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（平鹿地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：産業振興（食品産業）～横手の食 これから～

日 時：平成２４年８月２２日（水）１４：００～１６：００

場 所：横手市 デリカテッセン＆カフェテリア紅玉

【知事あいさつ】

現場で実際に汗を流している皆さんの情報がなかなか入りづらい。情報は入ってきて

も、いい話しか入ってこない。今回、横手では食がテーマということで、今は全ての分

野において食は重要。観光だけでなく、高齢化に伴う安全・安心な食の確保、アメリカ

ンナイズされた食の中で子どもたちの健康に直結する食、海外への日本の食の売り込み

等。横手周辺は食をキーワードにした情報発信が非常に強い地域ではないかと思う。今

取り組んでいること、今後やりたいこと、課題等お聞かせ願いたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

豆腐カステラをつくっている。家庭環境の変化に合わせて小さめのサイズの商品を売

り出したところ好評を得ている。また、消費量が落ちてきているため、新しくチーズ味

やチョコレート味など若者向けのものや、カボチャや山内産の黒豆入りなどたくさんの

種類をつくっている。

豆腐をつくったらすぐにすくい上げてパック詰めして売り出すことで、味が落ちない

よう工夫している。豆腐づくりで一番気をつかっていることは、秋田県産大豆のリュウ

ホウを使っていることで、これからはカステラづくりにも使っていこうと思っている。

豆腐や大豆を活かした、今後の高齢化を見据えた介護食や独居老人食に役立てられる惣

菜の開発に取り組んでいる。

（Ｂ 氏）

横手のラ･フランスをベースに使ってジュースをつくった。ラ･フランスは山形が有名

だが、横手にもこれだけおいしいラ･フランスがあるということをアピールしたかった。

おいしいところだけを使った無添加のジュースである。ブドウを使ったジュースも大変

好評。ジャムは手で絞った果汁を煮詰めた無添加のもので、ブドウ100％の無添加ジャム

は、世界中探してもないのではと自負している。原料に限りがあり大量生産はできない

ため、首都圏等の高級ストアや香港、台湾、上海で販売している。

後三年の役とかけて、合戦絵巻をパッケージのデザインにしたワインやジュースの販

売をはじめたところ非常に好評。

（Ｃ 氏）

農産物の価格が低迷する中で農業だけでは生活していけない、それが秋田県の問題で

もあるし農家が直面している状況でもある。そこで、グループとして農産加工、販売を

はじめた。自分たちのつくったものになるべく手を加えず消費者に届けたいという思い

から、ドライフルーツをつくりはじめた。一般に市販されているもので国内産のものは



- 2 -

ほとんどない。秋田県産のものはこれまで一切なかった。

衛生管理が消費者に非常に求められているが、県内にはきちんと保証できる加工業者

がない。青森に原料を持って行って加工しているのが現状。県内で加工ができるように

して欲しい。

ギフト商品をつくるにしても箱代等の経費がかなりかかり、やりたくてもできずにい

る。一度にできなくても少しずつできたらと思う。秋田を代表する農業地域として横手

をアピールしていきたい。今後は水稲にも少しずつ入っていき、企業として何とか荒れ

ている田畑を少しでも減らし、自分たちの子どもや若い人たちに働く場を設けることが

できないかと取り組んでいる。

（Ｄ 氏）

味噌を少量パックで販売しはじめた。ここ何年か甘酒のブームが来ている。しかし自

社の製品は無添加のため賞味期限が短く首都圏に送れない。その辺りの研究を総合食品

研究センターでやってくれているので研究、技術が進むことを期待している。

（Ｅ 氏）

青果業があまり好調でないため山菜の販売をはじめた。総食研からの助言により、県

内で水煮に加工して県外へ販売しはじめたところ好評。農家の人たちは高齢者が多いの

で、収穫に無理がないように菊の花とトウガラシを栽培して販売し、残量を引き受けて

いる。タダのものをお金に換えるという発想から、フキの葉の佃煮や、普通は廃棄して

いる芋がらを販売しており好評である。

140名以上の方々に山菜を採ってもらっている。加工機器が高額なため、山形に運んで

洗浄作業だけしている。群馬、埼玉では県でそれらの機器を買って、何分で何円のよう

に安く貸し出している。秋田でもそのようにできないものか。

学校の統合により使用しない給食センターが生じ、借りようかと思ったが施設が広く

電気代もかかるため断念。フキの葉の佃煮を20㎏欲しいと言われたが、自分のところで

つくるのには難しいため対応できないでいる。給食センターのような大きな鍋を一台で

も使えたらと思う。

（Ｆ 氏）

シイタケ栽培を主にしていたが、他県の生産量も増え値段が下がってきたため、同じ

ハウスで育てられるものとしてキクラゲ栽培をはじめた。国内産キクラゲの自給率は約

５％であり、まだまだ国内産の需要に達していない。高温での栽培が必要であり、冬場

が大変なため、主に夏場だけ栽培し、冬場は乾燥したものを販売している。

（Ｇ 氏）

、 、食物を加工してお客様に販売しているが 皆さんが大事につくられた素材を加工して

お客様に丁寧に渡すことの重要性を改めて感じている。今日は、普段お店で扱っていな

いものも使わせてもらったが、使ってみると地元の食材はすばらしいと実感した。これ

までもできるだけ地域で採れるものを使うようにしてきたが、メニューの枠がふえたの

で、これを機会にもっと使っていきたいと思う。

個食がふえてきているので、一人暮らしの方や、仕事で忙しくて調理する時間が取れ

ないという方向けの食を提供できたらと思っている。また、子どもたちに安心な加工品

や病気がちな子どもたちへのメニューの提案などを行っている。
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豆腐のハンバーグにはキクラゲを添えた。豆腐の味噌漬けはウニに近い風味で、おに

ぎりの具にしてもおもしろいと思った。甘酒は、麹にあまり水を入れずにつくり、塩麹

を調合して三日間ぐらい置いた物をオーブンで焼いた。白和えは当店の定番料理だ。

、 。惣菜は家に持ち帰ってみんなで食べる場合が多く 食材の消費量はかなりの量である

地元の農家を応援したい気持ちがあるので、惣菜をつくることで皆さんの役に立てたら

と思っている。

【意見交換】

（知 事）

、 。海外でも日本でも 農産物をそのまま商店に並べるということは今後なくなってくる

生の農産物でも、ほとんどがカットしたものになっている。家族が少人数になっている

こと、一つのものをたくさんではなく、たくさんの種類を少しずつ食べるようになって

きていることが要因。

生産者と消費者の仲介をなくす、間に入るのは加工業者だけという動きがある。そう

なった場合、食品を商売にするには、飲食店として調理してその場で食べさせるか、惣

菜のような形で特定のエリアで販売するか、長期間の保存を可能にして配送するかの３

つである。これらをどう選ぶか、あるいはどう組み合わせていくかである。最近ではコ

ストがかかっても小さいサイズの商品の方が売れる。サクランボも山形が有名だが、味

は秋田県産も負けておらず、台湾などでも認められつつある。大量生産して安く販売で

はなく、質のいいもの、高級品は秋田というように差別化していけたらと思う。

加工については、秋田は加工業者がとても少ない。農産物の加工については補助率を

高くしたりと相当手厚くやろうとしている。委託でどこかやってくれたらいいが、なか

なか手を挙げてくれるところがない。ようやく２～３カ所出てきたところ。お金を用意

してもなかなかやる人がいないのが現状。

高齢化に対応した食は非常に大事。自然食品や無添加の食品をどうやって普及させる

か。一つだけではなく組み合わせが大事。今日の試食品は、この組み合わせで十分おか

ずになる。また、キクラゲであれば比内地鶏と卵とじにするなど。味噌漬けへの加工な

ど、どうやって加工品にするのかがポイント。

山菜はようやく東京でも売れるようになってきたが、ゼンマイの使い方やミズの扱い

方を知らない人も多いので、料理の仕方と一緒にしなければならない。

横手は発酵食品が盛んな地。発酵食品への加工や組み合わせを考えてもいいと思う。

全国的に、高齢者向け食品の販売をしている企業が大変好調。その流れと結びつけてい

けるのでは。秋田は今まで加工が進んでいなかった分、これからの時代に合わせていく

ことができる。

（Ｂ 氏）

ジュースは、盛岡に原料を運んで加工しているが年間１千万円ほどかかる。県内には

素晴らしい農産物がたくさんある。県内で加工して付加価値をつけて県外へ販売できる

システムができたらいい。特に果物は鮮度が非常に大事であるし、潰れたりしやすいた

。 。め輸送距離が重要になってくる あまりにも大変なため横手に工場をつくろうと考えた

農事組合法人を設立し、東北農政局で総合化事業計画に係る認定申請をし、５月に認定

を受けた。農水省の６次産業化推進整備事業に申請中。

工場については、統合により使わなくなった中学校の給食センターを市から有償で借

りる予定。他県に比べて保健所関係の規制が厳しく加工場ができなかったという声もあ
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る。認可されれば自社製品のみならず、県内の加工所として利用してもらえるような体

制にしたい。

（地域振興局農林部）

農水省で採択されれば２分の１補助がでる。不採択になっても県の事業とタイアップ

して進めていけるよう準備しているところだ。

（知 事）

規制については、全国同じで特別厳しいということはない。ただ、他県では規制がで

、 。きる前からやっていて既得権があり 新しくやるとなればどうしても規制の対象になる

また、首都圏等に加工した製品を売り出す場合は、食品関係の規制を完全にパスしない

と売れないから、厳しい規制をパスすることが逆に強みになる。

由利本荘に本社のある会社は、これまで年間５千万円ほどかけて山形で加工をしてい

たが、秋田市のある会社が加工場をやることになった。

Ｂさんの話について、国で採択されなかったとしても県は県で補助をする。加工場を

つくる際にはいかに回転を良くし稼働率を上げるかを意識して欲しい。自社製品以外に

外注をどれだけ受け入れられるか宣伝が必要で、県南は特に加工需要がある。

（Ｂ 氏）

、 。 、香港でモモのジュースが欲しいと言われ 試験的に製造を開始した これがよければ

来年度から本格化させる。昨年の豪雪でリンゴからモモに切り替えた農家が多くおり、

もう３～４年するとたくさん採れるようになる。桃のジュースは、絶対に特別な産物に

なると思う。まずは海外で好評を得てから、国内で販売するという戦略ができている。

（Ｃ 氏）

生産者の立場からすると、加工場が側にあるに越したことはないが、大きすぎない地

域に密着した施設であって欲しい。一つの加工場をつくってそれで全部をフォローする

というのでは農家はついていけない。

（知 事）

一定のエリアごとを目指している。ものにもよるが、相当大きな機器を備えるとなる

とある程度の大きさも必要。

（Ｃ 氏）

最終的に求められるのは安全。国のＨＡＣＣＰでないとだめ、秋田県版ＨＡＣＣＰで

は通用しない。県には衛生管理の指導もしっかりしてもらいたい。

資本を融資するからには、地域をしっかり見て、そこで出来るか出来ないかを判断し

て欲しい。

（知 事）

かつての農業政策や農業ビジネスは、軽易な加工場で自家消費に近いもの、ちょっと

した土産品や地域の物産のようなものの製造が中心であったが、これからはもっとレベ

ルの高い、外に出せるものを目指したい。生産、加工、販売先の見通しがついた上で進

めていかないと難しい。農家の横にちょっとあった加工所ではなく、それから進んだ加
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工場にならざるを得ない。全体として経営を成り立たせるにはいかに稼働率を上げるか

が重要になってくる。県南では加工場の話が必ず出るので、いかに少ないかが分かる。

（Ａ 氏）

豆腐カステラを焼く台は午前中で作業が終わるため午後は空く。そこで、例えばきり

たんぽを焼くというような協力体制をつくることもできる。利用したい人がいたら提供

。 、 、 、できる また 野菜入りの豆腐をつくっており 福祉施設や直売所などに出しているが

野菜のパウダー状、ペースト状になったものは鹿児島から取り寄せている。地元野菜を

つかったものがあればいいと思う。

（Ｅ 氏）

パウダー状にしたりする加工機器が270万円ほどで手に入る。群馬と埼玉では県が機械

。 、 。を買って有料で貸している それだと 小さな加工施設でも底辺が広がりやすいと思う

（Ｃ 氏）

長野県でもちょっとした集落に農産物の加工場をつくって機器を貸している。それが

あるから長野で果物の加工が普及しているのでは。

（知 事）

、 、 。県がお金を出して加工場をつくることは出来るが 問題は管理 運営を誰がやるのか

、 。県職員がやるとなるとコストもかかるし 専門家が管理しないと分からない部分もある

農業試験場には職員もいてできるかもしれないが、地域的に離れてしまう。地域に密着

した施設となれば、地域の誰かが管理することができれば前に進むと思う。

（Ｃ 氏）

補助金をあてにするのも良くないとは思っているが、青森と秋田ではリンゴへの補助

率が全然違う。夢プランをつかっても差が大きい。青森は９割補助、秋田は３～４割補

助。この１～２年はもう少し上積みしてもらいたい。

後継者を育てて欲しい。原料を生産する農家が減少しているのが現状。事業を拡大し

ようにも自己負担では難しい。生産だけでなく、農家自身が加工や流通にも入っていか

なければ生き残れないのがこの地区の農家の現実だと思う。株式会社として経営してい

る農家はまだよいが、個人で経営している農家は借金まみれで、農協からも借りられな

い人もいるので、補助率を上げてもらって農家を育ててもらいたいと思う。

（Ｂ 氏）

魅力のある商品を生み出し、販売先が明確に分かれば後継者は育つ。先の農事組合法

人では26人中10人ほどが20～30代の後継者。実家の農産物が加工され、海外や首都圏の

有名店に商品が販売されているのを知り、後継者になろうと地元に帰ってきたようだ。

（知 事）

、 。 、基本的には秋田は米が中心であり 今でも農業全体の中では米パワーが強い しかし

産業というのは思いだけではなく、世界の状況を見極めながらやらなくてはならない。

ブラジルでつくっているあきたこまちは非常においしい。3,000haで小規模農家、大きい

ところでは大潟村の総面積ほど。10㎏500円で売っている。中国でも日本の商社が日本の
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技術で短粒米の栽培を進めている。米はそう遠くなく国際競争がはじまる。日本の米は

安全・安心だと言うが、中国等は日本以上の輸出の品質基準を設けている。米以外をふ

やしていかざるを得ない現状にある。米は大事にしたいが、そのほかもきちんと位置づ

けていかなくては。

（Ｆ 氏）

つくったままの状態で売って生活できれば一番だが、そうはいかないため加工もやっ

ていこうかと模索中である。北海道や沖縄であれば、物産フェアでその品物を見るとそ

の土地を思い浮かべられるが、秋田県産のものを都会の人が買ったとき、秋田県をイメ

ージできる人がどれだけいるだろうか。産地背景のＰＲ等は農家の範疇を越えてしまう

、 。と思うので 農業と観光を結びつけた取組を展開していることにはとても期待している

（知 事）

県の農林業は売り込みがあまり上手くない。県外や海外へ売り出す商品の箱の全体的

デザインは統一し、同じロゴで品物の写真だけ変えるというように統一すればイメージ

の統一が図れる。これまでは非常にバラバラであった。ようやく今少しずつ進めている

ところ。

農産物だけを並べた物産展をやっても、都会では客が集まってくれない。加工品も入

れ、なまはげなどを使ってお祭りと一緒にし、総合的にやらないとだめだ。確かに、秋

田というと水田は思い浮かべてもらえるが、そのほかの農産物は難しいかもしれない。

その辺りはまだまだこれから。知恵を貸していただきたい。

（Ｇ 氏）

店をはじめて今年で５年目になる。客層としては年配の方が多く、健康重視の方や小

。 、さい子どもがいる方なども来る 昨年の豪雪でリンゴの取引農家がかなりの被害を受け

しばらくは収穫量が戻らないということだった。店の将来のことも考え、収穫量を確保

するため苗木を植えてもらっている。

以前は麺類を出していたが、秋田なら米だということで、今では小麦や麺は出さず米

。 、 、 、一本にしぼっている 今 使っている調味料に米油があるが 米を食べるのが大変なら

米を多く使う米油を業務用につくる所がないかと思っている。米から採れた油は、クセ

がなくてとても調理しやすく、日本人は匂いに関してとても敏感で、和食にオリーブオ

イルは合わない。米油を使いたいが使う量が多く、今仕入れている業者は若干値段が高

い。

（知 事）

米油用の米というのはあるのか。

（地域振興局農林部）

特にない。ただ、栽培経費がかかり、米から採れる油は少量なので、相当の多収穫の

品種、米油を採りやすい品種にする必要がある。最近、米油が注目されてきており、い

ろいろ検討しているが解決できていない。

（知 事）

以前は米油で問題があったが、今では大手業者からも米油が出ていて、サラダ油に米



- 7 -

油が入った製品がある。

（Ｇ 氏）

都会の人は秋田というと米というイメージが強いようなので、それを大切にしたい。

（知 事）

県産飼料米を使って、秋田米で育った秋田牛ができたらいいと思う。米の持つきれい

。 「 」 。なイメージを大切にできればいい 今度できる品種 つぶぞろい は多収穫米でどうか

（Ｄ 氏）

加工用の小さい米が不足している。大豆も３倍に値上がりしている。どうしてか。

（知 事）

震災の影響で福島や宮城で採れないため、首都圏にどんどん流れていくからである。

（局 長）

こちらではランチのときに白米と玄米を選べるが、玄米を選ぶ割合はどれくらいか。

（Ｇ 氏）

８割方玄米である。健康志向ということと、値段が高くてもいいもの、安全なものを

食べたいという意識の表れだと思う。玄米は大潟村産の完全無農薬米で、値段は高いが

使っている。

（知 事）

タニタの食堂が話題になっているように、健康志向がとても強まっているようだ。

食と観光はとても関連がある。最近は観光に来た人が泊まるのが、都市部の比較的安

いホテルになってきている。車で周辺の観光地を見て、食事は都市部の郷土料理店等で

個々が好きな料理を食べ、観光地に人が泊まらなくなってきているようだ。おいしいも

の、健康にいいものであれば、探してでも買いに行く時代だから、いかに情報発信を充

実させるかが大事になってくる。食を上手に観光に結びつけるには、一次産業から最後

のところまでストーリーをつくる必要があるが、秋田ではまだ十分に行われていない。

（Ｃ 氏）

我々は小さい頃からおいしいものを食べており、それが当たり前となっている。うま

く発信していければ。ストーリーを考えるが単発で終わってしまい、上手くつながらな

い。何とかつながる方向性、生産から観光まで全部含めた構想が立てられればと思う。

（知 事）

観光は、地元として自分たちがどのような方向で観光を考え、何を物産として売るの

か、地元の人が地元を評価して方向性を出す必要がある。今回、ある程度のブロックで

どうするのか、どうしたいのか知恵を出して、それぞれオリジナルな観光政策をつくろ

うとしている。
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（Ａ 氏）

工場で生産しているため観光と結びつきにくいし、販売もしにくい。稼働していない

、 、 、ときに工場を開放して見学 体験させることを考えており それが単発にならないよう

ほかの農園や工場などと連携して、東京のはとバスのようなバスツアーを組んだりでき

ないかと考えている。単独では難しいので、知恵が欲しい。

（知 事）

つくっている現場に触れさせるようなスタイルの観光がふえてきている。ただ、不特

定多数の人を受け入れるので、食べ物になると衛生管理等の課題もある。最近は秋田の

酒が見直されてきており、観光に酒蔵が入ってきた。また、子どもの目線も大事。

（Ｄ 氏）

うちでは一般開放はしていないが、取材の時などは中に入れている。店の一部分にガ

ラス窓をつくって外から見られるようにしている。稲庭うどんのように、ガラスで仕切

れば結構簡単にできるかと思う。

（知 事）

食べ物をつくる現場を見ると安心するので、現場を見たいという要望はある。見えな

い所でつくるものに対しては、不安があるということだ。

（Ｅ 氏）

この間、フランスでシェフ達に指導している方が東京に来たときに、サクを食べても

らったら、非常に素晴らしいと言われた。ぜひ見本を送って欲しいということで、ジェ

トロと話し合って進めているが、まだ返事は来ていない。

（知 事）

山菜にはやはり珍しさがある。

いろいろ課題があるということは伸びしろがあるということ。加工、情報発信などま

だ課題がある。加工に対するこれからの捉え方をどうするか。加工といってもいろいろ

。 。なパターンがある 県でもようやく今年の予算から加工に対する方向づけができてきた

今後、これらのメニューをどう活用していくか、どう現場に合ったメニューにしていく

かが課題。

また、全体的に情報発信をどうするか。情報発信の部分で、観光や他の分野との結び

つき、組み合わせをどうやっていくかだ。後は、地域の横の連携。雄平仙の結びつきを

もっと強めていきたい。観光客にとっては地域の境は関係ない。新幹線の入り口は大曲

だが、ここの入り口は高速道路があるので、きちんとした基盤をもちながら、横とのつ

ながりを考えていけばいいと思う。

（終了）


