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（平鹿地域振興局）

平成２６年度 知事と県民の意見交換会概要

テーマ：「横手さ暮らしに来てけれ！」移住者からのエール

日 時：平成２６年７月１１日（金）１４：００～１６：００

場 所：横手市 南部市民活動サポートセンター

※意見交換に先立って、Bizサポートよこてにて、企業支援の取組等を見学。

（知事あいさつ）

どこへ行ってもネットワークが大事だという話になる。参加者の中には、自分と同じ

ような状況の人と意見交換会の場で初めて会ったと言う人が多いなど、横の連携が共通

の課題のように思う。県では、６次産業化や農商工連携など横の連携が進むよう働きか

けているところである。

本日は、元々県外出身、あるいは県外で様々な仕事をしてきた方に集まっていただい

た。外の目で見ていただくことは、我々にとって非常に参考になる。私は、大学も就職

も県外だったが、やはり違った角度で物事を見ることが大切と感じた。実は、地元出身

の人が半分以下であると、自動的に活性化すると言われている。

今は全県的に人口が減少し続けている状況なので、人のネットワークを活かし、地元

の人たちでは気がつかないアイディアをくみ取り、それを地元でうまく融合・コラボし、

それらを何らかの形で表現することによって、いろいろな面で元気が出てくれば良いと

思う。

本日は、皆さんから、今までの経験談、これから地域が目指すべきこと、様々な悩み、

そして、地元の人では気がつきにくいことなどについてお話いただき、それを参考に、

これから、ありとあらゆる可能性を探りながら秋田を元気にしていきたいと思う。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

私の生まれは静岡県で、18年間そこで育った。その後東京で仕事をし、職場で出会っ

た妻と結婚したが、妻は一人っ子だったため、私も横手に移住した。横手の贈答品の会

社に縁があり、16年間勤務した後、個人で贈答品の仕事を始めた。店舗は持っておらず、

一人で事業所を訪問し、冠婚葬祭、お中元、お歳暮などを主体に事業をしている。年齢

の面もあって、そろそろ引退し、今後ゆっくり暮らせるようになるのではないかと思っ

ている。

（Ｂ氏）

岩手県の出身だが、横手に移住したのは、以前から退職したら夫と共に県外に住みた

いと漠然と考えていて、丁度退職が近づいた時期に横手市山内地域に足を運ぶ機会があ

り、とても良い感じを受けて、ほとんど悩むことなく住むことを決めた。昨年の９月に

カフェを開店した際に、市の商工労働課や雇用創出協議会などから支援を受けた。冬期

間は休業したが、４月から再開し、これからがんばっていこうというところである。
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（Ｃ氏）

出身は千葉県であり、教員をしていたが、結婚後、夫の家業継承に伴って横手に来た。

現在は、高１と中１の子と夫の４人暮らしで、自分は生涯学習センターで生涯学習指導

員をしている。多くの地域の方と関わり、母親たちとボランティア団体を立ち上げ、子

どもの関係で様々な役員を務め、沢山の友達ができて毎日を楽しく過ごしている。

（Ｄ氏）

東京都で育ち、横手市出身の夫と結婚して横手に来た。現在、デザインを本業として

いる。また、横手の街が楽しく元気になればと思い、コミュニティＦＭ局のパーソナリ

ティを務め、ソーシャルネットワークで街おこしをしているＮＰＯ法人ヨコッターや横

手やきそばをツールとして街おこしをしている団体「横手やきそばサンライ’Ｓ」に所

属し、いろいろな場所で横手をアピールしている。様々な人とつながりができて楽しく

過ごしている。

（Ｅ氏）

沖縄県の出身だが、東京のダーツバーに勤務していたとき横手市出身の妻と出会い、

妻の出産を機会に横手に移り住んだ。現在、３歳と１歳の子と妻との４人暮らしである。

求職中に横手市雇用創出協議会のセミナーに参加し、その後、昨年度までＢｉｚサポー

トよこてに入居させていただいた。また、横手ダーツの普及活動をしている。

ダーツは、壁に掛けた的に向かって矢を投げる方式が一般的だが、私が考案した横手

ダーツは、床に置いた的に向かって矢を落とす。ルールは世界共通の競技用ダーツをベ

ースにしており、それを理解していれば誰とでも遊ぶことができる。これを男女や年代

に関係なく遊ぶ機会や場所を提供するようにがんばっている。

よろしければ、知事にも体験していただきたい。

（知事）

これは、昔、舗装されていない道路に釘を刺して何本刺さるかを競い合った「釘刺し」

を思い出す。※ 横手ダーツ実践

（Ｅ氏）

最終的には、秋田ふるさと村で横手ダーツの世界大会を開き、楽しく地域の方と交流

できる場所を作る夢を持っている。現在は旅行会社に勤務し、沖縄と横手をつなぐよう

な活動もしたい。

（Ｆ氏）

Ｂｉｚサポートよこてでインキュベーションマネージャー（※）をしている。秋田市

の生まれだが、幼稚園に入園して間もなく父親の転勤で秋田を離れた。東京の大学に入

学し、就職したが、各地で勤務して40数年ぶりに秋田に戻った。当初、高校の就職支援

員をして、その際にキャリアカウンセリングの資格を取得し、その後、秋田県ふるさと

定住機構勤務を経て、現在は横手市雇用創出協議会で勤務している。

求職中、なかなか採用されず、起業するしかないと思い、商工会議所などの創業塾で

年間カリキュラムの全てを受講した。ところが説明が専門的で理解できず、創業塾がこ
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のような支援で良いのか疑問に思った。横手市雇用創出協議会に採用されたときに、分

かりやすく創業を支援するお手伝いをしたいと考えたが、そのための資格がインキュベ

ーションマネージャーだった。起業、創業する人が増え、雇用の拡大にもつながるよう

な支援をしたいと思っている。

(※ 起業しようとする人の取り組みを支援し、企業家として育成する業務を行う人。（一

社）日本ビジネス・インキュベーション協会による認定制度がある。)

（Ｇ氏）

横手市役所に勤務している。本日の参加者の中で唯一横手市の出身者だが、実はＵタ

ーン組でもある。いったん関東方面で就職して、30代半ばで横手に戻って来た。皆さん

は、伴侶に連れて来られたようだが、私は、逆に妻を県外から連れて来た。その後、子

どもも生まれたので、県民を何人か増やしたことになる。連れて来た側としても、いろ

いろ困難があったが、皆さんも相当苦労されたと思う。

【意見交換】

（Ａ氏）

私は、ほとんど雪を知らなかった。東京では、降るとは言え毎日降るわけではあるま

い、冬の半分くらいは日の照ることもあるだろう、と思っていたら、大きな間違いだっ

た。横手に来た当初は、妻の母が毎日カイロを持たせてくれた。肌着も２、３枚重ね着

をした。もう30年経ったので、今では慣れたが、当時は、とんでもないところに来たと

思った。

横手で暮らして非常に良かったことは、いい人たちに巡り会えたことである。当初は、

地域のおはよう野球や運動会など様々な行事があったが、今はなくなってしまい、人と

接する機会が非常に少なくなってきている。自分の町内では、野球仲間で親睦会を作り、

３か月に１回程度近所の会館で飲み会を開いていた。10年くらい前からは年１回旅行に

も行っている。先月も三陸に泊まりに行ってきた。

また、地域の人だけでなく、仕事を通じて学校や企業の人とも巡り会う機会があった。

よそ者の自分のことは簡単には覚えてくれないだろうと思い、それなら自分から覚えよ

うと考え、行事や集まりには率先して参加するようにした。

（Ｂ氏）

横手に住むと決心した９月は、周りがとても美しく感動していたが、近隣店舗の店長

に「ここは、冬には４メートルの雪の壁ができる。」と言われ現実を感じた。当初は、冬

も営業しようと思っていた。除雪車は一部しか除雪してくれず、来客用の通路を自分た

ちで除雪したが、うまくできなかったので、予約やイベントを除いて３月まで休業した。

４月から営業を再開したところ、昨年来店したお客様が再度来店されるなど、客足は

戻っている感じがするが、まだ１年経っていないので、これからも様々な課題があるか

もしれない。「雪」は、私たちにとっては大きなテーマだ。それから、交通手段。バス停

やＪＲの駅までは距離があり、夫婦で車が１台しかないので、時間をかけてバス停まで

歩くしかない現実がある。

横手に来て恵まれていると思うことは、良い人に出会い助けられてきたことである。

少しずつ地元の農家とのつながりもできてきた。何より食材が豊富で、特産のトマト「シ
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シリアンルージュ」があり、麹などの伝統的な発酵文化があり、いろいろなメニューを

作る意欲がわいてくる。地元の山内にんじんが、平成１７年に秋田の伝統野菜に選定さ

れ、徐々に復活してきた。その山内にんじんや芋の子は、これまで食べたことがないほ

どおいしい。フェイスブックを通じて人との出会いが広がってきているので、そのよう

な食材を活かしたメニューを、全県、全国に発信したい。

（Ｃ氏）

横手に来て自然の豊かさにとても感動した。田んぼに白鳥がいる光景などは想像がで

きなかった。それから、春の緑、夏の猛暑、秋の物寂しさ、冬の極寒と四季がはっきり

しており、非常に日本らしい県だと思った。

ただ、横手に来て間もない頃、雪は辛かった。運転は怖いし、歩くたびに転び、なか

なか慣れることができなかったが、「私をスキーに連れてって」世代なので、毎日スキー

ができるのは大変おもしろいと思った。

それから、人のつながりに温かさを感じる。若者定住のための土地分譲の抽選に当た

り、郊外に転居して子育てをした。子育てには本当に良い環境で、ザリガニ捕りができ

るし、その辺で走って遊んでも全然危なくない。私には旧来の知り合いがいなかったが、

新しくできた友達や地域の人に支えられて子育てを続けてこられた。

子どもが大きくなってきて不便なことも出てきた。郊外でバスの便が悪いため、高校

への通学に車での送迎が必要であり、ガソリンが高いので送迎も大変である。子どもが

成長するにしたがって、教育など課題も移り変わっていく。子どもも高校生になり、今

後、進学、就職などに、親としてどのように関わっていけばよいか不安に思っている。

（Ｅ氏）

初めて横手に来たのが年末頃で、家を一歩出ると真っ白で何も見えなかったという体

験をした。雪下ろしの技術は、88歳の妻の父から学んだ。お年寄りが朝早くから雪寄せ

などの日課をこなしている姿を見ていると、毎日勉強になる。近隣の人は、声をかけて

くれたり、はしごの使い方を教えてくれるなど、人の温かさを感じる。沖縄では、災害

の時に地域住民みんなで気をつけようと声をかけ合っていたが、地域の人との交流は、

雪の多いときや災害のときに役立つと思った。

（Ｄ氏）

横手に来て10年以上経つが、未だに雪が好きだ。東京でも雪は降るが、結晶ができる

ほど綺麗な雪は見たことがなかった。横手では、もさもさ降ったり、しんしん降ったり、

キーンと降ったりする。そんな様々な雪の表情が好きだ。

雪寄せは大変だが、自宅前に流雪溝があり、近所で除雪のために流雪溝の通りに出て

くるのは、全員がお年寄りである。みんなで励まし合いながら除雪し、いつも出てくる

人が出てこなかったら心配するなど、町内では冬の方がコミュニケーションが活発であ

る。そういうことが楽しくて、雪が降るのを心待ちにしている。

東京から出てきた当初は雪に対する知識がなく、東京で履いていた靴では、よく転ん

だ。「ちゃんと雪用の靴を買わなければダメだ。」と教えてもらったり、雪寄せも、男性

と女性とでは筋力が違うので、「ここに力を入れればいい。」などと教えてくれる人が近

所にいて、とても助かった。

困ったことはやはり言葉で、半分以上分からなかった。東京から来た嫁だと、初めは
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周りの人も遠巻きに見ている感じがした。私は、「東京から来て言葉が分からなくて教え

てください。」と自分から入っていった。すると、横手の人はみんな温かくて様々なこと

を教えてくれた。私の場合は恵まれていたが、そのようなきっかけがない人は孤立して

しまうかもしれない。移住者に対しては、周りから声をかけてあげられる体制があれば

良いと思う。

（知事）

秋田の人は、面と向かってしゃべらないが、そんなに悪気はない。問題は、今一つア

ピール性がなく、殻を破れないことである。午前中の意見交換会の出席者８人のうち２

人が県外の出身だった。秋田の人は、少し刺激してもらった方が良いし、県外の人、特

に都会から来た人の言うことを割と真に受ける。次に、秋田人の特質について正直なと

ころを聞かせてもらいたい。

（Ｅ氏）

横手に来た当初は、「何しに来た。」というような風当たりを感じたが、仕事が見つか

らず、車もなく、生活を心配して暗くなっているときに、「そんな暗いんじゃダメだよ。」、

「言いたいことは言え。」と言ってくれたことが非常にうれしかった。雪寄せについては、

「やってくれ。」とだけ言われ、どの場所をどの程度寄せれば良いのか分からず悩むこと

があった。几帳面に路面が見えるほど雪を寄せて、逆に怒られたりするなど、方言や言

葉のニュアンスをくみ取ることが難しかった。

（Ｄ氏）

先ほども話したとおり、横手の人は、良い意味でも悪い意味でも仲間意識が強い。仲

間に迎え入れる姿勢よりも、向こうから来たら受け入れるところがある。シャイなため、

自分から声をかけるのが得意ではない人が多い。一方、仲間に入ってしまえばとても大

切にしてくれるところがあり、そのことは、良い面と悪い面の両面があると思う。それ

から、私の知り合いにはいないが、出過ぎると足を引っ張られるということがあると聞

いたことがある。それはいやだと思う。

（Ｃ氏）

当初は友達もなく寂しかったので、いろいろと声をかけてくれる人はありがたかった。

横手で最初に友達になったのは、転勤族などの県外から来た人たちで、友達を求めて子

育ての集まりを作ろうとしていた人たちだった。地元の人たちは、元々知っている人た

ちの中で仲良くしていたが、子どもが成長するにつれて付き合いも増え、仲良くなれば

皆さん温かく声をかけてくれた。きゅうりや茄子などの野菜を届けてくれた親切な人も

いた。

傷ついたのは、「外から来た人だから」と言われたときであった。自分はそのような気

持ちはなかったが、何人かの人から「先になってがんばるのは外から来た人だから」な

どと、面と向かって言われた。そんな風に見えるのかと寂しく思った。

（Ｂ氏）

横手に来て日も浅く、出過ぎる杭は打たれないこともあるので、 めげずに誠意を持っ

ていけば良いと思う。なかなか自分を分かってもらえないと感じるときは、とにかく分
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かってもらえるように自分から伝えれば良いと思う。

（Ａ氏）

贈答品の会社で営業をしていたが、全く道が分からず、最初の日に迷子になった。日

中、個人の家を訪問することが多く、冠婚葬祭の冠婚の方では、家を回って情報を集め

た。しかし、日中だと、ほとんどお年寄りしかおらず、ふとんなどの催眠商法では標準

語で話すが、私も標準語しか話せないため、皆さんから押し売りではないかと身構えら

れた。

住んでいる地区では名前を知られてきていたが、それ以外の所では、「標準語を話すし

名前も聞いたことがない。よそもんだろう。」と思われた。しかし、「私は、どこそこの
．．．．

こういう者です。実は横手に婿に来ました。」と言うと、分かってもらえた。そうすると、

「まず、あがれ。まず、休め。」と言ってもらい、非常にうれしかった。特に市の周辺部

ではお年寄りに非常に温かく迎えてもらえた。そして、お茶っこをいただいていると「ま

ず、漬け物食べれ。」と箸を出してくれた。静岡では、そういう習慣はなかったので感激

した。

昔、「細うで繁盛記」というテレビ番組があった。私の生まれは、その舞台となった所

で、近くに大仁町という町があり、そこに横手市の山内地域などから杜氏として働きに

来ていた人がいた。訪問販売に行ったときに「親戚が静岡に杜氏として行ったことがあ

った。」と非常に気安く、いろいろな事を教えてもらった。

私が住んでいる地区でも、酒を飲む席では、みんなから声をかけてもらい、酒をつぎ

に来てくれた。秋田の酒は本当においしく、行くところ、皆さんから温かく迎え入れら

れた。横手に来て30年、一番の糧はそのことだったと思う。

（Ｆ氏）

私は毎日西目から車で１時間ちょっとかけて通勤している。東京で１時間通勤するの

は当然であり、そのように広域的に動くことができる仕組みがあれば良い。県職員も、

横手から由利本荘に通っている人もいると思うが、そのような動きがあって交流があれ

ば良いと思う。

当初、雇用創出協議会では、起業創業したい人は沢山いると想定していたが、起業創

業セミナーには、さっぱり応募がなかった。セミナーに行くことで、「あそこの誰々さん

は何かやるんだろうか。」と地域の人に知られるのが嫌だったことが後で分かった。横手

の人は、秋田市で開催されるセミナーに行くなど、自分が何かやろうとするとき、周り

の人に知られないように動くところがある。最近では、国、県、市も起業創業を大きく

取り上げるようになったので、平気で参加しているし、秋田県は女性で起業する人の割

合がトップクラスと言われている。特に、農産物直売所などの起業をする女性が多い。

女性にがんばってもらって、後から旦那がくっついてくれば盛り上がるのではないか。

秋田市で商工会議所が創業塾を開催するときは、全県から40人程度募集するが、以前

は全県からでも40人も集めるのは大変であった。自分でやりたいという人が増えてきて、

いい時代になったと思う。自分でやろうという人が増えないと、秋田に人が残っていか

ないと思う。そのような方向に変わってきているので、それを支援する様々な施策があ

ると、さらに良いと思う。

（Ｇ氏）
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皆さんのお話を伺っていると、非常にエネルギーを持っていると感じる。そのエネル

ギーは、自分の立ち位置を新たに作っていかなければならない状況からだと思う。地元

の人間は、（既に自分の立ち位置が）固まっていて何となくやっていける。先ほど知事が

言った、半分が地元以外の人間になれば活性化することは、それが理由ではないか。新

しく来た人は、自分の位置を他人の中に確保しようと積極的になり、それが集まるとす

ごいエネルギーになる。県外から来た私の妻も、外に出かけていって友達をつくり、ま

た、いろんなつながりをつくってくる。元々住んでいる我々は、生活、仕事、遊びの場

面を広げていこうとしないと、外から来た人に太刀打ちできないだろうと、今、皆さん

のエネルギーを感じて思った。

（知事）

秋田の、特に農業関係の女性の起業率は非常に高い。しばしば道の駅などの直売所に

行くが、そこでお母さんたちは、よく「秋田の男は役に立たない。夕方になれば酒ばか

り飲む。」と言う。先日、ある直売所に行った際、お母さんたちが密談をしていた。「誰

を自分たちのライバルである直売所にスパイとして送り込むか。」、「客を装っても、男の

人では、すぐばれる。」と話していた。安倍総理ではないが、これから女性の力が非常に

必要になる。特に秋田の場合は、女性の方が男より積極的だ。

次に、皆さんにお聞きしたいが、秋田に人を呼び込むにあたって、どういう点をアピ

ールするのが効果的か。地元の人間は自分たちの概念でしか考えないので、外からの目

で見たことを教えていただきたい。我々が秋田は住みやすいと言っても、それは当たり

前で、誰も自分のところを住みにくいとは言わない。何か（イベントなどを）やるとき

に、秋田は米がおいしい、酒がおいしい、人柄が良い、住みやすい、自然が豊か、など

と説明しても、それは他県も同じである。何か今一つ気の利いた、我々が想像もしない

ような視点があるのではないかと思うが、それを教えてほしい。

（Ｃ氏）

外から人を呼び込むよりも、ここにいる子どもたちが、進学などで県外に出たとして

もまた横手に戻って来たくなるように育てたい。少子高齢化により小学校も少なくなり、

地域の行事や運動会も減ってきている。そのような地域で育つ子どもたちが、何もなか

ったという思い出にならないように、ボランティア活動やイベントには積極的に参加す

るように働きかけている。大人たちが頑張らなければならないことは、自分たちはこの

地域で楽しく生きているんだという姿を子どもたちに見せていくことだと思う。連れて

行かれたゴミ拾いでも、お祭りでも、大人が楽しく参加していれば子どもたちも楽しく

なってくる。そのような活動を通して、ふるさと秋田、ふるさと横手を大切に思い、い

ずれは（配偶者を）連れて戻ってくることにつながれば良いと思う。

（Ｄ氏）

私は、ソーシャルネットワークを通じて横手出身の友達から応援してもらっている、

その人たちの中には、横手に帰りたいと言う人が沢山いるが、仕事や生活が不安で帰れ

ない。どこかに相談したかといえば、ほとんどがしていない。横手での仕事の見つけや

すさや起業のしやすさをもう少し向上させて、それをアピールすることが大事だと思う。

もう一つ、横手に来たときに、いろんな人から「なぜこんなところに来た。」と言われ

た。横手の飲み屋街の真ん中で、酔っ払って「横手大好きだ。」と叫ぶ人もいる。普段は
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田舎であることを卑下しているが、都会で育った人間にはない郷土愛も持っている。そ

れをなぜ普段表現しないのかと考えていたが、出る杭は打たれるし、シャイなので好き

だとか嫌いだとかあまり言わないからだと思った。私は、横手を誇りに思う人が、観光

客や移住者たちに、「横手を選んで正解」、「秋田を選んで正解」と胸を張って言えるよう

な風潮を作っていきたいと思っている。

（知事）

新聞に、タクシーに乗って「いいところありませんか。」と聞いたら、「秋田なんか行

くところはない。」と言われたと書かれていた。謙遜だとは思うが。

（Ｅ氏）

沖縄と比べて秋田が良いと思うことは、沖縄では子どもが多すぎて大切にされない点

だ。私の姉の子は５人いて、家にいる場所もないくらいだが、秋田では大切にしてもら

い大変感謝している。年配の皆様に優しくしてもらい、保育園の送迎も週１回手伝って

もらっているので、本当に助かっている。

妻の兄は東京で働いているが、外国人女性と結婚した。その人を横手に連れて、実家

で家業を継ぐとはまだ考えていないと思うが、秋田では起業を支援する人もいるので、

考えてもらうきっかけを作りたい。私は旅行業に就職したので、秋田と外国をつなぐ、

秋田と沖縄をつなぐ事業を考えている。

（知事）

秋田は子どもが少ないので、丁寧に育てられている。だから、秋田の子どもは成績が

良くなる。

（Ａ氏）

先日、ニュースの中で知事が発言されていたが、秋田には、羽後牛、三梨牛、由利牛

など様々な牛肉があるが、義平福という種牛が有名になったので、個々のブランド牛よ

りも秋田牛として売っていきたいと聞いた。なぜ今までそれができなかったのか。また、

知事は一所懸命枝豆をＰＲしているが、なぜ秋田ブランドの枝豆ができないのか。あき

たこまちと同じように統一のブランドができれば、全国的に発信することもできるし、

秋田のイメージも良くなると思う。例えば、この辺でもメロン栽培をしているところが

あるが、八竜のメロンが有名だし、大潟村でも栽培している。それらを秋田の高級品種

としてまとめてＰＲし、ネームバリューを高めて発信していくことによって、「秋田に行

ってみようか。」というきっかけになると思う。

（知事）

Ａ氏の指摘をよく言われるのが海外だ。秋田は分かるが、地域名や市町村名は海外で

は分かってもらえない。それで、秋田のものは全部同じデザインの箱に入れて、「秋田」

という名称を付ける。個別にやると、品薄の産地に注文が偏り、同じものを生産してい

る産地に注文が来ないことがある。一方が品薄なら、他方から売れば良い。それらを統

括して強力に押し出していく。ブランドを統一していく取組を、少しずつ進めている。

（Ｂ氏）
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私は、雇用創出協議会と市の商工労働課に相談して、起業セミナーを受けたり、県の

支援事業を受けたりしたが、担当した職員から「市民が二人増えるんだものね。」ととて

も喜んで対応してもらった。そういうサポート態勢をもっとアピールすれば良いと思う。

丁寧に対応していただいたことは、ここに定住するんだという安心感につながった。私

のように温かく受け入れてもらえたことを、多くの人に知ってもらいたいと思う。

（知事）

先ほど、Ｂ氏とＤ氏は、自分たちが置かれた立場や状況を、自信を持って発信してい

くことの必要性を述べていた。午前中の意見交換会の中で、地域おこし協力隊の人が、

観光のターゲットはどんどん変わってきていると話していた。ニーズに合わせるのも良

いが、自分たちの観光にプライドを持たずニーズに合わせようとしてばかりでは、振り

回されるだけだ。人数は多くなくても、湯沢を大切に思ってくれる観光客を育てていけ

ば良いのではないか。ただ来てもらって物が売れただけで、何が残るのか。やはり自分

たちが楽しくなくてはならない。自分たちが自分たちのことを良く思わないで、それで

いて「うちのほうが良いから見に来てください。」などと言っても始まらない。

（Ｆ氏）

昨年、東京方面に様々な物産を持って行った際、秋田のブランド力が全然ないと感じ

た。また、冬に東京の会場で秋田味噌の味噌作りをしてもらったときに、「秋田に味噌な

んてあるの」、「東北の味噌って仙台味噌でしょ。」と言われた。「秋田の味噌はダシを入

れなくてもおいしいんだよ。」と口で言っても、分かってもらえない。ブランド力を上げ

ていかなければならない。

先般、大阪で47都道府県の酒が１種類ずつ展示された会議に出た。秋田の酒は天寿だ

ったが、天寿の人が「これは他の酒と違って甘くておいしい、女性向けですよ。」と一言

言っただけで、その酒が一番早くなくなった。やはり、良さを伝えることの積み重ねが

大事だが、それは、（特定の人ではなく）みんながやっていかなくてはならないことだと

思う。

また、東京には秋田のことを大好きな人が大勢いて、土日にこまちに乗って秋田に来

る人が結構いる。例えば、その人たちにポイントカードを差し上げて、こまちに10回乗

ってきたら１回分無料にするなどの囲い込みをしてはいかがか。そのような人たちは秋

田県内を旅行して回っているので、秋田の発信に協力してもらえるのではないか。

秋田を離れて暮らしていたが、お盆には父か母の実家に戻って来ていた。気持ちは秋

田人だったので、最終的には秋田に帰ろうと思っていた。「行事やお盆のときは実家に帰

って墓参りするんだよ。」、「いずれ帰ってお墓を守らなくちゃ。」と言って子どもを育て

ていくのが良いと思う。

（Ｂ氏）

先日、「秋田が大好きで、毎月１回来てるんですよ。いろんなとこを回ってます。」と

言う、東京から来た年配の方とお会いした。また、「秋田の人は明るくていいですよね。」

とも言われた。

（Ｇ氏）

私は、移住定住を担当しているが、いろいろな対策が単発に終わってしまい連続性が
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ないと思う。例えば、先ほどの味噌の件、味噌汁だけを出していれば味噌しか売れない。

ネームバリューのある「あきたこまち」や「いぶりがっこ」とセットで売り出さないと

本当でないのではないか。単体では成立しなくなっているのではないかと非常に感じて

いる。

移住定住施策でも、子育て支援や起業支援など、生活するために必要な支援の連携が

必要だ。どの部所から入っても芋づる式にずるずると見えてくるぐらい連携した支援体

系を組み立てていかなければならないと思う。

（知事）

県では、首都圏で「秋田産業サポータークラブ」を組織していて、今回の国文祭につ

いても東京のチームに宣伝してもらっている。また、サポーター会議では、リピーター

をどう大事にするかなど、これまで様々なことをテーマに取り組んできている。

それから、最近、移住定住には全く関係なく秋田に住んでいる人と出会って、涙が出

るほどうれしかったことがある。私は自分で料理を作るのでいつもスーパーに行くが、

ある日ある人から「知事さんですね。」と秋田弁ではない言葉で声をかけられた。その人

は、「夫の定年を機に夫の実家の浜松に帰ろうと言われたが、私は嫌だ。」と話した。10

年くらい前に夫の転勤で秋田に住んだときに、「秋田市はゴミがない。」と思い、それで

秋田に土地を買って住んでいるとのことだった。我々にとってゴミのない街は当たり前

だが、それが評価されることもある。

それから、秋田に赴任して来て、お酒がおいしい、冬はスキーができる、ゴルフは安

い、どこもそんなに混んでいない（ので秋田は良い）と言う人が結構いる。その人たち

に、我々は、極端な売り込みをするのではなく普通の姿を普通に表現する、地元の人も

自然に接する、そのような自然体がキーワードになるのではないか。

（終了）


