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（秋田地域振興局）

平成２６年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：女性の活躍で秋田を元気に

日 時：平成２６年８月２６日（火）１３：００～１５：３０

場 所：秋田市 ヴィーナス・クラブ、北都銀行会議室

※意見交換に先立って、ヴィーナス・クラブ事務室にて、活動の様子を見学。

（知事あいさつ）

女性の高学歴化、社会進出の拡大と共に、女性が男性と同じように県外に出るようにな

った。国内では、かつてあった、工場で女性が並んで作業をするような業種はなくなり、

そういう工場や鉱業だけで女性の能力を活用することはない。これからは、女性を単純労

働力として捉えるのではなく、広い業種において、女性がいかに能力を発揮できる社会を

つくるということが、女性が秋田に定着することにつながる。本日は、色々なことで活躍

されている皆さんから、取組やアイデア、活動する上での障壁等を教えていただきたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

ヴィーナス・クラブは、生きがいを持ち自分らしく輝く女性で秋田をいっぱいにする

ために、女性が一歩を踏み出すサポートを行っている。活動内容は、コワーキングスペ

ースの運営。起業等の相談窓口。企業モニターや研修、アドバイザリー。共同商品開発、

販路拡大。地域団体や県外起業家との連携など。９月からは県の女性再チャレンジ支援

事業を受託し、再就職や起業を希望する女性を更に支援していく。

（Ｂ氏）

イメージコンサルタントとして、一人ひとりの似合う色やファッションの診断を行い、

外見を変えることで自信を与える仕事をしている。

（Ｃ氏）

東京で公認会計士として約８年半勤務。秋田で女性が仕事を作りやすい町、続けてい

ける町にするため経営相談を行っていきたい。

（Ｄ氏）

札幌から結婚で秋田に来た。秋田で子育てしていてあればいいと思う団体を立ち上げ

たり、リラクゼーションサロンを経営しながら被災者支援のボランティアをしている。

スギッチファンドの助成を得て、子連れで避難している被災者への支援事業を行ってい

る。

（Ｅ氏）

秋田市で生まれ、東京で暮らしていたが、この４月に五城目町にＡターンした。子育

て支援の活動と、五城目町地域おこし協力隊員として、新しい形として起業家であるフ
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ァミリーが移住できるかを考えている。

（Ｆ氏）

山形から結婚して秋田に来た。現役ママ達が自分達の力で子育てを充実させようと、

子育てサポーターとして一時託児したり、親子イベントや、ママがリフレッシュできる

ような講座を行っている。

（Ｇ氏）

社会保険労務士事務所を開設している。かつては団体勤務だったが、一念発起して資

格を取得し、個人事務所を開設した。

（Ｈ氏）

秋田市出身、高校卒業時、秋田はつまらない所だと思い仙台に進学し、宮城県で中学

校教員を８年勤め、退職して世界３３カ国回り秋田に戻ってきた。今は秋田を笑顔あふ

れる町にしたい気持ちでいっぱいである。自分にできることとして、英語教室を開設し

ようとして、現在ヴィーナス・クラブに相談している。

【意見交換】

（知事）

思いを持っている人はたくさんいる。どう勇気づけ、どうアクションして、掘り起こ

しするかがこれから必要である。秋田市は人口も多く完全な農村社会でなく地域差はあ

るが、色々なものが秋田市を中心に伝播していく。

資金の融資など女性はまだ壁があるのでないか。新しい仕事がどんどん出来て今まで

の職業の概念と変わってきているが、ニュービジネスについて、役所はよくわかってい

ない。女性の仕事は精神的に豊かにするものが多いと思うが、地域社会にも理解されて

いないところがあると思う。苦労話を聞かせてほしい。

（Ｂ氏）

既存の行政サービスの仕組みに女性は入りにくかった。資格を取ってから、企業活性

化センターに相談したが、イメージコンサルタントについて、理解してもらえなかった。

また、シングルかどうかを聞かれ、それが女性の支援に関して重要な要素であると言

われたのがショックだった。急ぐ必要がないなら商工会に行ってみればと門前払いだっ

た。 女性が起業相談する時、行政機関は非常にハードルが高く、行ったとしても期待

していたアドバイスが得られないというのが現実だった。その点、ヴィーナス・クラブ

はちょっとした悩みでも解決できるし、会員同士の交流でロールモデルを見ることで参

考になった。

（Ｈ氏）

日本が変わるためには、ロールモデルが必要である。フランスのシングルマザー支援、

北欧の福祉制度など。スウェーデンでは、女性のライフステージが変わるたびに発生す

る悩みにそれぞれ相談できる場所があった。行政がそれを行ったことで女性の社会進出

が無理なくできるようになった。秋田に帰ってきて、ヴィーナス・クラブがまさにそれ

を行っていることに驚き、相談できる相手がいるのだという安心感、秋田に戻ってきて
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よかったという喜びを感じた。一旦県外に出て戻ってきた人や、ずっと県内で暮らして

きた人など、いろんな人がコラボレーションして、実現するためのアイディアがあり、

具体的なアドバイスある場所、ヴィーナス・クラブがあることで、助かっている。

（知事）

行政や商工関係は、昔からの業種の対応が多数を占め、ニュービジネスはからきしダ

メである。専門家もいないし、ノウハウがなくダイレクトに処理できない。

ベンチャーも同じである。あまり最先端のものは行政ではわからない。今までの産業

と違った形態になってきている。

相談できる人、専門家などの紹介先の情報を集め、うまくリンクさせる手法が、これ

からは大切になってくる。

（Ａ氏）

ヴィーナス・クラブの相談でも、一つのものさしで計れないものがいっぱいである。

自分では全部はできないので、専門家につないだり、専門チームで対応したりしている。

口コミで相談窓口があることが広がる連鎖が生まれている。

（Ｃ氏）

相談に来るのはプチ起業を始めたばかりの人が多い。本業には秀でた能力があるが、

帳簿をつけた事がない人、税金を納めなければいけないのか、わからない人がいる。所

得は一定以上超えれば所得税を納めなければいけないという社会の説明から、所得を計

算するには帳簿をつける、レシートを保管するという基本的な事から教えている。まず

は自分の力で帳簿をつけるよう、わからなければまた相談に来るよう、１回だけでなく

継続的に教えている。

（Ｄ氏）

県外から来たので、出産後、地元の人達の輪に入っていけなかったが、友達や情報が

ほしいと思い、サークルを立ち上げた。県の起業支援で起業できたが、ママ友が口コミ

で進めてくれて、秋田の暖かさ、コミュニティのすごさ、ネットワークのすごさを実感

している。札幌にいれば埋もれていた自分だが、秋田に来て良かったと思っている。

被災者支援のボランティアを行っているが、被災者は子連れの方が多く、子どもの学

校があるため戻れないが、仲間がいないという状況。

秋田は支援事業が充実しているので、スギッチファンドを活用して、被災者にはパス

テルアートの資格を取って、学校行事や施設訪問することを進めている。高収入にはな

らない資格だが、心を豊かにしたり、コミュニケーションとしてのツールとなり、広が

っていくことで起業や雇用につながるような一歩となる可能性がある。

秋田は応援ファンド、起業支援ファンドが充実しているので、アイディアがあるなら

どんどん使うべきだが、その情報が浸透していない気がする。子育て支援、治安の良さ、

食べ物がおいしい、学力のサポートが充実しているなど秋田は自慢できることがいっぱ

いある。地元の人はもっと胸を張ってほしい。

（知事）

子育てサークルのリーダーや地域のリーダー的存在の人は、意外と県外から来た人、



- 4 -

Ｕターンした人が多い。ずっと秋田で生まれ育った人は、突出すると変な目で見られる

と思うからか。秋田の人は、秋田以外がよく見えることがあるが、各県能力差はないの

でもっと自信を持ってほしい。地域社会は、特に女性の活動について、まだまだ理解が

ないと感じている。

（Ｅ氏）

全国で最も少子化進む秋田県の中でも五城目町はワーストだが、どうしたら持続可能

な町づくりができるか。今までは農業や大きな工場の誘致だったが、ソフト産業、サー

ビス産業の拡充による農村部の行き方を模索を始めたところである。

県では移住・定住促進班を新設し、お試し移住体験プログラムを実施しているが、県補

助があるのに、手をあげた自治体は五城目町のみと聞いており、もったいないと思う。

プログラムをやったが移住体験の予算は限られており、残りは何かと尋ねたら田舎暮ら

しをしたい定年向けの雑誌への広告費と聞いた。定年者もいいが、少子化が深刻で、企業

誘致も難しい中では、起業を考えている若者が移住してほしいと思う。可能であれば予算

を作る段階で、どんな年代を対象とするか民間と話し合う機会があればいいと思う。

秋田は子育て環境は抜群なので、そこをＰＲして、どうせ起業するなら秋田と発信して、

若者の移住を促進していければと思う。

（知事）

移住定住については、対象は定年者がターゲットという思い込みがあった。こういう

意見を直接聞くことが大切であり、来年の予算編成では若い起業家向けの移住定住策が

出来るかという議論につながる。

（Ａ氏）

知事は、どんなイメージの新しい秋田を出したいのか。

（知事）

高質な田舎である。ヨーロッパには、人口１万人程度で、最高のシェフがいる三つ星

レストランがあり、農村部だが洗練されていて文化水準が高い田舎がある。秋田は東京

の様にきらびやかになる意味はない。人の文化教養度が高く、お金をかけなくてもあら

ゆる生活の水準が高く洗練されていて、きらびやかでないが、あらゆる面でクオリティ

が高い、ヨーロッパの洒落た田舎をイメージしている。

それには、人間のレベルをあげなくてはならない。かつて、農村部では俳句や短歌が

盛んで豊かな農村文化があった。

今は英語力の向上だと考えている。秋田の子どもは国語力が高いので、10年後には全

ての高校生が英語の日常会話ができるようになってほしいし、30年後位には秋田県人の

全てが英会話ができるようになってほしい。

秋田で過疎にならなかった町は稲川町川連。漆器、仏壇、りんご、三梨牛、こけし、

うどん、小さな中小企業の色々な業種が地元にたくさんある。稲庭うどんは海外に移転

することは出来ない。その地域にある事の価値が過疎にならなかった要因である。

今は大企業を誘致し、地元で一つの業種を作るのは無理であり、企業誘致では、つぶ

れると終わり、企業側が撤退すると終わりである。小さい固まりがいっぱいあり、その

地域にある事に価値がある中小企業の集まりが産業構造として強いと思う。
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（Ｇ氏）

秋田は、求人も増え、一頃より雇用状況はよくなっている実感があり、女性社長と接

する機会は少ないが、それぞれが頑張っている。

（知事）

女性の「活用」と言う言葉は好きではないが、人手不足の中で、女性が働いていかな

いと産業は成り立たない。今は、建築、土木の現場でも女性が頑張っており、境目がな

くなってきているが、子育てとの両立をどうするかが難しい。

（Ｆ氏）

子育て環境については、秋田市は充実しているが、他市町村ではそうでない所もある。

ママが起業しても、秋田市だから何とかなるが、地域によってはそうではないと思う。

国の事業で、子育て支援員制度が始まる。これはママ向けの仕事になり得ると思うので、

子育てしながら働きやすい秋田になればいいと思う。

私たちは、未就園児の活動拠点がなく困っている。公民館では、お年寄りに対して、

子どもの声等が迷惑でないかと肩身の狭い思いをしている。県や市に、未就園児の施設

に対する助成の相談に行ったが、ないとの事。例えば学童保育、児童センターは午前中

は空いているので使えないのか。

（知事）

国の子育て支援体系として、未就園児の施設はない。公民館は文教施設である。県市

町村の子育て支援は、保育料免除、医療費免除がほとんどである。秋田は全国一充実して

いる。

行政が箱を建てるには、国の支援がなければ完全な市費になるので難しいし、これは

県が建てるものではない。あとは、空き家の利用が考えられるが、空き家を多目的に使

うとすれば、県が一律にではなく、市町村がどう考えるかであるが、なかなかそこまで

手が回っていない。お年寄りの施設は数多くあり、そこから子育て支援に予算を回した

いが、お年寄りは人口も多く難しいところである。

（Ｈ氏）

公教育で出来ること、大手の英会話学校の出来ること、出来ないこと、それらの経験

から秋田で個人で教室を開くことにした。世界を回って、世界中に友達が出来て、価値

の共有、違いを理解出来るようになった。

秋田を愛する県民が増えてほしい。ずっと県内で暮らしている人だからこそ見えるも

の、県外出身、Ｕターン、外から来て見えるものは違うと思う。それをコラボレーショ

ンして交流があることが大事だと思う。

秋田にワーストのデータがたくさんあるのが、秋田で住むと決めた理由のひとつ。そ

んな秋田でこんなことが出来たと発信することで、日本全国、世界中のモデルになるの

ではないか。広く発信するには言語が重要。秋田にあるもので、それを土台に育てる種

まきは言語教育だと思う。30年前と今は全く違うが、30年後どんな世界になっても言葉

というツールを自由に使ってイキイキとどこでも生きていける人材を作るのは、秋田だ

けでなく世界に貢献するためにも大切。
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日本人の英語力は読む聞くは出来るが、話す事が出来ない。日本にいながら一番話せ

るようになる手法を使って英語教室を開き、自分が出来ることを草の根的に活動して、

指導者を増やしていくことが目標。

ヴィーナス・クラブで講演会の機会をもらい、自分の考える豊かさの定義をシェア出

来た。仕事中心で身体や心をすり減らしてお金を稼いで、家庭を顧みず余暇も楽しめな

いのが豊かさなのか疑問。それよりも、お金は稼げないけど、家族との時間や余暇を楽

しむ時間があり、自分のいきがいが世代を問わず感じているのが豊かな社会でないか。

それは、秋田だから出来るのではないかと思う。

世界中の友達に秋田の良さを発信したい。観光だけではなく住む視点、長期的な関わ

りを求める視点で捉えれば、この秋田の持つ豊かさは有効だと思う。

（知事）

英語に関しては、女性の方が積極的に会話をして、得意ではないかと思う。将来の夢

について、お聞きしたい。

（Ａ氏）

ヴィーナス・クラブとしては、いきがいを持って自分らしく輝く人で秋田をいっぱい

にしたい。来年６月に仙台支部の設立をめざしている。

秋田の女性のパワーは、成功事例を経験し、自信を持つと前に進んでいける。これか

らは世界に向けてはばたいていく様な人をヴィーナス・クラブからたくさん輩出するの

が夢である。

外に出て何かを感じて、改めて地元の良さを知る。だからこそ、秋田のために何かし

たい人がたくさん出てくるといいと思う。これまでサポートしてきて、自分の価値に気

づかない人が多い。まずは、自分の強み、個性に気づいてもらう。そういう女性がつな

がると、秋田の女性は違うね。と思ってもらえるのではないか。

（知事）

変わる事は自信を持つこと。Ｂさんのイメージコンサルタントの仕事を実際に見て、

人はあんなに変わるのか、あんなに自信を持つことが出来るのかとよくわかった。秋田

の人は卑屈になりがちだが、ああいう事で自信を持つ事が大切。

（Ｃ氏）

秋田で公認会計士は20人程しかいないが、現在の本業は主婦。去年までは仕事中心で、

子どもに寂しい思いをさせた。今は子育てが中心の時期だと思っている。子どもを預け

てもやる価値がある仕事をやろうと思っている。

（Ｄ氏）

本業は美容師である。秋田は美容院が多く、年齢に関わらず県民の美意識も高い。

また、子どもは、秋田のプロスポーツの発信力の大きさを感じたり、スポーツを通し

て世界を意識している。その点でも英語教育は重要だと思う。

（Ｅ氏）

それぞれが持っている自分の価値や個性を最大限に発揮しつつ、わくわく何かに取り
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組んでいる人達が有機的につながる、その事でシナジーが生まれる、そういう社会だと

より良くなっていくと考えている。そういう大人が増えると、その背中を見て育つ子ど

もも未来は明るいというビジョンを持てるのではないか。

秋田に恩返しをしたいと考えているが、そのためには川連の様に五城目でしか出来な

い事をやりたい。五城目は小さい単位なので挑戦できる。例えば、ＡＩＵの外国人学生

と小学生が交流したことで、小学生から英語を勉強したいと言われた。

秋田だからこそ出来る事を考えれば、やはり教育か。秋田にしかない資源、学力日本一

で、ＡＩＵがあるのは秋田だけである。世界で一番の教育を行うのが秋田であると発信す

れば、秋田で子育てしたいと思う人が増えるのではないか。ウミガメ政策として、秋田で

最先端の教育を受け、外に出て違う価値観を知り、また秋田にＡターンしてもらえればと

思い、自分もその動きに協力していきたい。

（Ｆ氏）

ママが活躍出来る場、社会から離れているママのいきがい作りの場としてＮＰＯ設立

を視野に入れて活動している。イクメンという言葉も定着し、子育てに協力的なパパが

増えているが、パパが育休取得することはまだハードルが高い。これからは、子育てに

優しい企業が増えて秋田が皆で子育てに優しい環境になれればと願っている。

（Ｇ氏）

事業主さんも常に色々と悩んでおり、自分は耳を傾けて聞く力をつけようと産業カウ

ンセラーの資格を取った。また、少なくなる人口の中で産業を衰えさせないためには適

材適所が必要であり、キャリアコンサルタントの資格を取った。これから、これらは絶

対に必要である。

自分自身は、産後43日から復帰した。それも預ける場があって、夫と自分の会社の理

解もあったから仕事と子育てを続ける事が出来た。

子育て支援に関しては、お金と言うより、いつでも安心して子どもを預ける場があり、

相談出来る場があり、それにより女性が社会に関わって、子育ても介護も安心して出来

る事が、秋田の産業活性化につながることだと思う。今、ヴィーナス・クラブで女性の

イキイキした姿を見て、羨ましく、うれしく思うとともに、行政もママ達を支えていっ

てほしいと思う。

（知事）

子育て支援は市町村であり、建物を作るのも市町村である。建物をどう使うか、予算

をどう使うかは市町村の考えしだい。ある程度、県は財源を持ち、全県統一の保育料の

免除は別だが、市町村ごとに、少子化対策、子育て支援に必要なものは違うはずである。

国がこれからどういう少子化対策を出すかもあるが、県も25市町村同じ事に対しては

やれるが、違うものは市町村になる。こういう意見は市町村にも伝えるべき。市町村長

とこういう意見交換の場があればいい。

（知事）

英語教育に関して、団塊の世代は会話ができないため英語コンプレックスが強い。小

中高は学校教育の機会がある。時間とお金がある高齢者に英会話の講座があれば面白い

のでないか。
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（Ｈ氏）

自分は女１人で世界を旅したが、英語の力があったので全く怖くなかった。英語教室

の対象は大人と考えている。モデルとしているのは帯広の自分の英語教師の師匠。ここ

の生徒は高齢者が多いが、70代の主婦の英語力はとても高かった。帯広は英語教育が根

付いており、農閑期に海外旅行するなどの習慣がある。

秋田は土壌も豊かで、文化が発展した時代があった。女性の得意とする分野があるな

らそれに自信を持って取組み、秋田に生活してうれしいという未来を作っていきたい。

自分は秋田に生まれて良かった。自分を知っている、愛している大人が家族以外にも

たくさんいて応援してくれた。これからは自分が秋田に恩返ししていきたいと思ってい

る。

（知事）

積極的な姿勢で取り組まれており、大変頼もしく思っている。人間力を高めることは、

地域活性化の最大の源である。これにはお金もかからなし、かけても仕方がない。私は、

よく英語力の向上の話をするが、教育は指導陣の教育とネットワークづくりなので、必要

な予算もたいしたことはない。地域の活性化について、少し視点を変えなければいけない。

（終了）


