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第５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欲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 271

Ｂ 農林水産業の振興 17

Ｃ 少子化対策 164

Ｄ 保健・医療サービス 29

Ｅ 地域社会（協働社会）づくり 84

Ｆ 教育環境の整備 32

Ｇ 国際社会に向けた取組 1

Ｈ 環境保全活動の取組 13

Ｉ 自然環境の保全 19

Ｊ 交通基盤の整備 40

Ｋ 災害の防止等の生活基盤の整備 7

Ｌ 男女共同参画の推進 2

Ｍ 文化活動の環境整備 16

Ｎ 福祉サービスの充実 24

Ｏ 犯罪や事故のない生活基盤の整備 28

Ｐ 文化と景観の保全 7

Ｑ 買い物や交通等の生活圏の機能維持 42

Ｒ 県のＰＲ活動やイメージアップ戦略 70

Ｓ その他 215

合     計 1,081
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２ 自由意見  ※１,０８１件のうち一部抜粋

Ａ 商工業、貿易、観光の振興

●雇用の創出により、人口流出を止めてもらいたい。観光資源は恵まれているが、各市町村のスクラムが取れてい

ない印象。県内全域を対象とした観光ルートの提供、ＰＲ不足。（男性／40 歳代／仙北地域）

●中高年対策より、若者への定着対策へ。“秋田の元気は若者の元気と雇用が必要”本気の対策を。（男性／60歳代

／秋田地域）

●前は企業誘致にばかり力が入っていた気がするが、今は既存の産業にも目を向けてくれているので心強い。地場

産業がもっと元気になり、若者を雇用できるようにしなければならない。（男性／40歳代／仙北地域）

●集積産業がないため、若者が愛着のある地元を離れ、仕事を求める事により限界集落の増加、人口減少等、暗い

将来である。大規模農業化に力を入れても、全ての農民が豊かにはならない。秋田県に他県民や産業界がお金を

落としてくれる政策が欲しい。働く場所があれば、若者が定着し、人口減に歯止めがかかり、地域経済が活性化

すると思う。（男性／40 歳代／山本地域）

●企業誘致など、若い人たちが働ける職場を充実していただきたい。そのことにより、少子化問題からすべてに関

連して、活気づいてくるのではないでしょうか？（男性／40 歳代／鹿角地域）

●昨年の秋に名古屋から二人の友人が来秋し、秋田の自然、食の豊かさに感動し、きりたんぽ、あきたこまち（新

米）のおいしさには、特に感動していました。また来秋したいと言って帰りました。すっかり秋田が気に入った

ようで、一人はこの５月に再度来秋し、秋田の山の緑、田植の風景にまたまた感動して帰りました。秋田の自然、

食の豊かさをもっともっとＰＲし、観光に力を入れてもらいたい。（女性／60 歳代／平鹿地域）

●ベビーカーを使用する時に、歩道の状態が悪く（デコボコしていて、ベビーカーが進まなくなる）仕方がなく車

道を歩かざるを得ないことがあるので、もう少し歩道の整備をして欲しい。公園の草刈りをもう少し早めに行っ

て欲しい。（草が育ちすぎて公園で遊べなかったため）秋田に越してきて１年も経っていないが、秋田にはとても

素敵な観光地があるのに、そこを上手く活用できていないように思った。観光地にもっとたくさんの人達が来て

くれるようなＰＲ活動をしていけば、秋田の活性化に繋がると思う。観光地の周辺に商店街等、寄っていけるよ

うな所があれば良いと思う。海もすごくキレイで、もっと他県の人達が来やすい秋田になれば良いと思う。（女性

／20 歳代／秋田地域）

●新幹線で東京へ行くにしても、盛岡までの時間がかかりすぎ、ついつい飛行機利用となる。秋田に住んでいる人

が思うのだから、観光に来る人が遠いと思うのは当たり前。旅に出るたび、秋田の食の豊かさと湯沢市の灯篭の

ような素晴らしい祭りが多いのに、全国にＰＲが行き届いていないと感ずる。それぞれの地域には食でも祭りで

も、精通している人の活用と後継者の育成が必要と思う。（女性／60 歳代／秋田地域）

●一度他県へ出てしまった人がまた秋田に戻ろうと思えるよう、雇用環境をしっかりと整えて欲しい。（賃金、職場）

無理して新しいものに飛びつかなくても、とりあえずは生活基盤をしっかりとして欲しい。広く多様な文化に触

れることがしやすく、少しでも生きがいのある人生を歩めることができる人が増えて欲しいと思う。（女性／20

歳代／由利地域）

●全体的、総合的に秋田は住みやすいところだと、若い人からお年寄りまで多くの人が思っていますが、仕事がな

いため県外へ出て行かなければいけない状況です。せっかく優秀な人材を育てても、帰って来てくれる人が少な
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いことが残念です。雇用の場と労働に見合った報酬を確保して欲しいと思います。観光地としての恵まれた資源

がありながら、接客サービスがあまりよくない評価を受けているので、もっと充実させて秋田へのリピーターを

増やして欲しいです。年齢を重ねても、若い人にすべて頼るのではなく、自立して生活できる支援制度が充実し

ていれば、たとえ高齢化率全国一でも明るい秋田がイメージできるし、他県のモデルになると思います。（女性／

50 歳代／秋田地域）

●子育て支援や義務教育（学校教育）の充実はある程度見られると感じている。しかし、学校卒業後の優秀な人材

を受け入れる企業や、就職先が地元に少ない気がする。地域全体で育てた優秀な人材が、県内で活躍する場を充

実させて欲しいと思う。（女性／30 歳代／仙北地域）

●少子高齢化を迎える中、社会保障費の増大と税収の低下が避けられず、施策の実施が増々難しくなっていくと思

われます。その中で秋田の風土、農山漁村の基盤、若者の働く場の確保にがんばって努めてもらいたいと思いま

す。歳出削減や行財政改革、人件費の抑制等だけでは財源の損失を食い止めることはできないと思われますが、

人材育成や産業の振興、県民の所得向上につながる施策の推進に奔走してもらいたいと願っております。（男性／

30 歳代／北秋田地域）

●他県から帰ってくると、接客の悪さ、品物の品質の悪さが非常に気になります。秋田で商売をやっている人は、

他県へ行ってもっと勉強するべきです。そのための支援などしたら良いと思います。そうすれば観光の人ももっ

と増えると思います。物を売るという気持ちがなさすぎると思います。せっかく良い物、材料、景色があるのに。

子供が大きくなればなるほど金がかかるのに、支援が減っていくのはおかしい。それでは子供をつくる気がしな

い。未来が心配で、生まれたばかりだけを考えすぎ。（男性／30 歳代／秋田地域）

●リサイクル産業の強化、農畜水産物のブランド化などを含め、若者の雇用や仕事が充実した未来になって欲しい。

（男性／30 歳代／由利地域）

●住む、働く、遊ぶの３つが充実して、はじめて「幸せ、安心感」が得られると思います。若い人達が働く場が増

える様に、がんばって欲しいです。（女性／30 歳代／由利地域）

●若い人が残れる仕事場所を増やす環境をお願いしたい事と、低賃金での使用の改善を経営者に対して指導してい

ただきたい。（男性／60 歳代／平鹿地域）

●隣の県の鶴岡市でクラゲの水族館を建て直したとテレビ番組がありました。当能代市も半分は日本海に面してま

す。ハマナス画廊、エナジアムパークとあります。小さくても何か一つどこにも負けない何か水族館があればと

思います。（女性／60 歳代／山本地域）

●県外の方々に贈答するお土産に困っています（現在各種ありますけれど）お菓子ではアンジェリカ（ふきの砂糖

煮）を使用したものはいかがでしょうか？文房具では付せんや一筆せんに郷土色のプリント（例えば本荘市なら

あやめ、ごてんまり）アクセサリーでは銀線細工でアルファベットを作ってみては？漆器では郷土色豊かな箸置

きと箸のセット？（蕗のとうや稲穂とか）観光地の休憩所等の周りに秋田蕗を植え、又はオブジェを建てる（秋

田蕗を知らない県民向け、観光客向け）最後に、地元の人も誇りに思え県外、海外の訪れた方々に喜んでいただ

けるものを発案、紹介して欲しいなと思っています。（女性／40 歳代／由利地域）

●秋田の自然、環境を活かし、すべてにおいて、地産地消を目指す。（工業、農業、エネルギー）（男性／50歳代／

秋田地域）
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Ｂ 農林水産業の振興

●農業ビジネスに力を入れ、中国、ロシアと取り引きを行う。全国一住みやすい県にする。（生活費が日本一安い。

交通の便が使いやすい。食べ物の価格が安い。）（男性／30 歳代／秋田地域）

●農業経営の大規模化による雇用創出（高齢化などによる放棄地拡大が心配）（男性／50 歳代／平鹿地域）

●今までの様な工業（自動車、電気産業）を主体にした経済はダメになると感じている。昔のような農業を主体に

した産業が主体になって、若い人が参入してこられる様な環境を県全体で整えて欲しい。日本を生まれ変えさせ

るのは東北からだ！もう一度言う、今までの加工業（自動車、電気産業）に頼った経済は終わる！もう一度原点

に戻った人間らしい生活を送る為の社会環境を見直す時期が来ていると思う。全国に先駆けて秋田から提案出来

る様、検討願います。これが出来なきゃあんたら給料もらう資格ない！（男性／40 歳代／仙北地域）

●山や川、森、湖など自然豊かで、文化の高い県民性など、秋田は美しい素晴らしい県だと思います。ですから、

若い人に農業、漁業、林業などの後を継いで就業してもらい、定住して欲しいと思います。県民で力を合わせて

少しでも協力していけたらと思います。秋田県、ガンバレ！ガンバレ！（女性／60 歳代／秋田地域）

●行政改革、行政のスリム化。農政改革、農協、共済組合、土地改良等、県１組織にすべき。特に水稲共済は、強

制加入から任意加入へ全国で秋田県が初めにして欲しい。（男性／30 歳代／北秋田地域）

●農業後継者の育成、営農環境の整備及び若者・高齢者の雇用の促進拡大をしてもらいたい。（男性／50 歳代／秋

田地域）

●秋田は農業県、若者が仕事に就くのであればまず農業と言える秋田であって欲しい。（女性／70 歳以上／仙北地

域）

●農林水産業が発展すれば、その効果が工業や観光、県全体に波及するが、工業や観光の特定の政策だけを発展さ

せても、根本的に秋田県は良くならない。県が早くそれに気づくべきだ。（男性／50歳代／仙北地域）

●農業、生産組織、例えばＪＡ等を県がしっかりとリードできるように願いたい。生産規模を考慮した場合、一つ

のＪＡの取組が話題として報道されていることも良いことであるが、ＪＡの首長の自慢話では話しにならない。

全農等に役員を送り込み、全県一本での取組を指導するべきだ。リーダーシップの発揮を期待する。知事が秋田

県の営業マンとして販売できる商品を発掘して、大いに経済の活性化ができるように頑張ってもらいたい。（男性

／60 歳代／仙北地域）

Ｃ 少子化対策

●もっと若者が働きやすい環境が必要だと思う。やりたい仕事、興味のある仕事が地元にないため、都会に就職し

た友達は多く、地元に残っている友人はごくわずかです。そのため、若者の結婚率、出産率は低下する一方だし、

出産のため里帰りしたいと思っても、出産できる病院は地元に１つしかなく、とても安心して出産できる環境で

はないと思う。高齢者が多い現状だから、高齢者のための制度やサービスが充実しているのは当然だが、早めに

若者に対する制度やサービスを充実させなければ、これからの秋田は少子高齢化が進む一方だし、将来が不安だ

と感じる。（女性／20 歳代／山本地域）

●学校を出た若者達に職を与えない社会とは、いったいどんな社会なのか。秋田では大学を出て（大学まで出して）

職もなく家にいる若い人達がたくさんいます。近所を見回しても、数えられるくらい普通にいます。この人達が
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結婚もできず、職もなく過ごしていき、またそれが１年ごとに増加します。秋田にどんな未来が来るのか…とに

かく職を与えてください。「子育てしやすい社会を」とも言われていますが、それ以前の問題ではないでしょうか。

子育てしやすい社会をつくっても、その子ども達が社会に出ず家にいる。何のために子育てするのでしょうか。

まずは、若い人達に職を！（女性／50 歳代／秋田地域）

●子育てをしている立場としては、もっともっと子育てしやすい秋田にして欲しい。例えば、夜間保育の充実や、

子供が病気をした時に預ってくれる病後児保育。子育てしている親たちが一番に仕事を大事に思っていることを

まだ知らないと思います。仕事をすぐに休めないという状況は、多くあると思います。泣く泣く仕事を休んで子

供のお世話をするなど、仕事と子育ての両立ができる状況じゃないです。少子化を止めようと力を入れる前に、

子育てしやすい秋田でなければ少子化は止まりません。（女性／30 歳代／秋田地域）

●秋田県の企業では、結婚してから女性がそのまま元の会社で働く事がなかなかできません。出産後の仕事はパー

トで、しかも雇用保険もつきません。安心して子育てができる環境が、まだまだだと思いますので、県の方でも

色々対策はしているとアンケートを見るとわかりますけど、よろしくお願いします。（女性／40 歳代／秋田地域）

●とりあえず若者、特に新卒者の職の場を確保して欲しい。人口流出を防ぐためにも、若者がいなく、色んな地域

の行事がやれなくなり、消えていった行事がたくさんある。（男性／60 歳代／由利地域）

●公務員や大企業と異なり、育児休暇を取ることもままならないのが一般会社の実状です。子育てについても、残

業、休日出勤も当たり前で、それを断ることは仕事をなくすことに繋がります。一度辞めてしまうと、いくら若

い人でも仕事に就くことが難しいのが現実です。きっとこのアンケートをまとめておられる方々にはお分かりい

ただけないと思いますが。子育て中でも、時給 650 円～700 円、残業１～２時間、休日出勤は当たり前、ボーナ

スなし。これがごく普通です。せめて子育て中（小学低学年位）までは、子供の宿題をみてやれる位のゆとりが

欲しいです。子供を育てるには、お金がかかります。でも今のような状態では、秋田県での少子高齢化に歯止め

がかからないと思います。家には、成人勤労者３人おります。２人はボーナスなし。１人はボーナスいただいて

おりますが、社会保険なし。三人合わせて年収 400 万円と少し。生活保護の方が楽かもと思ってしまいます。で

もなんとかがんばっています。（女性／50 歳代／平鹿地域）

●若い人達を秋田県、各地域で働き定住できるように雇用面も大切だと思うが、正社員（非正社員ではなく）とし

て働く事ができ、所得を増やす事ができれば、結婚→出産へと結びつくと思います。子育て環境よりも、所得面

で二の足を踏んでいる方の方が、私の周りでは多いです。（私も将来の金銭面を考え、子供を一人しか産めていま

せん）（女性／30 歳代／仙北地域）

●少子化で子供への手当、医療費の無料化等々、子供への手厚い支援は理解できますが、それが全部子供に反映さ

れているのでしょうか？（若い親のこづかいになっているところもあります）子供１人１人への支援でなく、保

育料の値下げ、保育園等の増設、子供全体への支援の方が私は大切だと思います。また子供への支援増の反面、

老人の唯一収入源である年金からの介護保険料（それも年々増加）、同居して親の面倒をみている人が大変な思い

（生活苦）しているのに、別居している親が単身世帯として補助を受け、別居している子世帯が贅沢な暮らしをし

ている。変だと思いませんか。また、年金暮らしの老人へ税の負担増で生活できなく、生活保護を受けている人

がだんだん増える→税の回収ができなく、支出が増える。当たり前のことをもっと考えて、一日も早く明るい生

活がしたいです。老人の独り言ですが…。（女性／70歳以上／山本地域）

●秋田は雪国のため、冬期間の子供の遊ぶ施設がない。少子化対策するのであれば、もっと子供を育てやすい環境

にして欲しい。あと秋田県は仕事、就職先がなさすぎ！！これでは、若い人達はどんどん県外に行ってしまうし、

少子化になるのは当たり前だと思う。結婚支援だの、出会いの場等に取り組む前に、若者たちの就職先を何とか

して下さい。自分に基盤がなければ、結婚に発展するわけないですよね。あと秋田市は生保に甘すぎる。生保が

堂々としすぎる。（市民､県民の税金を何だと思っているんだ）秋田県をアピールするだのなんだのと考える前に、
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身近な事から解決して下さいよ。（女性／20歳代／秋田地域）

●若い人達に雇用の場と子育てがしやすい環境を多く用意していただきたいです。私達（50代後半）の子育ての頃

は、公的支援もあまりなく、大変という思いが強くありました。自分の子供も含めて、周りの若い人達の働きた

い人、働かなければならない人達に、もっと応援をと思います。子育ては、自分の子供を育てる責任と楽しさを

次の世代につないでいく事と思います。この親の元に生まれてよかった、秋田に生まれてよかったと思う子供達

が、元気な秋田をつくっていくと思いますので、これからも応援を続けていただきたいと思います。（女性／50

歳代／鹿角地域）

●他県から来ました。秋田市であっても、大型スーパーが少なく、イオン以外に買い物をする所がなく不便である。

メインとする観光場所がなく、あまり魅力がない。子育てもふれあいカードなど、発行しても利用価値がなく、

もっと直接子供に役に立つ事に変えて欲しい。立派な建物をつくるより、県民が毎日利用できるような店、公園、

施設をつくって欲しいです。もっと活気ある町にして欲しいです。（若い人達が可哀想）子供を育てやすい町にし

て欲しいです。（女性／50 歳代／秋田地域）

●「秋田で就職、結婚、子育てがしたい」と若い世代が思えるような環境づくりが、かなり必要だと感じる。子育

てしやすいように保育施設、遊び場の充実。通勤しやすいように交通機関の整備。（現状は車で通勤が当たり前。

バスや電車を増やして欲しい。）秋田出身タレントが、秋田を紹介するＴＶなどが増えたが、上京するとまだ秋田

のＰＲが少なすぎると感じます。（女性／40歳代／秋田地域）

●嫁いだ娘は、現在３歳と１歳の２人の子供を保育所に預けて、生活を維持するには共稼ぎするしかありません。

国の政策で少子化への対策が打ち出されていますが、大企業が対象で中小企業までは行き届いていないのが現状

だと思われます。中小企業で働いていても大企業なみの支援を受けられるようにしてもらいたい。（男性／50 歳

代／山本地域）

●子育てしやすい環境を望みます。県北部在住ですが出産できる病院は少なく、ファミリーサポートなどはありま

せん。また、児童館の開館時間も施設によってマチマチなので働く母としては安心して働けないのが実情です。

（女性／30 歳代／北秋田地域）

●私の住んでいるところはとにかく子供の数が少ないです。小学校も３校統合して１クラス６人～９人と生徒が少

ないです。条件が悪いと言う事もあって結婚できないでいる若者が多くいます。バスも通っていない部落には嫁

さんは来てくれないと思います。１人ぐらしの老人が多いです。福祉施設に入りたくても空がなくなかなか入れ

ないでいるのが現実です。子供達がいて家庭が明るくなる様な県にして下さい。ガンバレ秋田県。（男性／60 歳

代／雄勝地域）

●少子化対策について一言。若者の雇用と最小限の安定した賃金なくして、男女の出会いや結婚への支援、少子化

対策を掲げても解決には結びつかないのではないだろうか。というのは結婚をしたくても家庭を支えるだけの収

入のない現実もあることを知って欲しいと思う。自分さえよければの一人よがりの近所付き合いの希薄さが感じ

られ災害時、高齢化社会を思うと助け合いを大切にしたいと思う。（男性／60 歳代／秋田地域）

●若い人達が生活しやすい環境作りが必要、仕事が無くて学力 No.１の子供達が県外に出ます。県内で活躍する場

所をぜひ考えて欲しい。やっぱり秋田は農地が十分にあるので株式会社農業生産とか、安全安心を売り物に若者

の力を結集すれば（どーんと若者にお金を預けて自由に計画し、若い新しい発想を育てる）ほかの県とかがやっ

ていない事を県が応援して、若者の集まりやすい場所を作って欲しい。（老人を大事にする事…もう充分では）責

任ある行動する若者はいっぱいいます。予算を出して口を出しすぎず自由にやらしてみたら…。（女性／60 歳代

／雄勝地域）
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●子供達が地元で働けるような職場がもっとあればいいと思います。高校生、大学生にとっては就職する事が一番

の課題だと思います。親としても一番心配なのは子供の自立です。高校の先生方は子供達に一生懸命接して下さっ

ています。県の方でも地元の就職情報をお願いしたいです。（女性／40 歳代／山本地域）

●暗い話題（自殺率、がん、若者の県外流出など）が多いのが県としての課題だと思います。それにもかかわらず、

先の国体や今回の国民文化祭など、一部で盛り上がっているのが空回りのような感じがします。（税金も多く投入

されているのもどうかと…）親や学校が一生懸命子供を育てても、子供はどんどん県外へ…。例え大学は県外で

あっても、いつか秋田へ戻ってこれるような環境（就職など）づくりを優先して欲しいと思います！！（男性／

30 歳代／秋田地域）

Ｄ 保健・医療サービス

●がん検診をＰＲしていますが、それよりもこと簡単な血液検査、尿検査、胸部レントゲンなどをコミセンでやっ

てもらいたいと思います。仙台市に住んでいた時に、受けた時があり､尿検査で再検査となり調べていただいたと

ころ何もなく、その時に何かあったら次の検査がスムーズに進むのだろうと思いました。基本健康検査も個人で

受けることになっていますが、近くのコミセンで受けられる、そのことが住民の足を向けさせる一歩だと思いま

す。他県の良い所を受け入れられる、もしくは形を変えて利用できるインパクトのある県政をお願いいたします。

それともう一つあります。テレビでタモリさんが「いぶりがっこ」のことをおいしいと言って下さったことがあ

りました。そう言って下さる方に贈って差し上げたらいいのにと思いました。地方の商品を都会の人の口からＰ

Ｒしてもらうために、必ず地元出身の人ではなくてもいいのではないかと思います。何か一つでもいいので、“今

年のいちおし”として大々的に全国キャンペーンを張るとか（そのための親善大使とか）東京だけでなく、地道

に少しずつでもＰＲしてもらいたいと思います。出張や転勤で各地を移動しましたが、雇用の安定していること

が生活のすべてです。そこには活気が生まれます。雇用に繋がることを拡大していくために秋田県全員でがんば

らないと人口の減少は止まらないと思います。（女性／50歳代／秋田地域）

●子供の救急医療、医師の確保を中心の市町村だけでなく、地方へも力を入れて欲しい。本人（患者）はドクター

ヘリで医療を受けに病院へ行きますが、家族は秋田市まで通うのは大変です。３才未満児を預ける保育園が不足

しています。特に育児休暇を取れない現状があるので、子供を産むのは考えます。（女性／30 歳代／北秋田地域）

●保健、医療機関の充実。（男性／70歳以上／北秋田地域）

●現状で良いと思います。背伸びしないで今ある物を大事にして欲しいと思います。病院、介護等は親切な方だと

思うので、このまま充実をはかるべきと考えます。（男性／20 歳代／秋田地域）

●産科医、小児科をもっと地元に増やして欲しい。小さい子供を持つ母親や、妊婦が働きやすい環境をつくって欲

しい。（男性／60 歳代／仙北地域）

●医療機関の利用においての選択肢の拡大…セカンドオピニオン制など、提唱はされど…それを実際には行えるよ

うな十分な医師がいない。収入…金銭面で苦をすることなく、“普通”に家族を養える慎ましやかな平穏で幸福を

味わえる秋田になって欲しい。（男性／20 歳代／北秋田地域）

●私の住む所は医療に関して不満があります。日本全国どこでも同じ医療が受けられる事を望んでいます。（女性／

60 歳代／由利地域）

●日本一の小学生が育っても（学力）地元に残る受け皿がないと他の県に良い人材が行ってしまう。秋田の為には

なっていないのではないか。秋田市以外の市や町では医療面での差があり過ぎると思う。病院は、目の前にある



－81－

のに受け付けてもらえない病院は意味が無い。老人福祉よりも将来のある子供達に目を向けてもらいたい。もう

福祉は充分です。このまま年を取っても子供達が少ないと負担をかけてしまうので長生きしたくないです。（女性

／40 歳代／北秋田地域）

●市部と旧郡部の各種サービス、生活のしやすさ、便利さなどの点で落差があります。これは以前よりも広がった

気がします。（特に医療面）どこに住んでいても誰もが平等のサービスを受けられるようにしてもらいたい。田舎

に住んでいる人たちは皆不安です。誰でも平等なサービスが受けられるよう市部だけではなくそれ以外の地域へ

も各施設等の分散化を切に願います。さらには交通網の早期の充実。これが整わないと観光、産業の発展は望め

ません。私は山形県の近くに住んでいるので山形県のニュース番組を見ますが仙台圏にあるせいか、県全体が明

るく感じられます。（特に県知事の露出度！）秋田にもっと明るいニュースを！県全体のことを考えて下さい。

（男性／40 歳代／由利地域）

●若者の就業支援と雇用環境に力を入れて欲しい。若者を大事に育てる環境で雇用を整えて欲しい。秋田の将来を

担うのは若者だ。企業誘致を促進して欲しい。また少子化の防止にも繋がる。医療環境を整えて欲しい。医師、

看護師、助産師不足を何とかして欲しい。県で医療の専門学校を増やすべきた。現在働いている医療スタッフを

大事にして欲しい。県北側に教育（大学、専門学校など）環境が整っていない。県南側にばかり増えるのはおか

しい。（男性／20 歳代／山本地域）

●心に病気を抱えているけれど、近所の人や世間体を気にして言えずにいるから、自殺者が増えてしまうのだと思

います。薬だけでなく、カウンセリングの力や自然の力を伸ばし育てる環境が欲しいと思います。憧れだけで東

京に行ったり、家族とのコミュニケーションが不足していると思います。秋田に定住し、秋田を活性化させよう！

という意識を持たせるには、その土地での心地いい暮らしが必要だと思います。物だけを増やしていくのではな

く、本当の心の充足というものを、若い世代から高齢者にまで伝わって欲しいと思います。子供を心のゆとりを

もって育てられるようにしていきたいです。（女性／20 歳代／雄勝地域）

●私自身は検診を受けていますが、家族も含めて友人などは検診を受けている人が少ない。少子化対策といっても

不妊治療が必要な人、結婚していない人など、個別に理由があり、対応するのが難しいのではないかと感じる。

まわりで自殺する人がいると、気持ちがめいってしまって、さらにうつ症状になっている人がけっこういるので、

精神的な面でケアをしてくれる場所などがもう少しあるといいと思います。（女性／30 歳代／仙北地域）

Ｅ 地域社会（協働社会）づくり

●地域でもっとたくさんのお祭りやイベントなどを催し、老若男女が気軽に楽しく触れ合える場をつくって欲しい。

地域のネットワークが今まで以上に太く、大きくなりますように。（男性／20 歳代／雄勝地域）

●秋田の人は働き者で、お金の使い方が下手だと思います。農家の人でも県全体で農休日を決めて、地域のミニパー

ティー等を開き、地物野菜を使って婦人会の方達の手料理を頂き、少ない会費で出会いも生まれ、野菜の作り方

や、料理の仕方等の交流があったら楽しいだろうなぁと、いつも思っています。（女性／60歳代／鹿角地域）

●何でも一番の秋田！ただ自殺者のない県になって欲しい。意外と身近にいることに驚いています。昔のように近

所の人と話ができて、閉じこもらないコミュニティをつくって欲しい。少子高齢化で、近所には子供のいない地

域もあります。子供によって我が家は明るくなっています。こういう希望の光を沢山灯して欲しいと思います。

（女性／30 歳代／雄勝地域）

●秋田は本当に住みやすいところだと思っています。ただ常日頃感じていることは、県南、県北、沿岸地域との縦

の交流がもう少し（色々な面で）あってもよいような気がします。（女性／70 歳以上／山本地域）
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●自宅購入の補助や、秋田ならではの取り組み。特に、冬に除雪等十分な環境配慮により、住みよい街づくりが望

まれる。（男性／40 歳代／秋田地域）

●情報の効果的な普及のさせ方、必要な人に必要な情報が届くような環境作りを進めて欲しい。（男性／30 歳代／

秋田地域）

●近代的な地域づくりより、素朴な地域づくりを期待します。（男性／50歳代／由利地域）

●子どもからお年寄りまで住みやすい秋田であって欲しい。近所付き合いを大切に、孤独死などありません様に。

（女性／50 歳代／平鹿地域）

●物質（物とか施設）の豊かさではなく、伝統や文化の豊かさが必要。便利な社会ではなく、持続可能な社会を長

期的な視線で捉えて欲しい。（男性／30 歳代／雄勝地域）

●50 年前、私が生まれた頃の様に、一家に三世代の家族構成が存在する地域であって欲しい。自分の子供、孫が「ずっ

と秋田に住み続けられる」秋田になって欲しい。（女性／40 歳代／北秋田地域）

●人口減少、高齢化の秋田県の流れの中で、中高年、高齢者が持つ技術・能力の活用が重要と考えます。近所を見

ても、定年後暇を持て余している人を見かけます。中高年・高齢者が持つ資産の活用が、今後の秋田県の活性化

の鍵になる気がします。高齢者自身のためにも、地域のためにも…。ボランティア窓口なども、もっと気楽な、

「興味を持つ人の受け入れ窓口」的なものがいっぱいあってもよいような気がします。（「今日からこのＮＰＯ法

人に入ります」の前に試みとしての参加活動）特産物、農産物の売込みＰＲについては妙案はないが、東京のど

真ん中でモノを配るとかの量的なやり方は古い気がします。何か質的に有効な手法があればと思います。モノを

配ったほかに、ＰＲ内容を間違ったのでは話になりません。（男性／60 歳代／秋田地域）

●秋田の中央部ではないので、医療の充実を求めます。催し物なども県北でももう少しいろいろ楽しいことがあれ

ばいいです。田舎で土地はあるかと思うのに、駐車場が有料ばかりで、商店側の人がますます少なくなっていく。

スポーツや音楽の充実、子供だけで見に行ける場所に、映画を見れるホールが欲しい。（体育館ではなく）もっと

活気があれば、田舎ならではの人の批判や嫌な話も減ってくるのでは。各年代で活気を持ちたい。（女性／40 歳

代／鹿角地域）

●空家、空地、空室が急に目立つようになりました。誰も住まなくなり家が潰れたりするのを見ると、自分も年を

取ってきたので明るい未来が感じられません。県職員の人達に県民の為に仕事をしてもらいたい。（女性／60 歳

代／雄勝地域）

●震災から学んだ事をふまえて、災害対策や地域、隣県との繋がりを深め東北を支えられる存在であって欲しい。

新エネルギー導入（風力発電等）からこれをきっかけに秋田というブランドを全国へ広められたらと思う。最近、

閉店になった店舗がよく目につきますが、何かの形で活用できれば地域の活性化になるのではないでしょうか？

（女性／20 歳代／仙北地域）

●私は秋田市の中心部に住んでいますが、昔のような賑わいがありません。どんどん郊外が発展、子供の数も減り、

寂しいです。７月にオープンする「なかいち」には、とても期待しています。昔のような「広小路」になって欲

しいです。（女性／50 歳代／秋田地域）

●各所で行われるイベント等へ行ったりするが、中途半端な内容が多い。ありきたりのイベント内容だったりして

つまらない。（女性／30 歳代／秋田地域）
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●地域に老人クラブがなく高齢者の活動、集合する場所、集まりがない為あって欲しいと思う。子供が少なく、市

町村でも集いやひろばは送迎できる付き添いがいなければならず、就業前の子供達がなかなか集まらない。でき

ればもっと小さい集いの場、多くある介護施設など利用できないか。（女性／50 歳代／平鹿地域）

●若い世代の親、若者の“他人との関わり”下手が見られる気がする。仕事では教えられた関わり方を身につけて

いても、相談や意思伝達を苦手としている人が多い。自殺者数の多さや、少子化にもつながっているように感じ

ている。又、高齢者の持つ知恵を何かに活用できないか。社会と関わることで孤立する思いをなくす方法はない

か。（女性／40 歳代／秋田地域）

●地域が廃れて、寂しくなってきた。不便さがある。将来ここで暮らすにあたり、不安だらけである。分かりやす

い情報提供が欲しい。（女性／20 歳代／北秋田地域）

●地域、県とのコミュニティや情報を市町村だけでなく、テレビ、ラジオなどのメディアで詳しく知らせて欲しい。

（男性／60 歳代／鹿角地域）

Ｆ 教育環境の整備

●私の子供は障害があります。支援学校に通っていますが、高等部卒業後の進路がとても心配です。そういう人達

の就業支援や雇用環境を整備して欲しいです。秋田には理学療法や作業療法などリハビリの資格を取るための学

校が充実していません。（秋大だけです）高齢化社会でもあるので、こういう人材はたくさん必要になると思いま

す。専門校、または大学内に学科を作ってもらいたいです。（女性／40 歳代／秋田地域）

●学校等の教育機関に著名人や仕事に携わっている方から講演していただき、これからの子供たちに色々な話をし

てもらいたい。秋田県の歴史をもっと子供たちに教えてもらい、子供たちが大人になったときには、県内外で秋

田をＰＲできる人材づくりをしてもらいたいと思います。（男性／30 歳代／由利地域）

●ふるさと秋田元気創造プランを拝見させていただきました。確かにプラン通り働きかけをしていただきたいと思

います。これからも高齢者が増え、問題が山積みなのは分かりますが、中高年の今、働き盛りで子供に一番お金

がかかる世代には、とても厳しい状況でもあります。子供達には小さい頃からなりたい仕事を早く決め、目標を

持って勉強しなさいと良く指導されますが、いざやりたい事を見つけても、それを専門として勉強する学校があ

りません。結局、子供は目標を達成するために、他県の学校を希望します。子供達が早いうちから目標を持って

選択できる、そして他県からも志望したくなる、専門知識を身に付けることができる高校、大学､専門学校を増や

し、それに付随して地元で働ける企業があれば、親も子供と離れることなく、職場での出会いに繋がります。専

門知識を身に付けれる学校を増やし、他県からも若者を呼び込み、住み続けたくなる秋田をつくって下さい。（女

性／40 歳代／秋田地域）

●秋田県の教育は素晴らしい。全国学力テストは３年連続１位でも、それは残念ながら中学校までと思います。高

校へは進学するものの中退生の割合が多いと聞いていますし、大学への進学は、家庭の事情でしょうか、他県と

比較して、ぐっと少ないように感じます。また、地元に残る子供も少ないようですね。能力のある子供が地元に

戻り、秋田県の地域を生かした、県発展のため頑張ってもらいたいと思いますが、それにはまた、良い勤務先、

企業、産業が必要だと思います。老人ばかりの県にならないように…。（女性／70 歳以上／秋田地域）

●秋田県の中学生の学力は高いが、高校に進学すると学力の低下が見られると言われているのが残念！大学進学率

が低いこと、大学進学しても県内にマッチした職業が少なく、Ａターン率が低い。秋田県に全国から人材が集ま

る企業、世界へ通用する企業を育成することが重要と考える。（男性／40 歳代／仙北地域）
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●子供達に明るい未来を。夢や希望を持った子供達と、その夢や希望が実現できる秋田県になって欲しい。（女性／

40 歳代／平鹿地域）

●教育の充実を願っています。特に教師、その人達への再教育、再選考制度等の必要を感じます。（男性／50 歳代

／秋田地域）

●子供達が秋田に育って良かった、大きくなってから秋田県出身ですと胸を張って誇りを持てる様な県になってく

れたらと思います。また、小・中・高校生が遠足なり課外授業等で、もっと美術館や博物館を利用し、秋田の歴

史を学べる様に、県から利用方法を提案したらどうでしょうか。（女性／40 歳代／山本地域）

●これから秋田を支えて行くのは今の子供達。脱ゆとり教育になったものの、秋田の教育レベルは低い。人材の育

成は大人のみならず、子供達へのものに力を注いでいただきたい。今の子供の学力は親の収入の高さに比例する

傾向が見られる。収入の高い親は進学塾に通わせ、低い親は学校での教育しか与えられない。この様なことのな

い質の高い教育を行い、レベルの向上ができることが理想です。（女性／30 歳代／秋田地域）

●子供達が将来へ向け大きく成長出来るよう、スポーツ、地域交流等、心を育てる環境を整えて欲しい。雇用を生

み出せる仕組作りをして欲しい。他県から来た人にも心を開いて欲しい。（女性／40歳代／鹿角地域）

●子供達が少なくなって、小学校も合併するようになってきています。合併しても、今までの学校の時の環境と同

じように過ごしていけるように、のびのびと育っていけるようにして欲しいです。スポーツに関しても、すごく

可能性を持っている子供がうかがえますが、家庭環境や学校によってもったいないと思う場合があります。そこ

らへんをもっと県でも配慮していただくと、秋田県のスポーツの将来が明るいと思います。医療に関してはせっ

かく新しい病院になっても、住民のためにまわっていません。このままではいけないと思うので、もっと医療に

力を入れて欲しい。（女性／30歳代／北秋田地域）

Ｇ 国際社会に向けた取組

●国際交流に関し、観光や企業の面から考える事は理解できるが貿易に関しては心配している。特に中国、ロシア

をターゲットにしているが継続して評価できる実績や将来性について説明して欲しいところだ。環日本海構想を

推進する方向は理解できるが可能性についての説明が欲しい。（男性／60 歳代／秋田地域）

Ｈ 環境保全活動の取組

●ごみの有料化について。環境のためにも必要なことなので、仕方ないと思いますが、それに伴う問題点へのフォ

ローをして頂きたいです。マナーの悪い不法投棄、他施設へのごみ捨て（自分の家のごみを他で捨てるなど）が

とても心配です。（女性／30 歳代／秋田地域）

●瓦礫焼却については、万全を期して下さい。住民のために。（男性／50歳代／平鹿地域）

●循環型社会について。以前雑誌で、ドイツの特集を目にした。秋田もドイツの様に、自然に優しい生活ができた

ら嬉しい。普段、ごみを減らしたいと思っても、スーパーに１回行くだけで、結構な量のごみが出てしまう。過

剰包装の日本企業のあり方（紙箱など）スーパーでのスチロールトレイの使い方に？？？本当に必要なのかと毎

度思う。（スチロールトレイの回収といっても、洗うのも面倒だったりもする。はじめから、肉や魚もトレイなし

のビニール袋でいいのでは…。紙箱等もはじめからなければ、分別する手間もない）余談ですが、秋田市では新

しいゴミ袋導入に伴い、コンポスト購入助成しているのは、大変うれしい。ただ、ネットで検索していたら、神
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奈川県の葉山（確か）で「キエーロ」とかいう手作りのコンポスト助成を見つけ、おしゃれで、おもしろかった。

秋田もただのコンポストではなく、せっかく自慢の秋田杉もあるのだから、おしゃれに景観に耐えうるコンポス

トもいいのでは…と。都会にあって秋田に足りないもの…それは、洗練されたおしゃれかもしれないと思ったり

している。（あと、若者の就職先も）（女性／40 歳代／秋田地域）

Ｉ 自然環境の保全

●北国の四季がはっきりしていて、秋田はすばらしいと思う。しかし、冬は雪が多いのがネックですね。私も十年

以上東京にいたのですが、やはり秋田の方が住みやすいです。春は山菜採り、秋はキノコ、我が生まれ育った所

と、昔の友達の友情です。（男性／60歳代／平鹿地域）

●自然を活かした県づくりをお願いします。（男性／40 歳代／秋田地域）

●秋田には本当にすばらしい自然がたくさんあります。その自然を活かして自然エネルギーに力を入れていけば良

いと思います。また、その際にはこの秋田のすばらしい自然を壊さずに環境にやさしいエネルギー開発を行なっ

ていって欲しいと思います。私の友人のほとんどは県外にいます。帰省し、話してみるとやはり秋田に帰って来

たいという声を聞きます。そういった人達のための支援を更に強化していただけたら嬉しいと思います。（男性／

20 歳代／秋田地域）

●自然を守る。自然を生かし自然をもっと活用して欲しい。（男性／70 歳以上／鹿角地域）

●大型スーパーや施設はもう充分なので、田畑を減らさないで欲しい。休耕地などは地主にお願いして、子供達が

遊べる（走り回れる）広場として使えたらいいな…。本来の日本はここにあるよ、というような緑が豊かで、水

も空気もきれいで、子供が外で当たり前に遊んでいる。田舎らしい秋田がずっと続くようにしたい。（女性／40

歳代／北秋田地域）

●自然エネルギー（太陽光、風力、地熱）で発展できる地域なのに活かしきれていない現状に疑問を持つし、原発

の影響があるのに食の安全性、生活の安全性がはっきりと証明されていない。秋田県は大丈夫と本心から言い切

れないのではないか？（男性／40 歳代／山本地域）

Ｊ 交通基盤の整備

●駅の周りに不便な道路（一方通行）多すぎで駐車場も少ないので、もっと中心部を何とかして欲しい。冬でも自

転車で駅前まで行ける様に、何とかして欲しいという声をよく耳にします。（女性／40 歳代／秋田地域）

●せっかく横手駅が綺麗になったのに、新幹線が通らず大曲まで行くのが面倒。結局、電車を使わず車で済ませて

しまう。妹夫婦や弟が県外にいるので、冬は電車で帰ってくるが、やはり大変そう。新幹線が通れば観光客も増

えそうなのに残念。（女性／30歳代／平鹿地域）

●私は県北の者ですが、秋田市や県南とかに行きたい時があっても、アクセスが悪くてなかなか行けない。県南な

どへはよほどの事でもない限り、行こうと思わなくなっている。なので気持ち的には、自分の中では秋田県は半

分から上までとなっている。もっと県北の者も秋田市や県南へ気軽に行けるようにしてもらいたい。あと、祭り

とか行事とかの宣伝も足りないと思う。（男性／40歳代／鹿角地域）
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●公共予算に制限があるためか、大通りから一歩入った住宅地周辺の道路の凸凹が多く、何年も補修されない。車

の通行のたび、ガタガタ振動し不快である。郊外の出店の増えている街道沿いは、しょっちゅう道路復旧工事が

なされているのに。人口が県内より流出しないよう、地元に産業誘致をもっとして欲しい。（男性／50 歳代／北

秋田地域）

●仕事で早番、遅番があり、今はスクールバスがありいいが、子供が高校生になると、送り迎えの心配がある。路

線バスの整備ではなく、高校生が使える送迎システムがあると助かる。（女性／40 歳代／平鹿地域）

●特に秋田市内の信号機のそれぞれの時間設定を考えるべきでは。誰が見ても頭をかしげたくなるような、車の流

れの多い所にあまりにも多すぎるのでは？誰も何も言わないのでしょうか。（男性／60 歳代／秋田地域）

●大館市に住んで 30年になりますが、秋田のことをあまり知りません。いい所がたくさんあるのですが、南部まで

は遠くて高速が高い。つい弘前、盛岡になる。でも今年、高速無料の時、いちご狩りに行ってきたし、この間さ

くらんぼ狩りも行った。青森よりおいしかった。高速無料が希望です。（女性／60 歳代／北秋田地域）

●道路の整備、改良。日本海東北道の未通区間の早期整備、本荘大曲道路など地域高規格道路の早期整備。国道、

県道など冬期通行止めとなる区間と幅員狭小区間の早期改良。鉄道の設備改良、輸送改善など。秋田新幹線のさ

らなる高速化（曲線改良、行き違い駅の１線スルー化など）と増発（１時間に２本程度）及び山形新幹線の大曲

延伸。羽越本線、奥羽本線（秋田～青森間）の高速化と複線化（複線化が困難な場合は行き違い駅の１線スルー

化）。男鹿線、五能線（東能代～能代間）の電化と廃止された行き違い駅の復活。特急列車とローカル列車の本数

増発（特急列車は１時間に１本程度、ローカル列車は１時間に２～３本程度）と新型車両導入。秋田市、大仙市

などに新駅設置（秋田市は秋田貨物駅付近、大仙市は飯田地区）。第３セクター鉄道（由利高原鉄道と秋田内陸縦

貫鉄道）のＪＲ線直通運転実施。（男性／30歳代／由利地域）

Ｋ 災害の防止等の生活基盤の整備

●出来るだけ早急に津波などの災害マップを作成して、配布していただきたいと思います。若者が定着できる働き

の場を作って欲しいです。（女性／70歳以上／秋田地域）

●昨年の大震災の時は、長時間に渡り停電、断水が続いたが市の広報車が来たのは約 18 時間後、広報車から 10ｍ

程の場所に居たが何を言っているか解らなかった。国の津波や原発事故の対応が問題視されたが、もし将来秋田

県で同じ様な事が起きたら迅速に対応出来るだろうか。県民の生命を第一に調査や研究、シミュレーションをし

て今後の防災に力を入れて頂きたい。（男性／40 歳代／北秋田地域）

●最近国道県道のドライブして感じますが空家？その他の建物の雪害、風害に寄る崩壊物が多く見られます。（豚舎、

牛舎？等々）醜いばかりでなく危険だと思います。これらの整備をして頂き美しい秋田県にして欲しいと思いま

す。又、交差点等での見通しの悪さ（草や立カンバン等）これらは交通事故につながる恐れが大なので整備して

欲しいと思います。（女性／60歳代／仙北地域）

Ｌ 男女共同参画の推進

● 老若男女問わず、交流ができたら良いな！！健康な人、病気の人、障害のある人も仲良く暮らしたいです。（女

性／30 歳代／秋田地域）



－87－

Ｍ 文化活動の環境整備

●子どもと一緒に遊べる屋外施設を増やして欲しい。（女性／30 歳代／鹿角地域）

●子供が遊べる場所が少ない。東北の他県を参考にするべきではないでしょうか。（男性／40歳代／山本地域）

●○○の時（時期）に～に行ってみよう（しよう）という所が少ない。（男性／40 歳代／由利地域）

●秋田市の住民として「なかいち」という施設ができたが、どれだけ利用しやすいか。サークル、カルチャーが散

在し、特に中央公民館が文化会館というのは不便で利用しにくい。生ゴミ等分類が大変、高い。ふるさと秋田元

気創造プランを読ませていただき、すばらしいと思いました。夢で終わることないように、具体的にどんどん進

めて欲しい。（女性／70 歳以上／秋田地域）

●若い人に秋田に残ってもらえるよう、その世代に合わせた娯楽施設や店の発展、イベント等の充実を図ってもら

えればと思う。（男性／20 歳代／仙北地域）

●作品の公開する場をもっと増やして欲しい。（男性／20 歳代／秋田地域）

Ｎ 福祉サービスの充実

●生活保護に関する事。私の周りにも生活保護を受けている人が何人かおりますが、生活が苦しくて受けている人

と、受けなくてもどうにか生活出来る人もいて、その人はパチンコや色々な遊びにお金を使っている人もいます

ので、しっかり調べていただいて、どうしても生活が苦しい人に受け取ってもらいたいと思います。よろしくお

願いします。（女性／70 歳以上／山本地域）

●生活保護者給付金について、この頃テレビの話題にもなりました。給付の仕方について、提案です。生活保護者、

母子家庭､父子家庭などの給付金を受ける人口が急増とかいう話が聞こえます。しかし誰が給付されているのか、

この田舎暮らしの地区でも分かりません。給付金は公金です。公表すべきです。自治会長ぐらいには。給付者の

多くは一般者との付き合いや義務を断ち切り、家に閉じこもり、暗くなってから行動する。これでは悪循環です。

もっと外へ出すべきです。先進国の一例では、何らかの健康に問題がある人を除き、ボランティアをさせ、ポイ

ントカードを持たせ、実行したら管理者からサインをもらい、一定のポイントが溜まった者には支給金を支給す

るそうだ。そもそも五体満足でいて、ただお金をもらうのは不公平だというのだそうだ。我が秋田も国とか法律

とかの難題があろうと思うが､全国に先駆けてこのような方式を取り入れた方が良いと思います。やがては支給者

が減少し、みんなで地区の発展に取り組み、地域に溶け込んでいく手立てになるのでは。（男性／60 歳代／仙北

地域）

●老人ホームへの入居待ちの方がたくさんいると聞きます。よりよい施設入居が早くできるように思っています。

（女性／30 歳代／平鹿地域）

●高齢化が多い秋田は、仕事の雇用が少ない。元気な人は多くても、雇用がないのではやはり住めなくなる。逆に

病気がちな人は、介護環境が充実していれば、そこに住み続ける。将来的に考えるのであれば、全国一の介護環

境が循環型になっている県であって欲しい。人不足はあるにしても、協力（応援、調達）できる体制、育成と考

慮して対応していくものであって、近隣市町村が協立、協力できるシステムがあって県がサポートする。こうあっ

て欲しいなと感じている。協力する企業、団体は県の方もＰＲしてあげて、循環できる体制にしてもらいたい。

（男性／70 歳以上／秋田地域）
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●１人暮らしの人を「ひとりぼっち」と思わせない温かい地域とのつながりを作る。障害者も明るく楽しく生活で

きるよう地域とずっとつながりを持てるようにする。（女性／40 歳代／由利地域）

●私は今、目も衰え失明の一歩手前となり出歩くのも控えるようになりました。読む、書くことが大変に苦手です。

地域交流といっても知らないでいる事が多いです。何かもっと良い方法があるといい様に思います。（女性／60

歳代／仙北地域）

●若者が秋田で生きていきたい！！と思えるような、雇用状況、子育て支援、介護支援を充実していって欲しいと

思います。大仙市のマル福が期間が長いのは感謝しています。どの市もそうなればとてもいいのではないかと思

います。最低賃金ＵＰもお願いします。（女性／30歳代／仙北地域）

●不安を感じた時、相談相手は多くは同じ同類だと思います。つまり何年間も互いに苦しみを感じたままの日々を

続けるだけだと思います。身近なエリアにいる専門家が調べられる機関があればすばらしいと思います。（男性／

50 歳代／秋田地域）

●視覚障害、聴覚障害、その他の障害者それぞれの集まれる施設。それぞれの老人ホームが必要。障害者の雇用が

ない。（あってもパート）障害者の雇用をしないことを罰金で許さないで。50 人以上の社員のいる会社は障害者

を必ず雇用すること。ホテルで障害者の就業支援を年に２回ほどやっているが、参加している会社はほとんど見

せかけ。採用する気なし。採用しても二年でクビにする！障害者は秋田に仕事がないので、県外に出るが障害が

あるため親も本人も不安な気持ちで、孤独に生きている人が多い。（男性／50 歳代／秋田地域）

●ゴミ収集方法や資源ゴミの出し方等、他県の様々の例を参考にしてもっと良い方法にして下さい。相互扶助制度

の介護保険ですが、健康に気を配り介護サービスを５年～10 年も使わない高齢者には努力賞の意味で、払い戻し

の制度が有ってもいいと思います。一考して下さい。減額になった年金から値上がりした介護保険と後期高齢保

険が天引きされるのは悲しいです。（女性／70 歳以上／平鹿地域）

Ｏ 犯罪や事故のない生活基盤の整備

●地域の中で安心して暮らせる社会、老人も子供も、子育て中の夫婦も、みんなが思いやりを持ち、笑顔で暮らせ

る社会になったら、秋田の人口も増えていくのではないでしょうか。（女性／60 歳代／雄勝地域）

●子供たちが大きくなっても住みやすい、安全な場所であって欲しい。他県からも「一度は行ってみたい」といわ

れるようになって欲しい。（女性／40歳代／秋田地域）

●いつも思う事！まるで捕まえる事を目的としているかのように、隠れて見ているパトカー！違反者や事故が起き

ないように、ちゃんと見えるところでパトロールして欲しいと思う。日陰の車の中で、話をしていたり、夕方の

涼しくなった時間帯のみだったり…怠慢としか思えません。捕まえて、罰金取ってポイント稼ぐのではなく、違

反者を少なく事故ゼロを目指す秋田であって欲しい！「止まってないで、走ろうヨ！パトカー」高齢化社会で、

気持ちは分かるけど、若者が楽しめる施設が秋田は足りない！（男性／40 歳代／秋田地域）

●安心、安全で犯罪が最も少ない県であってもらいたい。（男性／50 歳代／北秋田地域）

●夜間にも活動ができるように工夫して欲しい。（男性／20歳代／仙北地域）

●中心部ばかり進んでいく、市町村の山間部は限界集落だ！！街灯をつけたり、もう少し考慮した方がいい。この

時代、何があってもおかしくない時代なので、子供達の安全など考えたら、山間部の街灯のない所はつけてもら

いたい。（必ず）山間部あっての中心部だと思う。秋田は山間部がスゴイ！！と言われるようになってもらいたい。
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（女性／40 歳代／由利地域）

Ｐ 文化と景観の保全

●建物、施設などは中途半端なものでなく、目的をきちんと決め、完全なものをつくって欲しい。（女性／60 歳代

／秋田地域）

●この予算のつかない時に、県職みなさんの頑張りには感謝しております。今後も頑張って下さい。私共も頑張っ

ていきます。秋田はもっと他県からうらやましがられるような景観が多く残っておりますが、整備不足が感じら

れます。単体ではなく、線でいけたらうれしく思います。産業も素晴らしいですが、自然しかないので。（男性／

30 歳代／由利地域）

●他県の後追いや田舎らしさを消すのではなく、秋田の良さを発信して欲しいです。暮らしていてホッとするよう

な昔ながらの景観を残して下さい。子供を連れて出かける場所が限られています。心が豊かになる様な文化、自

然に触れられる場所をもっと増やして欲しいのとＰＲして頂けると嬉しいです。（女性／60歳代／由利地域）

●貴重な建物や古い建造物を無くさないで欲しい。街並みの魅力が無くなる。（女性／60 歳代／秋田地域）

Ｑ 買い物や交通等の生活圏の機能維持

●私ども住んでいる町は、携帯電話も一部つながりません。バスなど交通機関もなくなり、高等学校（湯沢市）に

行く子供達を家で送り迎えしてます。とても難儀しております。（男性／60 歳代／雄勝地域）

●車のない高齢者が買い物等できるような環境が欲しいものだと思います。大型店が郊外にできるので、町のお年

寄りからもそんな声を聞きます。（女性／60歳代／北秋田地域）

●大型店が郊外に進出して、街の商店は廃業し、今や車を持てない者は買い物にも不自由な時代となってしまった。

かつてはその土地の商店が地域コミュニケーションの発信地ともなり、笑い声や話し声であふれ、つながりも強

かった。私が今一番気がかりなのは、あと 10年もすれば高齢化で、大型店に買い物に行けない時代がやってくる

のではと…。（男性／60 歳代／平鹿地域）

●毎日の買い物が不便で移動販売とか近くにコンビニ等がもっとあると、毎日の生活が助かると思います。（女性／

70 歳以上／山本地域）

●バスでの通院が大変です。（男性／20歳代／北秋田地域）

●県外に嫁ぎ、再び県民になりました。買い物の不便さを痛切に感じます。空の市民バスが通り過ぎます。不思議

で仕方ありません。（女性／70歳以上／仙北地域）

●秋田県での交通手段は車が主流です。無料の駐車場があると駅前はもっと活性化すると思います。郊外の大型店

から駅前への移動方法が多数あると更に活性化すると思います。（シャトルバスや地下鉄など）（女性／40 歳代

／仙北地域）

●秋田駅前に無料駐車場があれば、駅に買い物に行きます。行きたいのに、駐車場が有料なのでなかなか行く気に

なりません。それに、電車の駅がもっと増えるといいのに！！秋田～土崎￥190 で行けるのに、バスは秋田駅～
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陸運支局前￥240・・・変！！！駅の数があれば秋田駅ももっと気軽に行けます。操車場（泉）あたりに。免許を

取ってからずーっとそう思ってました。（女性／20歳代／由利地域）

●私の地域はバスは一日数本と不便です。人の少ない事もあると思いますが車のない人は本当に大変です。病院に

もバスで一日がかりの仕事です。元気になるために行くのに病気になりそう。私は今は車ですがこれから数年す

ると乗物はバスと思うととても心配です。私の家の前を大型のバスはいつもガラガラです。時間の事もあると思

いますが、時々は小型バスなどどんなもんでしょうか。又、市内は無料バスがありますが、もう少し田舎にも便

宜をはかって下さい。田舎に人がいなくなる一つに不便があると思います。色々大変でしょうがよろしくお願い

します。（女性／70 歳以上／由利地域）

●私は大仙市に住んでいますが駅前がもう少しにぎやかになって欲しいと思います。病院ができたら少しはかわる

でしょうか。病院に来た人たちが休む所が少なく（買物する所含む）バス、電車の待ち時間の過しかたが気にな

ります。（女性／50 歳代／仙北地域）

●隔地が多く、体の具合の悪い人達が冬の寒い時、夏の暑い時などバス停に午後の遅い時間帯に座っている姿が哀

れで仕方が無い。また、家のバス停まで歩いて 20～30分という人達もおり、病院等への通院の仕方を手伝ってい

ただけたら有り難いと思います。（女性／50歳代／雄勝地域）

●駅前開発がようやく見えてきましたが、りっぱな箱物を作るだけではなく、そこに人が集まりやすい環境づくり

をぜひお願いします。駅前は県の顔ですので、皆が集まりやすいよう循環バス等の交通網を作って下さい。（病院、

空港など循環できれば…）以前の広小路のにぎわいを再現して欲しいです。よろしくお願いいたします。（女性／

40 歳代／秋田地域）

●地域によって冬場の除雪の悪さにおどろきです。雪国＋秋田＝高齢者が増え続ける中、半年間は雪との戦いです。

除雪費を増やして欲しい。（男性／60歳代／平鹿地域）

●県道脇の草刈はおそまつで隣接農家に迷惑を掛けている。（病害虫等の発生の原因になるおそれがある）県道在地

で歩道すぐ脇位はもう少し丁寧に刈ってもらいたい。（男性／70 歳以上／山本地域）

●高齢者で車の免許証を返納した関係で買い物に不便を感じております。（スーパーまでバスで 40 分）交通機関が

バスよりありませんのでバスを小型化して本数を増やして欲しい。（女性／70 歳以上／北秋田地域）

●豪雪地域に住んでいますが、流雪溝がない為、冬期間はとても困っています。仕事、買い物、病院、どこに行く

にも車がないと行けない不便さも感じています。もっと、住民が生活しやすい環境づくりをお願いします。（女性

／30 歳代／平鹿地域）

●私達の住んでいる所は豪雪地帯なのですが、除雪の方があまり細めに走ってくれません。予算がないからとの事

ですが、半年は雪の中での生活です。雪に備えての予算を多くして欲しいと思います。特に山中なので細い脇枝

の道路は大変不便に思っています。宜しくお願い致します。（女性／60 歳代／由利地域）

●駅前に出かけるたび飲食店に入って休むわけにはいかないので、家から持参した弁当など食べられる場所、ベン

チ、テーブルがあればいいなと常々思っている。（ぽぽろーどにベンチがあるが、何か食べるには通行人の目が気

になり落ち着いて食べていられない。）（男性／30 歳代／秋田地域）

●自然が豊かで子育てがしやすい反面、バスや電車の便が悪い地域では車が必需品で、高齢者にとっては不便。首

都圏に比べ、賃金が安い割に税金や保険の占める割合が高い気がします。（男性／30歳代／秋田地域）
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●冬場のバス乗り場、除雪した雪の山、乗る、降りる、危険です。（男性／70 歳以上／秋田地域）

●首都圏のようなバス料金の定額化やＳｕｉｃａの導入など実現したら嬉しい。（女性／20歳代／秋田地域）

●もう少し交通の便を良くして欲しいなと思いました。（時間など）そうすると外出の機会も増えるかなと思います。

もう少し生活が楽しくなるかもしれません。（女性／20 歳代／由利地域）

Ｒ 県のＰＲ活動やイメージアップ戦略

●秋田県人気質を持って、方言（秋田弁）を使うべし（キャンペーンを実施せよ）特にサービス業の人達は（ホテ

ル、旅館、飲食業 etc）「いらっしゃいませ」ではなく、「よく来たなー」「疲れたべー」と言った方が印象がよい

と思う。県知事や市長など、行政に携わる人達も表敬訪問に来た人達に使うべし。秋田で生まれ、方言を話せな

いなんておかしいと思う。「ふるさと秋田元気創造プラン」うんぬんと言う前に、秋田県人は方言を話せる様にす

べし。それが先だ。会話が生まれ、親しみが生まれ、仲間意識が生まれる。（男性／60 歳代／秋田地域）

●私の住む北秋田市には、北欧の杜という環境の整ったすばらしい公園があります。しかし、隣の大館市や能代市

の一般住民はこの公園があることすら、ほとんどの方が知らないのが現状です。秋田県はメディア等を使ったり、

メディア番組をうまく利用する等の、宣伝活動が不足しているのではないかと思います。最もがっかりしたのは、

秋田県で一番力を入れなければならない、米の消費活動で、あきたこまちとコシヒカリの誤りに気が付かなかっ

た事。県の職員は、秋田県人の代表なのだから、県民の幸せと所得向上のため、地に足をつけて頑張っていただ

きたい。若者が働ける企業が沢山あったらと思います。（女性／50 歳代／北秋田地域）

●テレビを使ってのアピールに力を入れて欲しい。若い人は、広報や新聞を読む事が少ないです。出会いのイベン

トは良いと思いますが、県内だけでなく県外から呼び込まないと、大館や鹿角だと知り合いにあったりしました。

街コンなど、流行に乗らないといつまでたっても「田舎の秋田」というイメージが取れないと思います。（男性／

20 歳代／鹿角地域）

●私は高校を卒業してから秋田を出て東京、仙台と転勤して９年前に戻ってきました。すばらしい観光資源と豊富

な海、山、田、畑の食があります。他県と比べると積極的なアピールが足りないと思います。（男性／50 歳代／

由利地域）

●「ふるさと秋田元気創造プラン」を初めて拝見いたしました。内容はまさしくその通りであり、行政の皆さんに

は実現に向けたご努力を期待いたします。プランの実現には、県民の意識が同じ方向を向くことが不可欠であり

ますが、問題意識が定着しているかどうか少々疑問が残ります。知事をはじめとし、行政の皆さんには機会ある

ごとにＰＲしたらいかがでしょうか？とにもかくにも地域や秋田が元気であって欲しいと思います。他県から見

て「秋田の人は元気があるね！」と言われるような県になることが最大の願いである。（男性／60 歳代／秋田地

域）

●男鹿、田沢湖など行く度に思うのですが、秋田を代表する観光地であるはずの場所が何となく暗い、さびれてい

る雰囲気を感じます。美味しい食べ物やお酒、温泉、観光地など良い所はたくさんあるのにその魅力を発信する

ＰＲがない所が残念です。（女性／40歳代／仙北地域）

●自然、風景、食材、人材、たくさんの魅力があるのにＰＲが上手に出来ない。県民性なのか、いなかなのか…。

県民の良い所、そしてすばらしい所をどんどんＰＲすべき。広報利用や県出身の芸能人や著名人等に協力しても

らってはどうでしょうか？ミスあきたこまちのように若い人をＰＲにしてもいいですが「あきたマイスター」の

ように地域のことを何でも知っている、ＰＲする製品を知っている中高年の「女子パワー」をＰＲに秋田美人を
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募集してはどうでしょう…。（女性／40 歳代／北秋田地域）

●実り豊かな自然（農産物）と郷土料理（観光）をＰＲ。若者が住める雇用対策。（男性／50歳代／雄勝地域）

●全国ワースト１があまりに多すぎる。それからの脱却を目指す県政を！人口減少に歯止めをかけ、若い人達が安

心して、楽しく暮らせる秋田県づくりを。東京、大阪等大都市圏から「秋田はいいぜ！秋田で暮らそう！」って

なれるような魅力ある秋田県になれるのが夢。（男性／60歳代／平鹿地域）

●秋田県のＰＲも県庁の職員の方たちだけでは不十分だと思う。プロデュースする著名な企業等に託するなど、外

からの目と手があれば「内陸線」「男鹿」「田沢湖」「八幡平」などもっと観光客を呼べるのではないか。バターも

ちや各地のおいしいものの本物を守り（商標登録をしていたが、すぐ認可すべき）その地に行かねば食べられな

い、という価値を付けて、マニアな客を呼ぶべき。内陸線の活性にもつながる。地元民がわざわざ行って、やっ

と食べられるというおいしい本物をもっと増やすべき。田沢湖（特にたつこ姫付近）に行ってもおいしい物、しゃ

れたみやげ品など皆無…。情けない…。だから山形や青森に負けてしまう。おいしい野菜、おいしい菓子店など

に協力を求め、地元民も納得のする物を作り出し、他県民に周知し（るるぶ、まっぷる等）集客させる。宝はあっ

ても、創作できない県民を何とかしなくては、若者はどんどん流出してしまう。税金を活かして欲しい。追記。

かつての上司のアイディア。内陸線の各駅に太田町（？）出身のトトロの森を描いた作家、男鹿和雄さんの作品、

オブジェ等を展示し、ファンを呼ぶ。何年か前の角館の作品展の集客力を考えると継続的な集客も可能と考えら

れる。大きな「箱もの」ではなく、既存の建物にいかにコストをかけずに付加価値を付けるか。農家民宿など増

えてきている。集客→宿泊→リピート、この流れを作る。（女性／40 歳代／秋田地域）

●学生の頃、都会から帰省する車窓から見える秋田の風景にとても癒されたのを忘れられません。他の県を追いか

けるように秋田を元気にすることよりも、秋田にしかない良さを活かしたＰＲをして欲しいと思う。“癒し”が求

められる今の時代、秋田県の問題点でもある、自殺の防止の為にも、頑張っている日本人が秋田に来るとゆっく

りする…そんな場所になれたらと思う。そのために、色々な環境を整えなければならないのだと思うが、経済面

からすぐには困難な事も多くあると思う。しかし“人づくり”という面であれば、教育はじめ比較的意識づけや

すいのではないかと思う。ブータンと秋田大の交流はとても良い試みであると思い、期待しています。（女性／30

歳代／仙北地域）

●既存の文化、お祭の行事を全国的にＰＲする。新たな企画は必要ない。新たなアイディア、行事を附帯させ、ボ

リュームある企画とする。そのためには全県的取り組みが必要であり、県政が呼びかける必要がある。（男性／70

歳以上／秋田地域）

●県では、色々な事の環境を整えたり、活動をしているとは思いますが、例えば農業で秋田の米をＰＲしようと行っ

た時の、おにぎりの表示ミスの問題等、行っているが業者に丸投げではないかと思われたり、教育や福祉におい

ても色々な支援が整っていても、利用する側には伝わっていないなど、踏み込みが今ひとつ足りないのではと思

う事があります。観光でも、秋田には他県にない美しい所がたくさんあっても、そこへ行くまでの標識が地元民

には分かっても、他地域から来た人には、分かりにくかったり、せっかく韓国ドラマロケで、韓国や他県から観

光客が来ていた時も、ロケ地に行ってもそれらしい表示がなかったりで、観光客のリピーターが少ない要因にな

るのではと思われます。全体的にＰＲ不足と、活動の確認不足で、せっかくの様々な取り組みを残念なものにし

ていると思います。（女性／50歳代／平鹿地域）

Ｓ その他

●パソコンの使い方などよくわからない者には、情報（インターネット）の利用ができず不便である。新聞等の情

報は事業やイベントが終了した後の為、イベントなどになかなか参加できない…。（女性／50 歳代／秋田地域）
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●何から何までインターネットで得られる情報社会の現状ですが、インターネットに縁遠い高齢者にも分かりやす

く身近に情報が得られるシステムも、もう少しあっていいのではないのかなと…？！アンケート内容…少し難し

かった様な気がします。（女性／60 歳代／平鹿地域）

●あと数年で定年退職し、年金生活になるわけですが、まだまだ元気で働けると思うので、少子化対策なり、地域

のためのお手伝いはできる限りしていきたいと思っています。そこで県としても、きちんとした仕事としての扱

いをしていただき、最低賃金並みで良いですから、報酬を下されば年金にプラスして充実した生活ができるもの

と考えています。年金だけでは心細いです。（男性／50 歳代／鹿角地域）

●秋田県へ期待している事が多く、低評価となってしまいました。どうしても他県と比較してしまいます。秋田県

の成長は「こんなもんじゃない！」と思っていますので、私も頑張っていきたいです！！（男性／30歳代／雄勝

地域）

●最近インターネットの記事（産経新聞）で読んだものですが、岐阜県に未来工業という法人があり、日本一「社

員」が幸せな会社と呼ばれているそうです。理由は色々あるようですが、驚いたのは、離職率０％という通常で

は考えられない数字でした。一般法人の運営と、地方自治体の運営、種類が全く違うのは重々承知しております

が、「日本一県民が幸せな県」を目指すためのヒントがあるような気がしてなりません。枠の都合もあり、中途半

端な意見となってしまった事、深くお詫び申し上げます。（男性／30 歳代／秋田地域）

●子育てを通しての親同士のよい繋がりをもっとつくるべき（時間をかけても）地域のキーマンは、その中から育

つ。秋田の良い所もあるが、色んな面で市民の意識が低すぎる。キーマンが育つ土壌がない。行政主導でかろう

じて動いてみえる事業も、中身がない。がんばっている一般人は、ごくわずか。様々な取り組みが長続きしない。

起業して秋田から日本を動かすような人が出てこないと、この先はない。（女性／40歳代／平鹿地域）

●提案だけに終わってしまう傾向にあると思う。目標設定したら、いかに効率よく進むかを工夫する必要があると

思う。このアンケートがどの様な形で公表され、どのように反映するか楽しみにしています。（男性／50 歳代／

由利地域）

●社会の様々な仕組みについて深く掘り下げて、計画がなされることを期待します。例えば、医療⇔福祉⇔地域社

会は、それぞれが単独ではなく､必ず相互に繋がっているものですし、そのつながりを無視した計画は無意味だと

思います。これからの計画が人材育成も含め、内容ある、意味のある、動きのある活動となります様、期待して

います。（女性／40 歳代／由利地域）

●高齢者が安心して生活できるサービス体制や、若者が秋田にいたい、戻って来たいと思える環境づくりは、もっ

と頑張って欲しい。もう一歩踏み込んでくれたらいいのにと思う制度などたくさんあるように思います。もっと

県民の意見を取り入れていって欲しいと思う。自然豊かな秋田県は誇りです！！ぜひ大事にしたい、守っていく

べき！！将来の不安が最小限で済む、そんな秋田県であって欲しい。（女性／20 歳代／平鹿地域）

●他県の人に自慢できるような県でありたいが、なかなかそう言えるところがなくて残念というか、情けないとい

うか、そんな思いです。何故でしょうか。県民歌にもあるように、まずは「美しい秋田」であって欲しいと思い

ます。街も道路も、山も川も、ゴミなんかあったら許されません。そんな小さな取り組みからでも、いいのでは

ないかと思います。子供たちにも、そういう意識を持ってもらいたいと思います。（女性／40 歳代／山本地域）

●｢自分の生活」に幸せを感じて、はじめて社会へ目を向けるステップになると思います。生活にいっぱいいっぱい

では、とても県政にどーのこーのと思う余裕などありません。「お役所」の「お役所的お仕事」しかしない秋田県

（そうとしか見えない）は、型にはまったマニュアル通りの事なかれで、若者流出、少子化になるのは当たり前で

す。プランばかり立派にしても、ここ何年かで右上がり事項はありますか？（女性／50 歳代／雄勝地域）



－94－

●県の職員や地方の職員と住民との<つながり>が少ないと思います。住民と身近に<話し合い>が出来れば良いと思

います。（男性／70 歳以上／山本地域）

●「おかげさまで」といつまでも言える県民。市場の論理だけの社会ではなく、みんなに優しい秋田県を希望しま

す。（女性／60 歳代／仙北地域）

●調査はもっと若い層からの対象が良いと思う。（中学、高校、大学）我々70 歳に聞かれても、ちょっと考えが違

うと思います。（男性／70 歳以上／北秋田地域）

●若い夫婦でも暮らしやすい秋田であって欲しいです。税金への負担など。（女性／20歳代／秋田地域）

●地域活力の衰退となる基本問題は、とっくの昔から言われ、県も前から取り組んでいるものの大きな効果が得ら

れないのが現状なのではないでしょうか。Ｈ22 年からのプロジェクト 10 年先を見据えて取り組んでいること、

県民と一丸となって進めていきますとあるが、県民はどこまで知っているのだろうか？疑問です。町は県内でも

高い少子高齢、厳しい雇用、自殺…と問題を抱えています。Ａターンし地元で結婚、子育てしている今、町、県

が発展するように私も県が目指していこうとするものについて、勉強不足であったことを反省し、県民の一人と

して、情報を得ていかなければならないと痛感しました。（女性／40 歳代／山本地域）

●日々生活がきつくて、貯金もなく、未来の不安がぬぐえない。そんな不安のいらない秋田県になってもらいたい。

（男性／30 歳代／平鹿地域）

                                                                                                                                                        


