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（北秋田地域振興局）

平成２６年度 知事と県民の意見交換会概要

テーマ：おいしい北秋田をまるごと発信！～新たなビジネスへの挑戦～

日 時：平成２６年８月２８日（木）１０：３０～１２：３０

場 所：大館市 ＪＡあきた北農産物流通加工センター

※意見交換に先立って、同会場にて、えだまめの集荷・選果場や加工場を見学。

（知事あいさつ）

本県では、40年ほど前から所得の向上、働く場の確保が課題であり、約10年前までは企

業を県外から誘致する動きが全国的に盛んだった。高度経済成長につれて、地方は安くて

広大な土地等を活かし農林水産業分野をメイン産業として機械化を積極的に進めた。また、

当地区にも多くの企業が誘致された。しかし、最近の企業誘致は食品加工や薬など、国内

立地でしかできないような特殊なものに限られている。

秋田が豊かになるためには、外貨を稼ぐことだ。「いかに外に秋田のものを出すか」、「い

かに外から人を呼んで秋田で消費してもらうか」の２つの方法しかない。経済の原則とし

て、これが拡大すれば雇用は必ず増える。本県は、風力発電や太陽光発電、地熱発電、水

力発電、バイオマスなどの自然エネルギーや、昔からの鉱山技術を活用したリサイクル産

業も強みなので、これらも活かしていきたい。

農業県の本県では、いかに農産物の付加価値を高めるかも重要だ。世界各国は日本から

の米を買わない方向に向かっている。今、東南アジアの良いコメ、良い田んぼは全て日本

人が日本の米を作っている状況である。しかし我々は、日本の安全保障のためにも米以外

の国内消費の分をきちんとつくらなければ大変なことになる。

ところが、コメ以外の加工食品については、秋田は残念ながら日本の中でビリである。

農産物をそのまま出荷する傾向が強い。よくあるのが、秋田で採れた山菜を山形が加工し、

それを我々が高い値段で買うというパターンだ。できるだけ秋田で農産物を加工し付加価

値の高いものを作り、これを観光に利用する、あるいは県外に出荷するというサイクルを

目指したい。秋田県が力を入れているエダマメやネギ、アスパラ等もある程度の質と量を

確保することが重要だ。

６次産業化は、これからの秋田の人口減少対策、あるいは雇用を通じた農村部の活力の

維持に、非常に大きな役に立つと思う。現在、県でも農業基金を作り、乏しい財源ながら

もできるだけ農林漁業関係に予算をまわそうと努めている。

本日は、こうした分野の第一線で取り組んでいる皆さん方に色々なお話を聞きがら勉強さ

せていただいきたいので、よろしくお願いしたい。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

エダマメの生産指導、販売、加工を担当している。平成13年の入社当初は、エダマメの

栽培面積が７ha、出荷は約17トンで、ほとんど手作業だった。平成20年頃から機械化を進

め、平成23年度からエダマメ日本一を目指し、県とＪＡが一体となって取り組んでいる。

今年の栽培面積は91.7ha、約５～６年で面積が10倍ほど拡大している。
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栽培面積が拡大する中で、生産者から「袋詰めや選別作業でとても難儀している」「規

格外品をなんとかしたい」などという話があり、農産物流通加工センターの建設に至った。

加工施設で、むき豆ペースト等を製造することにより、通年的にエダマメの出荷が可能

になる。今は、ずんだやお菓子の原料等々を中心に、秋田市の菓子店などへ出荷している。

大館市内でも、県と市とＪＡで「大館市エダマメ産地育成研究会」を組織し、大館のエ

ダマメを盛り上げていく取組を行っている。エダマメを、きりたんぽ、曲げわっぱに続く

大館の特産にしていきたい。

（Ｂ氏）

弊社はこれまで飲食店経営、製麺製造卸、食品加工卸、フランチャイズ事業等を展開し

てきた。ラーメン店から始めたが、次第に事業を拡大し製麺業に着手。昨年、秋田市から

製麺業の誘致の話があり、製麺の拠点を河辺地区に移した。今後は、一般製造卸、一般消

費者向けの商品づくりに路線を傾けていく見込みである。

存続していくためには外に売っていかなければならないので、県内に多数ある独特な農

産物を使用した一般消費者向けの商品開発にも取り組んでいる。県内の山で採取される「こ

ごみ」や「こはぜ」や熊笹を練り込んだ「山の幸うどん」、コメどころ酒どころを象徴す

る酒粕うどんに秋田杉の枡をつけて「ますます繁盛する」という意味合いを込めた商品、

Ｅさんの企業の黒にんにくを麺に練り込んだラーメンなどを開発。こうした商品を県外に

も売り込んでいきたい。

今後も、麺というカテゴリーの中から様々な地域の特産品を活かした商品を製造すると

ともに「チーム秋田」として生き残っていけるしくみ作りに取り組んでいきたい。

（Ｃ氏）

普段生徒たちと接していると、「自分はここで生きている」「ここで暮らすんだ」という

意識が大変薄いような印象を受けていたので、食を地域活性化に繋げたいと思っていた。

どのような特産品があるか生徒に考えさせ、様々な料理コンテストに出すうちに、北秋

田ではししとうがよくとれると知ったが、その事実を知らない生徒も多く、また苦くて青

臭いという理由からししとう嫌いな生徒も多かった。これを美味しく食べる方法を考えさ

せたところ、市役所や道の駅からのバックアップもあり、ししとうカレーが完成した。

実際に商品化したことで、生徒たちが周りから評価され、「自分も地域のために頑張れ

るんだ」という自覚、自信がついてきた。

秋田の高校生は大多数が県外に出てしまうが、いずれ秋田を盛り立てていく人を育成す

ることを目標に、こうした活動を行っている。現在、比内地鶏のレバーを使ったコロッケ

や、これにししとうを入れた商品などを開発しており、10月に秋田市で開催されるおもて

なし祭りで販売する予定だ。

（Ｄ氏）

自分は大仙市の農家で生まれ、主人は秋田市で生まれ畜産に関わってきた。お互いに県

外や国外にいた経験があり、いつか自分たちで農園をやりたいと考えていた。

平成11年に就農場所を求めて合川に辿り着いた。当時は問い合わせ先すら無くかなり苦

労した。当時、就農の受け入れ可能な自治体が北秋田市合川町と鹿角市小坂町の２つのみ

だったが、牛の許可がおりたのは合川町のみだった。

比内地鶏と花壇苗と牛から始めたが、牛はダメですぐにやめた。比内地鶏は順調で、年

間２千羽ずつ増やし１万羽まで拡大したが、３年目は売上げよりも資金が無くなるスピー
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ドの方が予想以上に早く、とても厳しい状況になった。

経営の９割以上を比内地鶏にしたため、今でも偽装問題や飼料代の高騰などの打撃を直

接受けてかなり苦労している。比内地鶏をやめる農家も非常に多くなっており、以前の３

分の２ほどになっている。比内地鶏に関してはぜひ秋田県で守って欲しい。

グリーンツーリズムもやっているが、都会から来て農作業を体験してもらうというより

も「農家の生活すら見たことない」方でも楽しめる農家レストランを目指している。

今の一次産業は、ただ作物を作るだけでは本当に生活が苦しく加工が必須であり、当方で

は比内地鶏の卵を使ったシフォンケーキを出しているが、加工品は直売所でも多くの人の

目を引くと思うので、今後も多くの人々を巻き込み楽しみながら進めていきたい。

（Ｅ氏）

平成10年代に公共工事の削減等で売上げが軒並み低下し、新たな取組が必要だと感じて

いた。平成21年に県信用組合と一緒に「田舎ベンチャービジネスクラブ」を立ち上げた。

そして、「大野岱にある広大な耕作放棄地を、建設業３社の重機を使って耕し、もう一度

畑に戻そう」と思った。にんにくを勧められ、３社で協議して会社を設立した。

１年目は2.5haに500万円で種を購入し植え付け、翌年は約20トン収穫し全て植え付け14

haまで増やした。昨年は収穫の時期に記録的豪雨が直撃。種は十分確保できたものの白に

んにくの売上げだけではとても厳しく、黒にんにくの加工が必須であると実感した。今年

は14haから約104トン収穫している。

黒にんにくの熟成庫は市販されておらず、熟成庫を独自に開発するか、開発済の業者か

らその設備やノウハウを月々数十万円で買い入れるしかない。弊社は地元の鉄工所と電気

屋とで独自に釜を開発した。良い釜ができるまで半年くらいかかったが、独自に商品研究

ができたので、ただプラントを買ってマニュアル通りにやるより良かったと思う。釜は1

つしかないが、毎月500～600キロほど生産しフル稼働している。

現在、黒ニンニクは県内道の駅や東京都内に置いている他、福岡にも毎月300キロほど

出荷している。福岡では主に関西圏に販売しているようだが、味が好評で売れ行きは順調。

目標はにんにくの産地化である。植え付け講習会等を開催し、にんにく栽培をやってく

れる人を募っているところだ。現在、当方で１４町歩やっているが、全体で３０～４０町

歩にすると相当のバイヤーが入ってくるようなので、この数値を目標とし、単価および全

体の売上高の逓増を目指したい。

（Ｆ氏）

高校卒業後に海外に留学し、日本に戻って都心に就職したが、自分でビジネスをやって

みたいと思い、実家の農家経験と留学の経験を活かして海外にお米を売ろうと思った。

タイやベトナムなど東南アジアでお米を売りにくいのは、自分たちで作っている量が多

いからであり、シンガポールや香港、マレーシアなど年間100万トン以上のお米を海外か

ら輸入している国もある。実際に調査すると、台湾や香港などには既にＪＡ等の競合他社

が多く入っていたが、マレーシアやインドネシアなどのイスラム圏には日本からのコメの

輸入実績がなかった。イスラム圏には、豚肉やアルコールを禁止する等の基準、いわゆる

ハラールがあり、日本にハラール認証をとった商品が無いので、イスラム圏の国々に日本

の商品が入っていないのだ。そこで弊社は、昨年３月にマレーシアを訪問するなどイスラ

ム圏での取組を始め、同年８月に父親の農林水産法人と一緒にお米でハラール認証を取得

した。

ハラール米の販売は、国内向けと国外向けで戦略が異なる。北海道、沖縄、東京都内な
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ど一部の自治体を除いて、日本国内ほとんどの外食産業やホテルではハラールの対応が進

んでおらず、国内では、観光客をターゲットにし、ホテルや空港関係に商品を出して地道

に広めていくしかない。一方、海外については、中東ドバイを含むイスラム圏の国々でお

米の需要が足りないところにターゲットを絞って事業展開するが、この時、規模を拡大し

ていくことが重要になる。現在、自社で８haほどお米を作っている他、農作業の受託で13

0町歩ほどのお米を取り扱っている。食品メーカーや大規模農家のようにある程度規模を

拡大していき、機械の共同購入などコストの削減を目指したい。また、食品を海外に輸出

する場合、加工品は付加価値がつき値段が高くなってしまうので、弊社は、あえて原料で

持っていくか、あるいは玄米のまま現地に持参し現地で精米して販売する戦略を考えてい

る。現在、様々な国にサンプルを置いているが、日本のお米は品質がとても良く、和食の

お店や高級ホテルなどから非常に良い反応をいただいている。他国のお米より２倍ほど高

値だが、需要は十分にあると思う。

（Ｇ氏）

当店は平成13年にオープンした体験交流型の直売所であり、16年度からは体験修学旅行

も受け入れている。当時はたんぽ体験や郷土料理体験のみだったが、23年度からは民泊も

始めた。昨年は11校だったが、今年は14校２千名ほどの修学旅行生を受け入れている。16

年度からは惣菜弁当・仕出し部門も始めた。企業高度化支援事業の助成制度を活用してオ

ーブンなど大型機を導入し、これまで以上に精力的に取り組んでいる。また、大館市の大

町の商店街を活性化させるため軒先を借りて週２回販売していたが、24年度より大町商店

街振興組合と連携しお店をオープンするに至った。当初の売上げは２千万円だったが、昨

年の売上げは４千万円だった。

学校とも様々な連携をしている。例えば、「地域に伝わる食文化を知りたい」という大

館高校の生徒の思いと、「若者の感性を加えて開発したいとい」という自分たちの思いが

合致し、昔から郷土食として親しまれてきた「かまぶく」について共同で新商品を開発し、

生徒が販売をしている。また、昨年から成章小学校とも連携し、一緒にエダマメを定植、

収穫している。また、収穫物から「えだまめプリン」を作り、大館の産業祭や、当店の収

穫感謝祭で販売している。

開店当初は、お店のものを１個でも多く売るために70名の全会員が１人１つ宅配を送る

先を見つけていたが、今では１ヶ月に約160、お中元お歳暮の時期には１ヶ月に220～230

ほど発送している。その他、東京のアンテナショップに毎週木曜日に発送し土、日に販売

してもらっているほか、ネット販売業者にも月100箱ほど発送している。また、最近では

ふるさと納税の恩恵を受けており、これまであまり出なかった果樹関係が約100箱出るな

ど、今までに無い注文をいただいている。

高齢者が多くなっていることから、惣菜部門の注文もかなり増加している。大町店では、

ご用聞きと安否確認をかねた配達業務も少しずつ始めている。

（知事）

その地域だけで育った人よりも一度外に出た人や若干違う畑での暮らしを経験してい

る人の方が、切り口が違っていてうまくいっているように思う。また、最近は、Ｇさんの

企業のように地域の中で女性がリーダーシップを発揮して地域力を集結していることが多

い点も特徴的だと感じている。

（Ａ氏について）

一次商品である原材料がきちんとしていなければ二次商品は良いものにならない。例え
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ば、「秋田のエダマメは美味しい」から、エダマメの二次商品も評価されている。こうし

た視点は今後も大事である。

全般的に、秋田はお米がとれるわりに丼物があまりないと思う。私はいつも自分で丼物

を考案し、東京のスーパーなど様々な所で作っている。今後、エダマメは量を競いながら

どのように展開するかがポイントだ。ずんだなど業務用商品の他に、一般消費者向け商品

も必要だと思う。例えば「秋田のエダマメご飯」など、何かちょっとした物でよいので、

どこにでもエダマメがちりばめられて出てくるようなものを考案し、５年、１０年続けて

いけば地域の新たな名物になるのではないか。

（Ｂ氏について）

台湾は今、ラーメンブームであり、台湾でラーメンを食べてこちらの本店に来るという

ツアーも出てきている。北秋田市と県で内陸線の活用を含めた台湾観光客の誘致に力を入

れているが、Ｂさんの企業も台湾に出店したとのことで感心している。お店を出すという

のは小さな試みだが、そういうものが意外とブレイクしたりする。

実は、台湾のある財界のトップが羽後牛を食べるために秋田まで来ている。その話がど

んどん伝わり、日本にいるその方の友達、さらには日本の財界のトップクラスまで羽後牛

を食べにきている。今はそういう時代である。

今度、台湾に行く機会があった時にはＢさんと一緒に訪問したい。食の取組を内陸線な

どと繋げ、観光誘客の方法を模索したい。「行政だから個別企業と協力することが不公平」

という時代ではない。一社でも良いものがあればコラボしていく。

（Ｃ氏について）

子どもたちが地元のことをいかに知るかは重要である。地元の良いところだけでなく、

課題も知る必要がある。小学生、中学生、高校生など、年代に応じた学習を通して、地元

のことを知り、体験しながら大人になっていくことが大切。それが本当のふるさと教育だ

と思う。

（Ｄ氏について）

「学校に行けば地元の事から遮断される」というのが一番良くない。授業での様々な題

材について、地元に関連するものを扱っていけばよいと思う。

かつては就農に関する窓口が役所に全くなかった。一昨日の意見交換会は女性ベンチャ

ーがテーマだったが、そこでも同じ話が出ていた。「イメージコンサルタントをしたい」

と相談に行ったところ、役所からも商工会議所からも「それは何でしょうか」と言われた

とのこと。要するに、最近、色々な新しい職種が出てきており、窓口が役所だけではどう

しようもなくなっている。

秋田市では、こうした新しい職種の経験がある人がネットワークを作り、新たに始めた

い人に対して課題や気を付ける点などを教えるというクラブができた。県に関連する相談

があった時にはそういったネットワークの方々にお願いをするという仕組である。農業に

おいても、そうした仕組を作らなければいけない。役人も自分で農業をやっているわけで

はないし、農家の方に直接話をしてもその方たちは生まれつきの農家なのでまた違ってく

る。Ｄさんが農業を始める時には、そうした点で非常に難儀されたと思う。

（Ｅ氏について）

建設業の人は土に強く、農家の人が多く、またある程度大量の物を処理する力もあるか

らか、食品業で成功する例が多いと感じる。

ブランド化は、ある程度の規模がなければ難しい。たった１人の人が作っているという

のは、別の意味でのブランド化であり、産業としては成り立たず、産地の雇用拡大などと

は少し異なってくる。例えば、「青森はにんにくと言ったら田子」というように、販売力
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を伸ばしながら一定規模の産地形成ができれば、ある程度地位が確立してくる。そうすれ

ば、青森の田子にんにくと、秋田のしらかみにんにくとの間で、産地間競争が起きると思

う。そのように頑張っていただきたい。

（Ｆ氏について）

先般、北秋田市長と台湾を訪問した。地元観光会社と一緒にまわり、地元のホテル経営

者にいきなりセールスしてきたが成約してくれた。また、現地に行ってみると、我々が考

えていたニーズと、現地の旅行会社の要求が異なっていた。現地に行って初めてこのニー

ズの違いに気付けたし、現地に行かなければそのニーズに対応して改良していくこともで

きない。海外と取引する時には、自ら現地に行くことが一番大切だと思う。

海外の取引は、国によってルールも基準も異なるので、相当きめ細かく進めていかなけ

ればならない。昨年、秋田からあきたこまちをタイに持参したところ、ミャンマー産のあ

きたこまちと並べて販売されたが、秋田から持参した物の方が一瞬で売れていた。やはり

「本場秋田県のもの」という部分が強かったのだと思う。一方、果物については、台湾の

農薬基準が日本より厳しく持参できなかった。このように、差別化して売るものと、その

国の基準に合わせて売る物がある。こうした１つ１つの対応はなかなか難しいが、今後、

こういった制度整理や情報提供を役所が中心となって取り組んでいかなければならないと

思う。

（Ｇ氏について）

今、修学旅行を秋田に誘致する力を一番持っているのがＧさんの企業。単なる地元の農

産品の直売所ではなく、そうした枠を越えている。素晴らしいと思ったのは、誘致のため

にわざわざ北海道などに行かれていることだ。旅行会社よりも早く動く。しかも、食育教

育もきっちりされている。そういう意味では、県内でも突出した女性の皆さんの会といえ

る。

今後も、地域に刺激を与えていただきたい。特にＧさんの企業は、よそにも刺激を与え

るような存在であり、県外のあるグループでは「Ｇさんの企業を越せ」というのが１つの

スローガンになっているようだ。今後も頑張って頂きたい。

【意見交換】

（Ａ氏）

農産物流通加工センターを拠点としながらエダマメの生産拡大、加工の充実を図ってい

きたい。また、現在は商工会議所等と連携しているが、今後は観光業の方とも連携し、新

しい地域資源の創出にも取り組んでいきたい。

観光に関しては、大館市内の観光マップ等が不十分であり、どこをまわれば何が食べら

れるか、どういうものがあるのかなどの整備が必要だと思う。市内には平日でも多くの観

光客が来ているのにもったいない。行政とも連携しながら、“見せたい場所”を整備して

いけたらと思う。

加工の機械は１千万円以上の高価なものが多く、機械を自前で取得できないことによっ

て売れるチャンスを逃してしまうことが多々ある。今後、県内各地で６次産業化を進める

にあたって、スピード感を持った柔軟な補助事業があればありがたい。

また「加工品を作ったが売れない」というのが一番困る。ロットを確保しながら、マッ

チングの機会、県全体でプロモーションできる機会がもっと色々あればと思う。

（知事）

横手の工業団地にある焼き鳥屋に視察に行った際、つくりがまるで半導体工場と同じで
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驚いた。全てが流れ作業で、焼き鳥一本ごとにトレーサビリティーのタグがついている。

農産物流通センターも少し似ているが、食品関係の機械は、大量生産以外は特注品になり、

相当高いのだと思う。設備投資関係はなかなか厳しい。

プロモーションの機会については、全くその通りである。いかに需要を増やすかがポイ

ントだ。現在、アンテナショップのあり方について検討しており、今あるモノをただ売る

のではなく、あるモノを置いてみてお客さんの反応を見たり、アンケートをとってその結

果を生産者や販売者にフィードバックし製品を改良していく等の取組が必要だと感じてい

る。様々な物産展についても同様だ。今後、様々なプロモーションの方法を検討していき

たい。

（Ｂ氏）

今、本県の大きな課題は人口減少。パイが狭くなれば狭くなるほど事業規模を縮小しな

ければいけない。それを回避するためには、外に売っていくことが必要不可欠だ。また、

いかに県外から多くの方に足を運んでいただけるかも課題になる。

全国的に人口が減少している中、どの地域でも観光ビジネスに力を入れている。秋田県

では、男鹿半島の自然、なまはげ、かまくら、比内地鶏、きりたんぽなど「点」はたくさ

んあるが、点と点を線で結べていないように感じる。これらを結ぶためには、行政や民間

の枠を越えて、まず秋田に足を運んでいただく環境を作らなければならないと思う。

北秋田市はマタギの文化があり、古くから冬場に熊を食べる風習がある。今年、北秋田

市にくまもんも来て華やかに熊牧場がオープンしたが、観光スポットとしてはピントがず

れている感がある。北秋田市民が古くから守ってきた内陸線と食と観光を繋げればよいの

ではないか。

「食」の部分を担当する者として、かつて北秋田副市長に相談したところ、動物愛護団

体からの反発もあり熊肉を市で大々的にバックアップするのは厳しいと言われたが、熊肉

のブランド化に向けなんとか熊肉を安定入荷できないか検討していきたいと考えている。

地域の物を地域で食べられる、それを目的に県外から人が集まるという環境を形にできた

らと思う。熊肉を活用した新たな観光の可能性について、企業だけでなく行政とも連携し

て模索していきたい。

（知事）

県内で観光協会の活動が一番進んでいるのは仙北市だ。仙北市では町の飲食店、味噌屋、

酒屋まで、全てが観光協会の管轄になっている。さらに、年４回ほど台湾にセールスに行

くのが慣例だ。また、大曲は商工会議所が花火をやっている関係で商工会議所の会頭さん

が様々なところに出向いて「観光業界」全般のセールスをして歩いている。

自然動物をあえて食べるということは、世界的にも動物愛護団体等の影響でかなり難し

く、養殖することも困難。あえてそれに挑戦した場合、かなりのリスクがあるように思う。

今の場合は、熊肉を食べるという“貴重な文化”をどう結びつけるかが問題。最終的には

“珍しいかどうか”よりも“美味しいか美味しくないか”だと思う。

観光戦略を考える際は、交通を含む様々な業界を巻き込む必要がある。内陸線も、地元

の活用だけでなく、観光利用の観点から田沢、角館、北秋田と手を組んで取り組んでいる

ところだ。

（Ｃ氏）

一番の課題は、活動を続けていくことである。全国には高校生が開発したものを１０年、
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２０年と長寿販売しているところもたくさんある。良い物であれば長く売ることができる

が、それを高校だけでの力で取り組むことは難しく、様々な業者や商工会の協力が必要で

ある。だが、ししとうカレーは、教育現場の立場からすると、教育の過程できた副産物で

あるが、ビジネス側から見るとお金がかかっているものなので、様々なシビアな問題が出

てくる。その立場の違いをお互いに理解し合い、うまくやりとりすることが課題だ。

かつての高校教育は教科書だけでもよかったが、最近では“本物”の重要度が増している。

今の高校生は、実際に商品を作っている人や農家を訪ねたり、実際にお金を使って地域の

活性化を考えたりする。当家庭クラブは、そうした意味では大変有益な教育活動ができて

いると思うので、私が異動した後もこの活動が続く環境を作っていければと思っている。

（知事）

単なるクラブ活動というより将来の自分の仕事にも結びつくような本格的な現場教育

は非常に重要だ。また、食べ物ではないが、金足農業高校の女子生徒がヤマビルよけスプ

レーを開発し、特許まで取得した。県立大の先生の指導も仰ぎながら本格的な大学レベル

の研究をし、３～４年引き継いでようやく完成したものだった。こうしたネットワークを

どうするかについては、県の教育委員会や産業分野の繋がりが関係してくるので、教育委

員会でも問題意識を持って取り組んでいく。

（Ｄ氏）

農業や田舎に興味を持っている方については、ありのままの秋田を１～２泊見せるだけ

でも十分だと思う。周辺にカエルがいたり、スーパーで買うはずの野菜が家の裏で生育し

ていてその場で採って調理したりといった本当に些細なことで大変感激してくれる。来て

くれた方の数％かもしれないが、秋田に興味を持ち「子どもをここで育てたい」「農業を

始めたい」と思ってくれる人がいるのではないかと思う。ただ、一般の人は“人をおもて

なしする”ことはできても“人を呼ぶ”方法がわからないので、そうした部分を行政で手

助けいただきたい。

（知事）

最初から「農業を起業したい人向け」という観点で民泊を受け入れた場合は、良いと

ころばかりを見せようとしてしまいがち。農業や定住の“する・しない”を決めるのは相

手であり、決める前のイメージをどう持ってもらうかが重要だ。作られたイメージでは、

実際に農業を始めたり定住してから幻滅してしまう可能性がある。ありのままの状況を事

前に見せることが大切だ。今は、「やる」という人に対していきなり研修を実施したりし

ているが、そうではなく、もう 1 つ前の段階の取組が必要だと思う。

（Ｄ氏）

農家で働いている独身男性がかっこよく見えるかも知れない。ほんの一握りでも、都

会の女性から「農家にお嫁さんに行きたい」と思っていただける可能性もある。ただエダ

マメを食べる、内陸線に乗るだけでも感動してもらえると思うので、とにかくありのまま

を見せてほしい。誰でも気軽に来れるような体制を作れればと思う。

（知事）

考えてみる。
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（Ｅ氏）

1 つ目の課題は、労働力の不足だ。にんにくの生産には2，500人ほど人手が必要なため、
シルバー人材センターにも協力いただいているが、高齢化の影響で大変苦慮している。最

近は女性の働きが素晴らしく、元気な女性に頼んだりもするが、それでもやはり年配者が

増えている状態。今後、労働力不足について考えていかなければならない。

もう 1 つの課題は、にんにくの産地化に向けた規模の拡大だ。青森の畑は、長いもやゴ
ボウなど既に様々な農作物で埋まっているが、北秋田市はいくらでも畑が空いている。賛

同して取り組んでくれる人さえいれば大幅に規模を拡大できるので、その方法を模索中だ。

県には様々な支援制度があるが、通年の予算は無いので、例えば５月、６月に資金が必

要になった場合にも翌年度に回されてしまう。農業は補助が無ければ設備投資もペイでき

ないような職種なので、通年を通して要望したら数ヶ月で使えるような制度があれば大変

助かる。

（知事）

人の確保は、農業のみならず今後非常に重大な問題だ。今、景気が良くない中でも有効

求人倍率は全県的に0.9倍。地域性にバラツキがある状態であり、大館、北秋田、能代あ

たりは大変良い数値だ。また、人口減少が進み高齢者の数そのものも減っている。労働力

が減少し、農業のみならず秋田県全体の産業を“維持”するだけでも大変なレベルになっ

てきているといえる。

補助金については、年度途中で要望があれば６月、９月と議会の度にあげるという仕組

みが少しずつできている。このための財源確保として、基金制度も作った。今後、さらに

工夫しながら進めていく。

（Ｆ氏）

金融機関や県内企業の方などと一緒に海外の展示会等に参加することが多々あるが、

自社で英語を話せる人がいないという理由から、通訳を通して商談している県内企業が多

い。しかし、その場で商談をしても、イベント専属の通訳や現地のメーカーがいなくなる

と自社でその先のコンタクトをとれていないようだ。英語で海外との取引ができる人材を

県内で探すことは難しいと思うが、現地で商売を続けるためには、イベント後もフォロー

してくれる人が必要である。例えば、イベントの際、商社と一緒に参加しその後の現地で

の営業活動を商社にお願いする、もしくは、現地の営業代行やコンサルタントに一定期間

フォローしてもらう等の対応があればいい。また、現地で商売を継続させるためには、こ

うした委託が必要になるメーカーも多いと思うが、県の補助金は委託費など外注が入ると

使いにくいことがあるので、補助金の使い勝手を改善してほしい。

（知事）

アンテナショップと同様に、そこで売るというのは“目的”ではなく“入り口”であり、

現地で商売を継続させることが一番大切だ。しかし実際には、言葉の問題、海外での取引

実態の把握等様々な障壁があるので、県は金融機関等と連携して取り組んでいるところだ。

最近ようやく、県内企業でも英語ができる人を海外担当として採用したり、国際教養大

学の出身者が県内企業で勤めるようになっているが、こうした部分のフォロ－は大変重要

だ。例えば、窓口を作り、そこに登録した企業が相談にきた場合に言葉の問題を解決して

次につなげていけるような制度等の開設を、来年度に向け検討したい。

また、今後10年計画で秋田の高校生の英語力も日本一にしたいと思っている。最近では
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英会話教室も増えているので、高齢者もこうしたところで学習すれば秋田県民のほとんど

が英語を話せるようになる。日本人全員が英語を話せるわけではない中で、全秋田県民が

英語を話せるようになった時、世界が変わるのではないかと期待している。

（Ｇ氏）

今一番需要のある、加工・惣菜部門の増設・拡大を目指している。本日のプリンも学校

給食に納めたいが、今のところ加工施設が無く、施設を持っている個人の方にお世話にな

っている状態。最近では修学旅行用の研修室まで、加工・惣菜部門で使用し始めているの

で、今後さらに研修室が狭くなった場合には、修学旅行をやめるか、加工・惣菜部門を縮

小し受注を少なくするように言われている。また、大きな補助金は法人でなければ受けら

れないので、数ヶ月のうちに法人化したいと考えている。

核家族化が進み、会社勤めをして農家を継がない人も増えている現在、小さい農家は耕

作放棄地を利用し学校と連携していて、一ヶ月に一回ほど畑に来てもらったりしている。

例えば成章小学校はエダマメを育てており、定植と収穫の時に私たちと生徒さん、父兄の

方と一緒に作業している。また、比内養護学校とも連携しており、使わなくなったリンゴ

の果樹園を掘り起こしてそこを畑にし、スナップエンドウを植え、比内養護学校の生徒が

月２回ほど来て定植の作業等をしている。こうした取組をさらに進めていければと思う。

（知事）

我々もこれまで食品加工には相当力を入れてきている。ただ役所では、税金を使うとい

う観点から、一定の金額を超えると個人あてというわけにはいかなくなる。法人化すれば

補助金も金融機関も使いやすくなるので、なんとか法人化に向けて頑張っていただきたい。

また、学校の活用については、小学校と中学校は我々の管轄外であり、市町村の教育委

員会がどう考えるかによる。高校については、（先ほどもお話したように、）最近は職業

教育がかなり進んでいると思う。ただ、秋田市内でも農村部ではそういう取組を実施して

いるところもあるが、進学校では保護者から反対されることもある。学校ごとに方針が異

なるため、県が一律に進めることはできないが、今の時代は「地域を教える」ことも必要

になっているので、流れとしてはできるだけ地域密着型でこうした授業を進められるよう、

教育委員会にも相談してみる。

（知事総括）

今日、色々と皆さんの積極的なお話を聞いて、私も非常に心強く感じている。様々な課

題があるが、やはり動かないことにはどうしようもない。また、やることなすことが100

％成功するかというと、そういうはずもない。いかに試行錯誤しながら、的を得たものに

絞っていくかである。そういう意味では、大変勉強させていただいた。

本日のご提案について、我々としてもなるほどと思ったものがあったので、後で振興局

でまとめて、来年の検討に活かしていく。県庁の各組織に関係するので、我々も十分検討

し、みなさんのご提案を１つでも多く施策に活かし、予算をつけていきたい。

（終了）


