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（由利地域振興局）

平成２４年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：農業振興～若い担い手による農林水産業の活性化～

日 時：平成２４年８月２３日（木）１４：００～１６：００

場 所：にかほ市 仁賀保勤労青少年ホーム 研修室

【知事あいさつ】

農業と食ということで六次産業も含んだテーマであるが、これには背景がある。秋田

県は全国一人口が減り、購買力が減っている。そういった中でやっていくためには、世

界に通用するものをつくる、世界を市場にものを売る。また、大きくなくとも金と人の

いる所へ進出する。もう一つ、人を呼んできて、お金を使ってもらう。これは大きく分

けると観光である。観光は昔からあるが、ただ観るだけというのは過去の観光であり、

仲間だとか個人で、その地域をゆっくり歩くというのが最近の主流である。そして観光

の中で絶対的な要素となっているのが食。食を前面に出し、観光に来た人に食べさせ、

それが良ければ食を東京に売っていける。場合によっては海外に売っていける。鳥海の

、 。 、 、自然と食は合い ブランド価値がある 今日は皆さんから話を聞き 鳥海山の観光開発

職業戦略、農業戦略、食品産業、受入体制等について考えていきたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ 氏）

由利本荘市で農業をしている。29歳。就農は平成18年からしており、水稲、フランス

鴨、メロンをメインでやっている。フランス鴨を地域の特産品にする取組をしており、

地域を盛り上げるため、父とともに頑張っている。水稲が19ha、フランス鴨3,000羽、ア

ムスメロン30ａなどをやっている。

（Ｂ 氏）

。 。 、 。由利本荘市 年齢は35歳 乳用牛のジャージー牛を中心に 数年前から和牛も始めた

それと平行して、水稲もやっている。水稲はあきたこまちとひとめぼれで、大半は農協

に出しているが、親戚や知人を通じて自主流通でも出している。

（Ｃ 氏）

由利本荘市で農業を営んでいる。元々東京でシステムエンジニアをしていたが、４年

ほど前にこちらに戻り、祖父、父の兼業農家を引き継いで専業で水稲を栽培してきた。

、 。 、 、その後 私が独自でミニトマトを栽培し始めて今に至る 経営内容としては 水稲７ha

パイプハウスが約200棟でミニトマトを、冬場はホウレンソウを主に栽培している。昨年

、 。結婚し 妻は今年から露地野菜や他のさまざまな野菜を栽培して直売所に出荷している

（Ｄ 氏）

今年30歳になる。農業生産法人の経営企画部に所属し、経理、事務一般や年間の作付

け計画、販売計画などを主に担当している。会社として、水稲を38町歩、菌床椎茸をエ

アコン付きのハウスで１年中栽培する方法で２棟、冬期間の栽培ハウスも３棟あり、計
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５棟でシイタケを栽培している。

（Ｅ 氏）

28歳になる。にかほ市で底引き網の漁師をしている。大学卒業後、親が漁師なので後

、 。 、 、 、 、 。を継ぎ 今年４年目になる 主に カレイ ヒラメ エビ ハタハタなどを採っている

夏は、素潜りで、岩ガキ、サザエ、ウニなどを採っている。

（Ｆ 氏）

47歳。由利本荘市で飲食店を経営している。20年くらい東京にいて、実家を継ぐため

に戻ってきた。地元の食材や美味しい食材、いろいろな経験をして知った食材を使い、

和食だがシンプルなものを軸に美味しいものを提供するという思いで始めた。今日集ま

った皆さんの食材を産地直送でお店で提供する、というようなことをずっとやりたいと

思っており、本日は参考にしたい。

【意見交換】

（局 長）

Ｆさんは、東京で大手居酒屋チェーンのバイヤーをしていたため、目利きのある方だ

と聞いている。本日は、皆さんの素材や由利地域の素材を使った料理を提供してもらう

こととなっているので、よろしくお願いする。さて、経営にあたってのこだわりや、今

後の課題、今後やってみたいこと等について話をしていただきたい。最初に、ミニトマ

トなどを生産しているＣさんからお願いする。

（Ｃ 氏）

就業の動機は、ＩＴ業界を辞め実家に戻ってきたが、ここでしかできない仕事をした

、 、 。 、ほうがいい また 家の設備を最大限に生かしたいと思って農家を始めた こだわりは

ミニトマトについて、地元のものを地元で売りたいということで、農協向けの販路に加

え、地元の直売所や食品加工業者に重点を置いて販売している。また、３年ほど前から

トマトベリーというミニトマトを栽培している。形がイチゴ型で、青臭くなくて食べや

すいミニトマトだ。これは契約栽培で、値段も比較的よい。今後も、こういった地元に

流通コストをかけずに、単価も手取りのある、そういうところを両立しつつ拡大してい

きたいと考えている。

（知 事）

パックのラベルのこれは 「○○農園」と読むのか。、

（Ｃ 氏）

これは私の家の屋号で 「△△農園」という。、

（知 事）

どこのか分からないのでこれはもう少し大きいほうがいい。また、ラベルの半分に、

筆字で大きく書いた方がインパクトがある。最初、誤って読んだが、すぐ分かるものは

売れない。ちょっとどこかで引っかかるくらいがよい。××の△△のハート型のミニト

マトが美味しいと言われるようになればいい。ラベルで名前の浸透力が違ってくる。こ

の次に貼るラベルから換えてみたほうがいい。中身は素晴らしい。
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（Ｄ 氏）

就業のきっかけは、両親が専業で農家をしており、小さい頃から手伝いをしていたこ

と。父が代表となり仲間と株式会社をつくったが、１年ちょっとで父が急死し、当時経

理をしていたため、仕事を続けて現在に至る。課題は、冬の経営だ。冬場は、シイタケ

を栽培しているが、値段が低い。そこで首都圏に売りたいと思っているが、流通コスト

が課題となっている。秋田まるごと便のようなものがあればいいと思う。シイタケは、

高品質のものを目指して頑張っている。エアコン付きのハウスで栽培しているため、秋

。 。田美人のような色白で日持ちがするシイタケを栽培できている これを売っていきたい

（知 事）

個別の流通ルート開拓は難しい。どこかがまとめて全県分というのも難しい。よくあ

るのは、首都圏の地元の商店街、市町村と組んで、そこにだけ出荷するもの。実際に男

鹿市ではそのようにやっており、そういう取組が少しずつ出てきている。完全に卸しを

なくす、仲介をなくすという流れが今日本にある。生産者から消費者へ直結させるとい

。 、 、 。うもの また ものを持って直接東京を歩いたら １件か２件当たったというのもある

ただ、配送コストの問題があるから何かと組み合わせる必要がある。地域のものをいく

つか組み合わせて売れればいい。県外では進んでいるところもある。

（Ｅ 氏）

就業の動機は、代々漁師の家系で私は５代目である。小さい頃から漁師をやると思っ

て育ち、大学を出て、漁師をやりたいという気持ちがあって継いだ。経営のこだわり・

、 、 。 、特徴は 船が６艘だけのため 差別化することができない 魚を綺麗に並べて出すとか

氷を多く入れて新鮮なものを提供するといったことくらいである。

、 。今後取り組みたいことについてだが 障害が他の仕事より多く新しいことをしづらい

今、魚離れしているので、積極的に魚を食べましょうというような魚の日を県でつくっ

てもらえないか。２月に金浦でタラ祭りがあり、漁業組合と組合員とで魚をさばいて売

っている。そういうことを県ぐるみでやってくれれば、魚をどういう風にさばいて、ど

ういう風に食べれば美味しいか、というのが分かってもらえる。魚を食べるということ

がもっと広がれば値段も上がると思う。

（知 事）

肉の日というのはあるか。２月９日か。

（振興局農林部）

毎月29日である。

（Ｃ 氏）

８月31日に、野菜の日がある。

（知 事）

野菜があって、肉があるのに、魚がないというのはおかしいな。これは考えた方がい

いな。今、各家々で、ガス台の魚の焼くところが小さく、焼くのが大変だ。それと漁業

は、漁業権の問題だとか、旧来のしきたりだとか、非常に制約がある職業だ。まとまっ
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てやらないと危険なこともある。

取れたてのものを生きたまま焼く、といった直接食べさせるものをどこかと組んでや

るというのが面白い。この仁賀保、象潟地区の海のイメージ、鳥海のイメージがいいの

で、できないものか。

（Ａ 氏）

就業した動機は、県外の専門学校に行っていたが、地元の両親のことを考えたとき、

道具も揃っていて、農地も借りているこの産業をやってみたいと思ったことだ。経営の

特徴は、水稲を20町歩ほどやっているが、毎年、１町歩ずつ規模を拡大している。その

ため労働力の確保が課題となっている。年間雇用も難しい。また、町全体で将来農地を

どうするかといった話について、情報共有や話し合いの場がないことから不安に感じて

いる。今後取り組んでみたいことは、今芋掘り体験のグリーンツーリズムやフランス鴨

ワインパーティーを開いているが、ただ農作物をつくるだけでなく、農業という業界で

イベントを起こせるようにして、町を盛り上げたいと思ってやっている。

専門学校で野菜づくりを学んだときに、野菜づくりっていいなと思ったが、小中学校

で野菜の授業はあるのか。

（知 事）

、 、秋田市では小学校でちょっとした田んぼを持っていて 田植え体験をさせる等あるが

市町村の方針による。学校の授業で何かの関連で学ぶことはあっても、野菜を習うとま

ではいかない。米づくりについては結構教えていたり、産業というレベルでは扱うこと

があっても農業の中の野菜について単独で教えるということは義務教育ではなかなかな

い。

（Ａ 氏）

子どもの頃から農作業に触れ合う機会があればおもしろいと思う。

（知 事）

秋田市などの都市部は逆に市民農園がすごく多く、農園に飢えているようだ。農村部

の人はいつも田畑を目にしているからか、関心が薄いように思う。食育の推進など、都

市住民に農業を理解してもらうための施策はとっている。

フランス鴨というのは相当な歴史があるようだが、今はどういった状況か。

（Ａ 氏）

平成元年からやっている。道の駅で売り上げが良かったが、大分落ち込んできて、販

路を拡大していかないといけない、というところに来ている。

（知 事）

フランス鴨は、料理にあまり出てこない。秋田の人は酒ばかり飲んで、酒のつまみの

ようなものはよく食べるが、ちゃんとした料理はあまり食べない。由利牛にしても、地

元で食べさせるところがないと。真鴨や合鴨を鴨鍋にして食べることは頭にあっても、

フランス鴨をスライスして料理として食べる習慣がなかなかない。中央には出している

か。
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（Ａ 氏）

中央には出している。ホテルとか。

（Ｂ 氏）

就業の動機は、10年ほど東京でＩＴ企業で働いていたが、親の勧めで家の仕事を手伝

うこととなった。子牛の育成と、成牛については餌やり、種付けの状況だとか、子牛の

出産の状況などのデータ化を行っている。経営のこだわりは、今、ジャージー牛は県内

では由利本荘市とにかほ市にしかいないことから、ジャージー牛をなくしたくない、と

いう思いで頑張っている。

今後取り組んでみたいことは、ジャージー牛乳の高脂肪、低タンパクという特徴を活

かした加工品を考えていきたい。生乳は、大半はホルスタイン種のものと混ざって、県

外の加工に回されている。できれば秋田の牛乳を秋田の人に消費してもらいたいという

思いがある。地元の地産地消ができる加工の場とジャージー牛乳の専門の生産設備の拡

。 、 、大をしてもらえればありがたい 今後の展望については 毎日仕事があるという仕事柄

若い酪農家が集まり話し合う機会がないことから、何か機会をつかんで集まれればと考

えている。

（知 事）

ジャージー牛は、30年くらい前にいい意味での取り上げられ方をした。秋田でジャー

ジー牛は、農業の中でも高級なものだが、秋田の食生活の中で出てこない。新しいもの

をつくっても、地元で消費する、売れるという体制が少ないから、売り方が狭まってい

る。他県であればお茶代わりに地元の特産品を出したりしているが、秋田の場合は地元

のものをなかなか使わないところがある。コストもあるかもしれないが、そういうもの

に対して非常に保守的なところがある。

（Ｂ 氏）

一度、地産地消が叫ばれていたときに、ジャージー牛乳が学校給食で出たが、コスト

の関係や大手のものが低コストで入ってくるということで、すぐにダメになってしまっ

た。

（知 事）

比内地鶏は、ホテルの１万円以上する料理の食材として使ってくれた。首都圏で、高

級食材としての道しかないと言われた。値段の高い高級品の売り方というのは非常に難

しい。しかも、生乳は生ものだから。

（Ｂ 氏）

生乳で売るよりも、加工したものを取り寄せで売る、といった形の方がいいのか。

（知 事）

三種町に非常にいいトマトがあって、これを超高級ジュレにして、東京の超一流のフ

ルーツパーラーで売り、ものすごくいい価格となった。超一流でしか出せないという方

。 、 。法 そういうルート開発をしないと 地元で高級品を多く売るとなるとなかなか難しい

同業者の全県のネットワークについては、いろいろな業種、ジャンルの方から言われ

る。その中で組み合わせ、横のつながりができ、実際に会って話すことでいろんなヒン
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トが得られる。ジャンルによってはある程度県が音頭をとってやらなければならないと

考えている。今日の参加者とは、会ったことがあったか。

（Ｂ 氏）

名前は聞いたことがあったが、初対面だった。

（知 事）

意外と同じエリアでもなかなかそういうつながりはない。特に市町村合併前の、旧町

村をはずれると情報がなくなる。同じことをやっていなくても共通項があって、いろい

ろな組み合わせができることがある。例えば仙北の神代地区では、米と牛肉と山菜など

いろいろなものを組み合わせて首都圏にふるさと宅急便みたいなものを送っている。全

県的に組み合わせてやるというのは難しいけれども、地域的にはそういう手法がある。

（局 長）

Ｆさんの料理の準備ができた。自分が食材を使えばこうなるというメッセージをお願

いする。

（Ｆ 氏）

今日の料理は、参加者の食材と地域の食材でつくった。フランス鴨と地元野菜の冷製

は、和風の出汁でフランス鴨のロースと湯むきしたプチトマトとを調理したもの。シイ

タケとフランス鴨を和風の出汁で炊いたものを固めて、トマトとアスパラの入った容器

に流し込んで固めたものに、ジュンサイとトンブリをのせている。由利牛の肉巻き串、

これはミニトマトとアスパラとシイタケを巻いて炭火で炙るというシンプルなもの。手

前にあるのが鴨のモモで、すだちを添えてある。由利牛の旨煮紙鍋仕立ては、地元の野

菜で、シメジは西目産、ネギも秋田県産、油揚げは岩谷の□□のもの、それをすき焼き

風紙鍋仕立てにした。最後に、本荘うどんにフランス鴨の南蛮ということで、温かい付

け汁と、由利牛のしゃぶしゃぶが入っている冷たい付け汁で、絡めて食べてほしい。

（知 事）

Ｆさんは、大手居酒屋チェーンで仕入れをずっとやっていたのか。

（Ｆ 氏）

まず、現場から、店長、マネージャーをやって、それから本社でメニュー開発、仕入

れ、店舗設計までやった。その前は和食の店で働いていた。

（知 事）

こちらに帰って、今度はご自分で。

（Ｆ 氏）

秋田と東京を20年近く往復したが、やっぱり関東から店舗の監督というと、交通の問

題があった。いつも東北道が早く延びないかとか、山形新幹線が秋田まで延びないかと

か、今は格安航空があるが、何かそういうものがないかと昔から思っていた。
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（知 事）

由利本荘地区の観光というのは、どうしても一旦秋田から戻ってくる形になる。山形

から延びる日沿道もいよいよ着工なのでそう遠からずできるが、それと同時に山形との

競争が始まる。酒田まで来た観光客をどうやってここまで持ち込むか。今の人は、自分

で好きなものを食べたい。そうすると都市部のビジネスホテルに泊まって、地方の山に

車で行って、夜にまちに帰って来て美味しい店を探す。由利本荘周辺で泊まれるという

情報を流しながら、地元の飲食店で食べてもらうこととして、ある程度高くても地元の

食材を飲食店に提供する。ネットワークがないとできないが。

（Ｆ 氏）

由利牛などの地元の肉を地元の肉屋で買えない。野菜は地元のスーパーや八百屋にた

まに出てくるというぐらいで、あれば意識して買うようにしている。

（局 長）

一通り料理に手をつけていただいて、自分の食材の感想などをお願いする。

（Ｃ 氏）

トマトと由利牛が組み合わさるというのは考えたことがなかった。

（Ｆ 氏）

このトマトの調理は、大手居酒屋チェーンにいるときに覚えた。旨みと酸味が出てく

る。

（知 事）

トマト、ミニトマトは海外だと熱を通して食べる。例えば、私はミニトマトを水炊き

に入れる。トマトと鍋というのはものすごく合う。

（Ｃ 氏）

ミニトマトはいつも生で食べていて、熱を加えてというのは初めて食べた。

（知 事）

□□の油揚げも有名だ。こだわりの油揚げで値段を下げない。誰をターゲットにする

。 。 。かだ 高級な宿泊施設なら高い食材でも出せる そういう所を狙うとものすごい収穫だ

問題意識を持っているのは、この地域はまだ未開だということ。これからどうつくり上

げていくか、これは地元の市町村も県も、皆さんもそうだ。首都圏の金持ちを狙ってい

くのか、安い客を狙っていくのか。覚悟を決めないといけない。

（局 長）

Ａさん、食べてみてどうか。胸、モモといろいろ使っているようだ。

（Ａ 氏）

美味しい。調理の仕方１つで大分違う。これまでは食べ方を聞かれても、塩こしょう

で焼いて食べる、というくらいしか答えられなかった。
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（知 事）

客は地元が多いか。

（Ｆ 氏）

地元が多いが、観光客も結構来ている。

（知 事）

最近、中年の女性に消費力があって、美味しいものを食べたがる。どこかに行くとい

えば、口コミで美味しいところを探す。そのかわり、この人達は評価も厳しい。

振興局も観光の推進協議会ができたのか。

（局 長）

重点エリア推進のための協議会で準備を進めている。

（知 事）

なんとなく観光というと、由利本荘は中心の宿泊施設は頭になくなるが、みんな山の

中のホテルに泊めることにするとオーバースペックで効率が悪くなる。そうであればま

ちの中心地に泊めて、飲食店は地元のホテルと肩を組んで、そこから紹介されたら何か

サービスするとか。観光客は少し贅沢に、少し高くても食べられるから、飲食店も元が

。 。取れる そういうシステムをやりたいと思っているがまだそこまではいっていない状況

本荘うどんは昔からあることを知っているか。実は稲庭うどんと同じくらい有名。秋

田では、よその人が来れば秋田の特産品を全部並べて、これでもかというくらいもてな

。 、 「 」 。 、す ただ それを 何もないですから と言って出す 謙虚にしているつもりだけども

相手にしてみれば違和感がある。なかなか方言は難しい。

由利牛は普通には売っていないか。

（Ｆ 氏）

スーパーでは売っているが、地元の肉屋では売ってない。問屋は、象潟か横手だ。

（知 事）

牛で、関心するのが佐賀牛だ。第三セクターのレストランでは必ず佐賀牛を出してい

る。県内でブランドを統一して出していて非常にうまい。秋田は、由利牛があったり、

、 。 、鹿角牛があったり 秋田がつかなくなればどこのものか分からない パッケージの言葉

字体を統一するとか、色を統一するとか。表し方に秋田という統一感が全然ないという

のが我々の反省点だ。後は、インターネットの使い方だ。山菜のネット販売は山形がす

ごい。採れたら届けるということで、品物がなくてもいい。それで会員になってお金を

払う。輸送費はかかるが、他のものと一緒に売ればいい。大手の集約的な流通を通さな

いものをどうやって首都圏に送るか、誰かが音頭取りしなければならない。話を聞いて

問題意識を持った。いずれ、観光の関係は、大いに地元で声を出して欲しい。県も重点

地域ということで、観光と農と食をどうするのか、一生懸命これからやる。これからど

ういう観光地を目指そうというビジョンを観光業だけではなく、レストランだとか、飲

食店も入って細かいところを詰めないといけない。是非、頑張っていただきたい。

（終了）


