位持ってます）餅の文化、米粉の利用、小糠の利用、籾殻の利用、藁の利

用、藁灰の利用、秋田の米の文化など一堂に集め、全国でも類のない米だけの文化の伝統を後世に伝えて欲しい

ものです。山形、岩手、熊本など県で藁細工文化を残そうと取り組んでおります。県立博物館の地下には藁細工

が無造作に置かれております。米の国秋田の文化を支えてきた藁の文化、米の文化をぜひつくって欲しいと願っ

ています。（男性／年代不明／平鹿地域） 

 

●近代化して成功した町はないというから、地域の伝統とか古き良き文化をその地域の味わいにすることに心がけ

る。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●商業施設を建てることも重要だが、他県から来た人が「ここは秋田なんだなぁ」と思わせる景観をつくって欲し

いです。（女性／30 歳代／秋田地域） 

 

●道路の拡張も分かりますが、もう少し昔ながらの風景が残って欲しいです。「市街化調整区域をふやす！！」とか？

古い建物がどんどん壊されて行く気がする！！（男性／50 歳代／秋田地域） 

 

●秋田県は、自然や景色がどこの市町村に行ってもいいところがあるので、そういうのをこれから先も残していっ

て欲しい。（女性／70 歳以上／秋田地域） 

 

●昔ながらの伝統文化が息づいている、優しい美しい秋田でいて欲しい。文化や自然、経済的にも豊かな秋田になっ

て欲しい。（女性／40 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｑ 買い物や交通等の生活圏の機能維持 

 

●私の住んでいる地域では、駅前商店街の衰退や、若者が楽しめる場所が少ないこと等で、昭和の頃の活気や地域

の人々の明るさが無くなってきていると思います。地域を主導する人たちは、そういったところをもっと重視し、

若者が中心となって街づくりができる環境を整えて欲しいと思います。そういったことが明日の秋田を支えてい

く力になると思います。（男性／30 歳代／雄勝地域） 

 

●最近はホームページを利用してとよく言われますが、まだまだパソコンを利用できない人々が多いと思います。

もっとそういう人たちにも情報が分かりやすく伝えることができる方法を考えて欲しいです。（女性／50 歳代／

山本地域） 

 

●私の地域は豪雪地帯ですので道路の除雪、排雪の問題が多く、流雪溝の施工拡大や除雪排雪問題を大きく取り上

げ実施してもらいたい。（男性／70 歳以上／平鹿地域） 
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●高齢者が地域の中心で快適に生活できるコンパクトシティーであって欲しい。（男性／60 歳代／山本地域） 

 

●買いたい物があっても、身近に売っていなくて、秋田市にまで行かないといけないのがネック。電車に乗って約

１時間で行けますが、約９００～１,０００円ぐらいかかってしまうので、結局は早くて楽なネットで買物を済ま

せているのが現状なので、なるべくいろいろと売っている場所があればいいと思う。（男性／20 歳代／山本地域） 

 

●高齢化が進む一方なのに、身近で買物できる店が閉店し、大型スーパーへ。その方々の楽しみが減り、外に出掛

けなくなる…なんだか寂しいですね。子供だってそうです。自転車でおつかいを頼める店がないのです。遠くの

大型スーパーへは危険だし…。（女性／30 歳代／仙北地域） 

 

●自然豊かな公園が町の中にあるのに、商店街の空洞化をどうすることもできないでいる行政にはうんざりする。

広小路を飲食街にするとかアーケードをつけて、もう少し市、県の助成を受けて考えるべきだと思う。一番の問

題は駐車場が有料だという弱点もあるが、駅が近いということでは横浜の中華街のような飲食街にしアーケード

をつけて気軽に家族連れで食事、娯楽が楽しめる場所も必要かと？郊外に出向けない老人もいるということを忘

れないことも大事かと？（女性／60 歳代／秋田地域） 

 

 

Ｒ 県のＰＲ活動やイメージアップ戦略 

 

●地域によって違うと思いますが、商店の人、病院、役所、銀行の人、特に受付にいる人たちはもっと笑顔で親切

に対応してもらいたい。他県に旅行しに行ってみると、いかに秋田県の人たちは無愛想で、不親切か、よく分か

ります。大館市は特に感じます。子供たちも秋田県で働きたいと願っても、仕事がない。もっと元気のある市町

にするためには、企業をふやして、娯楽施設を充実させて明るくみんなが秋田県に住みたいと思うようにして下

さい。（女性／70 歳以上／北秋田地域） 

 

●秋田はワースト№１という項目が多すぎると思います。暗いイメージが多く、地味で、全国にアピールできるも

のが少ない。秋田のいいところをもっと全国に発信して欲しい。（女性／50 歳代／仙北地域） 

 

●あらゆる取組を県民に分かりやすくＰＲして欲しい。特にＴＶ・ラジオ等を利用してだれでも情報が分かるよう

に。そうすることで関心も高まり、意識も変化していくと思う。（男性／40 歳代／山本地域） 

 

●四季折々の花、食、行事、様々なイベントの広報のあり方に疑問を持っております。主に新聞で知るか、テレビ

のローカルニュースでしか知り得ないのですが、（今○○展が開催されています。明日迄です）とのお知らせばか

りです。山形県などは、開催されるかなり前から紹介されます。観光に対する気概が異なる様に思われます。公

務員の皆さんの思考力に期待します。（女性／70 歳以上／由利地域） 

 

●秋田に嫁いで、海あり山ありの自然環境と（周囲もよい人ばかりです！！）秋田市内にいることもあり、利便性

がとても気に入っています。自然豊かで、災害も少なく、安心して暮らしています。「観光」となると、夏の竿燈

祭りが大好きですが、他のイベントももっとＰＲをしてみては？秋田県はＰＲが少し控えめかなと思います。ブ

ランドのネーミング（牛肉がおいしい。もちろん他のものも）など、アピール度の高い（秋田を即、イメージで

きるような）ものを考え、もっと秋田の良さを売り出して欲しい。でも私としては、秋田は長く住んで良さが分

かる土地だと思っています。秋田、大好きです。皆様、頑張って下さい。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●県の広報活動はメディアをもっと有効に活用して欲しい。例えば、生活スタイルや年代によってテレビを見る時

間は違うのでその人にあった情報をそのときに流して欲しい。（男性／30 歳代／北秋田地域） 
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Ｓ その他 

 

●世の中は不況、県内も不況、県政の目には何が映っているのか。やはり県民の声も必要だと思います。（男性／60

歳代／秋田地域） 

 

●問の答えでないのですが、今、何でもインターネット、ブログ等で見て下さいとか、インターネットでのことを

しきりに言っていますが、年をとっている人には、やさしくないと思います。持っていない人はどうすればいい

の？誰かに聞くの？もうちょっと、新聞とか、手紙、ハガキなどを利用するようにした方がいいと思う。お年寄

りを何だと思っているのでしょうか。私たちには答えを出すなということなのかしら。何でも機械で若い人たち

との会話がないのでつまらない。ホームページでＯＫなんて、そんなばかな。人間との会話がない。（女性／50

歳代／秋田地域） 

 

●せっかく地域や学校で良質の人間を育てても、働く場がなく、県外へ出てしまう。少子化対策、自殺者問題等、

労働環境の改善で良い方向へ向かう問題が多々あると思う。（女性／40 歳代／鹿角地域） 

 

●県庁職員の全部が全部ではないと思うが、本気になって困っている県民のためを考えて事業を企画し、予算化し

ているのか？関係機関やＮＰＯ法人、あるいは臨時職員まかせにして、自分の足を使わず汗をかかないでやって

いますよというスタンスでの仕事ぶりはいかがなものか？理屈こじつけは保身にしか聞こえない。本気になって

雇用改善や中小企業育成、農業振興や担い手育成、商品開発や観光振興等に取り組んでいないように思えてなら

ない。今や高額所得者である。それだけのことを本気で必死でやらないと県民は納得しない。（男性／50 歳代／

秋田地域） 

 

●地方には地方の魅力があるはず。都会と同じことをしても、良い町にはならない。独自のものを考え、若い世代

が残りたいと思う県づくり、県政を期待したい。やはり、仕事、娯楽が楽しめるように分散しない地域づくりや、

施設をお願いします。（男性／30 歳代／秋田地域） 

 

●スポーツ施設をもっと充実させ、スポーツ大国秋田を目指して欲しい。スポーツを通じて、秋田に活力を与えて

欲しい。（男性／40 歳代／山本地域） 

 

●願いや希望、夢と言いますが、余りにも急激に進む少子高齢化、人口減少に伴う各コミュニティーの崩壊、部落

の限界化、商店街・農家の後継者問題、若者の就職難、結婚問題、恐らく県の方でも現状は理解しているとは思

いますが、現実はもっとひどいものです。願いは、人口の増加と若者の定住です。あとは、本当に自分が住みた

い町とはどのような町なのか。もうすぐ高齢者の仲間入りする者として考える日々です。私は今商店街にいます

が、商店街自体が準限界地域となっています。現実に対応するのに精一杯で段々余裕が無くなって来ています。

希望や夢持ちたいですね。頑張って下さい。（男性／50 歳代／鹿角地域） 

 

●市町村あっての県である。市町村の声に耳を貸すこと。県が県民を見ていない。住民の目線で仕事をして欲しい。

願いは県民の所得向上。そのために県があることを、そして市町村があることを忘れている。お年寄りと子供に

ばかりにお金をかけている場合ではない。（男性／50 歳代／平鹿地域） 

 

●秋田県民歌はとてもいい歌だと思います。駅で常に流して欲しいです。民謡も流れていて通学の子供達も口ずさ

んで欲しいですね。美の国あきた。転勤で秋田を離れた人が「秋田はよかったぁ」と第二の故郷にして「おかえ

りなさい」と再び迎えてあげたい。２泊３日でもいいから無料で１軒家を提供してあげてやっぱり秋田はいいなぁ

～と思って欲しいです。（女性／50 歳代／秋田地域） 

 

●暮らしは、自分で工夫して営むのが基本である。そういう意味で行政に頼るものではないと思う。その上で県は

県民の生活をいかにサポートできるのかにつきる（但し、財政の許す範囲において）。（女性／50 歳代／山本地域）     
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●いろいろな取組で秋田県を良くしようという動きは見られますが、県・市町村と民間の考え方には、接点はない

ような気がします。これからどこの県も同じだと思いますが、この街に住みたいと思える地域にしていくために、

本気で取り組んでいかなくては、人口はもう目に見えるほど減っているので、誰もいなくなってしまうのではな

いでしょうか。県民性だとかって言って、何もしない秋田県民ではもう秋田に住めなくなると思うので「教育」

にしっかり力を入れて、秋田から出ていった人たちが戻ってくる秋田は住みやすいみたいと、他県から選んで住

みついてくれる人が多くなる県づくりに期待します。（女性／40 歳代／仙北地域） 

 

●今回このような調査を受けて、初めて県政の運営、政策に目を向けた。私たちの願いや希望がどの程度反映され

るのか、どちらかといえば反映されないだろうという思いが強いので、関心を持たずに過ごしてきた。今回のこ

の結果がどんな効果をもたらすのか、誰が見ても分かるように、実感できるように示して欲しい。（女性／30 歳

代／秋田地域） 

 

●親から子供への地域の伝統「親子愛」を強く希望します。また、笑顔あふれる地域、人柄等。働く場があり、安

定した雇用体制がある秋田。積極的に県外の伝統、文化、流行を取り入れてもらいたいです。人間関係（プライ

バシー等）のことを考えてくれる県民性であってもらいたいです。（女性／40 歳代／仙北地域） 

 

●県民が一体となって楽しめる、盛り上がれる物が欲しい。Ｂ級グルメやネイガーなどは大変良かったと思う。こ

れからも継続していける物が大事だと思う。（男性／20 歳代／平鹿地域） 

 

●スポーツ立県を目指す以上、強いスポーツ競技をふやすのではなく県民が生涯スポーツをやれるようにして欲し

いと思います。そして健康な社会、スポーツを通じて仲間づくりや出会いがあれば自殺者も減り若者の婚姻にも

つながるのではないでしょうか。産業でも自然エネルギーの先駆けになって欲しいと思います。（男性／30 歳代

／山本地域） 

 

●秋田県はとてもいい所です。でも、東北他県と比べるといろいろな面で劣ると思います。残念でたまりません。

市町村の代表の方、県の代表の方たちが県民の私たちの意見をもっともっと聞いて、秋田県を生かして欲しいと

願っております。（男性／60 歳代／北秋田地域） 

 

●個々の県民が持つ様々な問題を諸機関に頼らず、しかも無料で人知れず自己解決できるのは、公共図書館しかな

いと思える。そのためにも全国最下位といわれる図書資料購入費を増額させるべきだと考えている。その結果と

して、福祉等への負担額は減少できるものと思える。資料費や図書館をふやすべき（幸福度の上昇に直結）。     

（男性／40 歳代／秋田地域） 

 

●これからの世代の人が、“秋田”を自慢でき、住み続けていこうと思うことができるよう、やりがいや仕事を見い

出せるようにして欲しい。そうすると子育てや福祉も充実するようになると思う。（女性／40 歳代／由利地域）     

 

●日本全国、世界中の人たちから愛される秋田であって欲しい。住んでいて、過ごしていて、誰もが「穏やかで幸

せだと感じられるところ」が秋田だと言われるようになって欲しい。（女性／20 歳代／仙北地域）           


