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（山本地域振興局）

平成２６年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：若者が住みたいまち

日 時：平成２６年８月２９日（金）９：３０～１１：３０

場 所：能代市 旧料亭「金勇」大広間

（知事あいさつ）

今、農業、産業、福祉など色々な分野で大きな問題となっているのは、地方の人口減少、

もう一つは、地方のまちが非常に廃れてきているということ。特に、まちが廃れるという

ことについては、役所だけでは対応できない。やはり、そこに住む人が、その「思い」と

いうものをどの程度持っていて、どう活動するかである。

例えば、私の地元の角館にはお祭りがある。これは、自分達で楽しむお祭りで、非常に

金がかかるが、自分達でお金を出している。人口減少が進んでいるが、全く廃れない。む

しろ、参加者は増えている。角館のまちの若い人にとっては、それが生きがいになってい

る。だから「俺は外へ出ないんだ。」という人もいる。

ここ２～３年、能代山本地域の有効求人倍率は上がってきている。地域の方々が、木材

産業だけに頼らず、農業だとか製造業だとか色々なファクターが絡み合う中で、活性化し

てきているのだと思う。そんな中で、皆さん方、特に若い人が、どんなことを今している

のか、故郷にどんな「思い」を抱いているのか、どうしたいのかなどについて、お話を伺

いたい。私は、勉強に来ているつもりなので、ざっくばらんに、遠慮なく、お話いただけ

れば幸いである。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

私は、能代に生まれて能代で育ってきた。そして、地元の高校を卒業してから秋田市内

の大学に行き、大学卒業後に能代に帰ってきて以来、父親の下で修行しながら、お店の方

を続けてきている。

普段から、商店街が本当に疲弊してきていると感じていたので、今後、能代はどうなっ

ていくんだろうと心配していた。その時にたまたま、能代市役所の方から、若い人を集め

た中心市街地活性化させるためのワークショップに出ないかと誘われて、商店街代表とし

て参加させていただいたことをきっかけに、グループを結成し、今、私が代表を務めてい

る。

私達のグループでは四つのチームを作り、「チーム・アクティブ」というのが、今話題

のノルディックウォーキングという新しいスポーツへの参加者を募って活動するチームで、

地元白神山地の登山を計画して行っている。「チーム・ヒストリー」というのは、歴史を

勉強する会で、檜山神社や八幡神社などは佐竹候と縁が深く、佐竹候と能代の繋がりとい

うものを初めて知ることができた。それから農業や食材をテーマにした「チーム・アグリ

カルチャー」で、山本地域振興局長にも審査員をお引き受けいただいた、能代のネギを使

った「ハートフル畠町 初代なべＫＩＮＧコンテスト」というイベント開催などの活動を

行っている。また、「チーム・アート＆ミュージック」では、「ブルー能音（ノート）畠町

～ボジョレーとＪＡＺＺの夕べ～」を開催するなどの活動している。



- 2 -

結局、このまちにはどんな可能性があるのかということを、自分達が住んでいながらも

知らない。我々は、こういう活動を通して、自分達のまちにどんな良い素材があるのかと

いうことを探りながら、このまちを知って、それを多くの外の人達にアピール、宣伝、自

慢したいと思っている。

（Ｂ氏）

私は、美容室を経営している。また、「ＴＲＩＰ ＧＲＥＥＮ」というイベントの実行

委員会の代表を務めさせていただいている。このイベントは、地元能代の地域資源の「風

の松原」を利用した音楽を中心に、アート、食、スポーツなどを楽しめるイベント。実行

委員会のメンバーは、一度、秋田から離れて、地元能代に戻ってきた同級生８人で構成さ

れている。地元から離れたからこそ、地元の魅力を感じている同級生なので、秋田の魅力

や、また、こうなって欲しいという思いを、この音楽イベントという形にして、少しでも

能代の活性化に繋がればいいなという思いで取り組んでいる。国内外で活躍しているアー

ティストを呼ぶことによって、世代を超えた音楽好きが能代に集まるイベント、または、

観光のＰＲに繋がるようなイベントを目指して取り組んでいる。

また、外にだけ頼るだけではなく、しっかり地元発信できるようなイベントを目指して

いるので、地元のアーティスト達にも沢山出演してもらったり、地元の名物を出店してい

る方にも参加していただいている。さらに、廃材を利用した楽器作りなど、地元の環境に

対する意識がもっと高まるような企画も取り入れていており、今年は９月１４日に開催す

る。まだ３回目だが、続けていくことに意義があると思うので、次世代に繋がるように頑

張っていきたい。先程、知事がおっしゃった角館のお祭りのように、住民全員で熱くなれ

るようなイベントになるように頑張っていきたい。

（Ｃ氏）

三種町で農業をしつつ、ホームページ制作とＮＰＯ法人で活動している。法人は「10年

後の未来を考え行動する、地域活性化」ということをテーマに有志が集まって設立。今年

の２月に「第１回能代飲み歩きフェス」というイベントを開催したところ、能代のこの辺

（柳町周辺）の飲食店37店舗の方々が協力してくれ、580人の方が参加してくれた。「こん

なに人が溢れるのは何十年ぶり」という声もあり、地域活性化の一つ力になったのではな

いかと思っている。現在、第２回を企画中で、来年２月に開催する予定。

もう一つ、「ドクターズバスケａｔ能代」というイベントを開催した。こちらは、既に

全国各地で24回行われているイベントで、お医者さんなど、医療関係者でバスケットをし

ている人達が集まるバスケット大会。最近では、１回の大会に1,200人集まるような大会で

ある。今回は、「お試し」ということで、小規模で開催したが、関東や関西から16人のお

医者さんが来てくださり、その方々と能代の病院の方々や、ＮＮＬ（バスケの街能代で開

催する日本初の市民参加型エンターテイメント・バスケットボールナイトリーグ）などの

チームが、バスケットを通して交流した。県外から参加したお医者さん達は（お金を）沢

山使ってくれた。やっぱり観光客を増やして外貨を稼ぐということが地域活性化に繋がっ

ていくと思う。

また、今年５月に能代市民活動支援センターの指定管理者となり、ＮＰＯ法人の設立や

イベント開催に関する手助けもしている。

（Ｄ氏）

私は、子どもの頃から能代ミュージカルに参加している。能代ミュージカルは、年１回、



- 3 -

２月に公演しており、昭和55年の能代市文化会館のこけら落としを契機として始まり、キ

ャストやスタッフ、制作など、全て能代市民の手で行って上演してきた。題材は、能代の

歴史を多く取り上げており、まちおこしとしてだけではなく、地元の歩みを知る一助とも

なっている。

私はいつも母親の後ろに隠れている、すごく内向的な子どもだったが、人前で話すとい

う勇気をミュージカルに教えてもらった。それがなければ、このような場に立って皆さん

とお話をすることはなかったと思う。舞台に立って、大きな声を出すという経験は、私の

人格形成に大きな影響を与えてくれている。今のミュージカルキッズの子どもたちにとっ

ても、人格形成にきっと大きな役割を果たして行くものと思う。また、ミュージカルキッ

ズは、子ども社会に広がりを与えると共に、大人社会との貴重な接点だ。今、大人と関わ

ることが段々希薄な社会になっていってると思うが、能代ミュージカルに参加することで、

本当に様々な職業、立場の方々と出会うことができる。ミュージカルでも出会いに支えら

れて、そこから派生した出会いも沢山あり、それに支えられていると思うのは私だけでな

いと思う。

国民文化祭の事業として、能代市でミュージカルフェスティバルが行われるが、この「金

勇」を舞台にした「金勇物語」というものを上演する。能代にはかつて、能代芸妓という

方々がいらっしゃって、この「金勇」で芸妓さんが舞を踊ったりしている様子も見所とな

っている。国の有形文化財であるこの「金勇」の建物は、知識がなくても、「すばらしい

建物だなぁ」と皆さんから感じていただけると思う。こういう、すばらしさをどんどん伝

えていけるようなミュージカルにしたい。

（Ｅ氏）

私は、平成26年３月に看護学校を卒業した。看護を学んでいる中で、地域医療に貢献し

たいと考え、４月に病院に就職した。当院は「地域医療支援病院」であることと、「開放

型病院」であることが大きな特徴となっている。「地域医療支援病院」とは、個人病院な

どの一次医療を担う地域の皆様の掛かり付けの病院から患者様の紹介を受け、専門外来や

救急医療などの治療を行っていく地域の中核を担う病院のこと。介護施設や個人病院など

を支援し、お互いに連携していくことが必要となるため、地域に関わりの深い病院となっ

ている。

また、「開放型病院」とは、個人病院の医師が医師会病院の医療機器を使用して検査を

行ったり、手術を行ったり、入院中の患者様を一緒に診察できるシステムのこと。医師会

病院の主治医と地元の掛かり付け医の二人が主治医となるので、患者様にとっては安心感

のある医療を提供することができる。このように、地域との繋がりが深い医師会病院の２

階東病棟で１年目の新人ナースとして地域の皆様に質の高い医療を提供するため、知識・

技術の向上に日々励んでいるところ。

（Ｆ氏）

私は、今年の３月に東京から能代に移住し、現在、農業法人で研修をしている。国の青

年就農給付金をいただきながら２年間研修し、その後には、園芸メガ団地でネギ栽培に取

り組む予定。

今日、持参した「白神ねぎ」は、今お世話になっている農業法人で作っているもの。私

が、秋田で農業をしようと思ったのは、妻が能代出身であるということと、秋田では新規

就農者が手厚い支援を受けられるため。今回、国の青年給付金と合わせて、新規就農者が

農機具を買う場合には３分の２を助成するといった制度があるので、独立して就農しやす
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いのではないかと思った。

東京にいる時に、スーパーなどでは秋田産の農作物を見かけない。地元の直売所にはす

ごい立派な野菜があるのに、なんで東京で流通してないのかと、そういう疑問を感じ、自

分が東京や都市部で「秋田県能代産のあきたこまち」を流通させたいと思っている。直ぐ

にはできないと思うが、他の若い農家達とも連携してやっていければと思っている。

（Ｇ氏）

東京の大学に入って、その後、青果市場に入り品物を売っていた。秋田は他県と比較す

ると農業者の平均年齢が若いので、秋田の農業は、これから、何とでもできると思う。秋

田は米に特化し過ぎていて、どうしてもそこが弱いので、例えば、四国の徳島であれば「鳴

門金時」というさつまいもの品種があるが、１反歩当たりの収入がとても大きい。そうい

うものを見付けていきたいと思っている。

私は１反歩だが野菜を育てており、大事なところは、薬を使わない、金をかけない、と

にかくほったらかしで作れるものを作り、なおかつ、今年採れた野菜から次の年の種を採

って、自分の所に合った野菜を作っていく。ＴＰＰで品種などが決められてしまえば、駄

目になってしまうので、何とかして、ＴＰＰに品種の条項に入れないでほしい。その他に

核としては、夏場のリンドウ、周年で菌床椎茸を作って、主に東京に卸している。それと、

秋田に来る時に、東京の方から嫁を見付けて連れてきた。

秋田県は、どうしても流通が弱い。特に私の町の藤里はどん詰まりで、青森にも抜けて

行けないし、能代を経由して太平洋側の東北道を通って東京に出す。関西の方に出す時は、

更にもう１日かかってしまう。もっと関西の方にも行けるように、難しいとは思うが、能

代港の整備と、整備された能代港で流通業が出来る業者を何とか育てていきたいと思って

いる。それは、行政などにお願いする部分もあるし、自分でも、もっと作って、「このく

らいの量では運べないから地元で売れ」と言われなくなるまで、大きくならなければなら

ない。我々農家達は普段の仕事で全部儲けなければならない。そのように頑張って行こう

と思ってやっている。

まず自分が米作を何代先も続けて行くような農家になって、それでなおかつ、そういう

人を増やして行きたいと思っている。農家は、自分のような馬鹿者で良い。若者でありな

がら馬鹿者。本当に馬鹿なのは駄目だが、そういう仲間を増やして、人口を増やして、後

は、県外から嫁を引っ張って来る。子どもを産んで育てるためには、やっぱり、銭。銭を

稼ぐためには流通ルート。私が出来ることは一生懸命取り組むので、是非、これからも支

援をお願いしたい。後は、自分は必ず成功しなければならないような立場なので、成功し

たらドキュメンタリーでも作って、外に出た方々に見てもらって、「あぁ、秋田さ戻るべ

がなぁ」と思ってもらいたい。まずはともあれ、「銭を稼いで人を増やす」、これを念頭に

置いて頑張っている。

（Ｈ氏）

秋田県に来て６年だが、人との繋がりがすごく広がった。旅行会社にいて、その後、あ

きた白神体験センター、そして今は観光協会と、全て外に開ける仕事で、沢山の人と繋が

りをもっている。

私の活動紹介ということで、一つ目、「県境を越えた観光推進」というものがある。私

ども八峰町と県境を越えた青森県深浦町、鰺ヶ沢町の三つの観光協会が連携して「ルート

１０１観光連絡協議会」を組織して地域振興に取り組んでいる。先程お配りしたポケット

ティッシュには、協議会で作成した「ルート１０１ミニ観光ガイド」が付いていますので、
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取り出して使ってほしい。

二番目、ノルディックウォーキング。これは、ポールを使って歩くものだが、私の趣味

の一つとなり、インストラクターの資格を取った。私の考えたいところは、「スポーツと

観光の連携」。健康の増進、豊かな自然環境の活用、世代間交流、地域間交流を図りたい

と思う。ラベンダーが咲き誇る「ポンポコ山公園」でノルディックを行い、白神山地と日

本海が見える所も歩いた。

三番目、「観光と教育」を結び付けられないかと思っている。教育旅行の誘致はもちろ

んだが、地元の子ども達に地域を知ってもらい、地域を愛してもらうという授業もできる

のではないかと思う。あとは、世代間の交流。それと、異業種間の交流を図れるかと期待

をしている。地元の中学生と交流した際は、生徒たちがチラシやパンフレットを作ってく

れた。今年は地元の社会科の先生方と一緒に話し合いも行った。

そして、四番目、「着地型、インバウンド（外から観光客等を誘致する）」ということで、

外からお客様をもっと呼べないかと、外国からということではなく、国内から。その時に、

（能代山本）地域と旅行者をただ繋ぐだけでなくて、繋がった両者の満足を高めなければ

意味がないと思い、その役割を自分が担えたらと思っている。外国人の方をアテンドした

こともある。

私と妻が東京に遊びに行った時に、妻の同級生が「私は秋田県から出たんだけれども、

もう戻る気はないのよ。」というようなことを話した。また、「秋田県のことはすごく好き

なんだよね。」とも話しており、秋田生まれでない私が秋田県に住んでいて、秋田県から

出た人からこういう話を聞くというのは、とても新鮮であり、とても重い言葉だと思った。

これからの意見交換の場で、ちょっと解決というか、話が深まればと思う。

（Ｉ氏）

当社は東能代の工業団地（能代工業団地）にあり、私の祖父が会社を創業して、私が３

代目になる。当社の業務は木製の建具を製造販売している。「建具」とは、ドアの総称の

こと。伝統的な障子や襖、あるいは格子戸、板戸の製造から、現在では、国土交通大臣が

発行している防火認定を取得している木製防火戸という製品を平成８年に認定を取得して

から製造している。約1,200℃の熱に最長60分耐えられるという木製のドアを製造しており、

これを国内の高級ホテルや旅館、あるいは首相官邸や公邸といった、いわば官庁などにも

納品している。

また、日本以外でも５年前からシンガポールに進出しており、シンガポールとイギリス

で、同じく60分の防火認定の取得に成功しており、４年前から輸出を行っている。今年の

３月にシンガポールで、長年の目標であった２時間耐火の防火設備の認定取得に、日本の

メーカーで初めて成功して、この10月に新宿で行われる「森と木の国あきた展」で、お披

露目・発表させていただく予定。このような、いわば先進的な製品づくりの一方で、近年

では、文化財の修復工事ということも行っており、６年ほど前になるんですが、皇居の「山

里門」という、江戸城が築城された頃からあったといわれる門で、この門の修復工事を行

っている。また、明治の動乱の頃に焼き討ちされてしまった函館奉行所というものがある

が、なるべく、現代の木工機械や技術を使わずに、当時の職人の技術で復元するという工

事があり、その建物の工事にも当社が参加させてもらった。

現在、自分が置かれている立場で、できる最善のことは何かと考えると、地元の産業の

活性化だろうと思う。地元に就職する、あるいは地元で仕事をしたいという人達が、自分

の仕事に誇りと自信を持って、なおかつ、未来に希望を持って、このまちで生きていって

もらうためには、このような片田舎にある中小企業であっても、最先端を目指して、技術



- 6 -

や付加価値を磨いていかなければならないと思う。また一方で、伝統を大切にしながら、

日本や世界で従業員のみんなに最高のステージで仕事をさせてあげられる強い会社がこの

郷土には必要だと思い、私は目指してきている。そのように、将来に希望を持って生きて

いける社会にするためには、さっき、Ｇさんもおっしゃっていたが、やはり、所得を上げ

ていくということが現実問題としてすごい重要だと思っている。その実現に向けて、今は

業務に専念している。

【意見交換】

（知事）

歴史的に見て、私よりもちょっと上の世代の人は、日本が戦争に負けて惨めになって、

国民が非常に自信をなくした時代に生きてきた。自信をなくした世代の人というのは、物

事を否定的に見てしまう傾向があるように思う。

秋田の人は、良い所を話さないで、悪い所を話す傾向がある。日本を否定的に見ざるを

得ない時代に育った人達は、どうしても、そういう風になりがち。そのトラウマがない若

い人達は、一生懸命自分たちの故郷を見ると、色んな題材が見えてくる。それを今の時代

に合わせて、どのように情報発信するかが大切だと思う。

Ｂさんは、音楽イベント開催を頑張っている。私が言うのもなんだが、イベントをやる

時に気を付けなければならないのは、行政依存になると、大体長続きしない。県南と県北

を比べると、県南の方がやや行政依存が少なくて、行政は全体的な宣伝などはするけれど

も、あまり中身に口を出さない。主催者が自主的にできるので、来る人や見る人も面白く

感じる。行政が本当の意味のお手伝いをするとすれば、規制緩和や、「こういう場所は自

由に使って良い」ということだと思う。

若者達は、何かイベントがあれば参加したいという気持ちがある。人が集まることを趣

向を変えながら行うことにより、その集まりの中からエネルギーが生まれて、パワーが連

鎖反応的に広がっていく。「ドクターズバスケ」も含めて、大いにやっていただきたい。

本当に良いことだと思う。

あと、Ｄさんはミュージカルをやっているということだが、能代ではミュージカルの下

地があるのか、随分、ミュージカルが盛んという印象がある。

（Ｄ氏）

能代には「能代小劇場」という５人の会があり、その劇団員が基となって「能代ミュー

ジカル」を旗揚げした。それから、市民が、市民だけの手で、市民によるミュージカルを

作って行こうということで、34年続いている。

（知事）

そういう歴史がある。ミュージカルは結構楽しい。でも、実際にやる人はなかなか大変

だ。是非、頑張っていただきたい。

看護師の仕事は大変だと思う。今、秋田の医療の現場では、医者が不足し、看護師が不

足している。特に農村部・郡部では非常に深刻な悩み。大変な仕事だと思うが、頑張って

いただきたい。

先程、ＦさんもＧさんも言ってたが、流通では、米以外の秋田産のものはロットが少な

いため、当然、東京の市場での扱いは少ない。農作物を流通させるには二つの方向があっ

て、一つは、当然に質を良くしながら一定の量を作って、ブランド価値を上げるという方

向。もう一つは、あまり量を作らなくても、特定の飲食店だけに、非常に名人芸のかなり
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高級なものを少ロットで出すという方向。中間がなくなってきているような感じがしてい

る。

秋田県では、枝豆日本一の次はネギの日本一になることを目標にして、メガ団地で「白

神ねぎ」を栽培することを含めて戦略として取り組んでいる。

「白神ねぎ」という名前が折角あるので、「秋田の白神地区はネギの消費量が一人当た

り日本一」などということがあって、はじめて外にアピールできる。自分たちがあまり食

べないでいて、「うめ、うめ（おいしい）」と言っても駄目だと思う。作るだけでなく、そ

れをどう消費するかも考えていってほしい。

県内には、秋田県以外から来て農業を一生懸命やっている方が結構いる。しかし、そう

いう方々同士は、意外と交流がない。

（Ｆ氏）

分からない。どういう人がどこにいるかの情報がない。

（知事）

そのために、そういう方々の情報交換の場を作ることも必要なのではないかと思う。秋

田県農業に対する他の目、よそから見た目というのは、非常に大切。

先程、Ｇさんが言っていたとおりで、流通は一定のロットがないと成り立たない。能代

港そのものは、そんなに整備されていない訳ではないが、問題は、運ぶ物が少ないという

こと。流通関係は、県北部でも陸送環境が良くなってきており、さらに、県北の高速道路

が全部繋がれば、東北自動車道へのアクセスも円滑となる。それでも、秋田の農産物を首

都圏などの遠隔地に出すには、大量に出さないと運賃負けするという、そのような地理的

に不利な面があるので、それをどうやって克服するかが課題。藤里の農業を一人で牽引し

ていくというくらいの気概で今後も取り組んでいただきたい。

Ｈさんは観光活性化の講師（をするの）がいい。特に観光の場合は、よそにいた人がど

う見るかが大切だと思う。自分たちの自己満足だけではどうしようもない。私は、八峰町

は非常に明るく感じる。その明るい雰囲気を、どう押し出すか。一つひとつの題材も大切

だが、全体の雰囲気、行った時に何となく感じる雰囲気が大切だと思う。何とか一つ頑張

ってほしい。

Ｉさんは、木材の付加価値を高めるために加工度をいかに増すかについて取り組まれて

いる。県内全体で見ても、秋田の木材産業はまだまだ大変な状況ではあるが、漸く今、製

品が少し良くなってきている。Ｉさんは、何歳で社長になったのか。

（Ｉ氏）

34歳です。

（知事）

こういうことを言うと叱られる時があるんだが、会社の経営者に、息子達に早く社長を

譲ってくれと言っている。思い切って、若い30歳代、40歳代の息子達を事業の中核に据え

て、親父さんはちょっと退いて、本当に困った時や人間ネットワークが必要な時には親で

ある会長が出て行くとか、そういう会社が意外と上手くいっている。特に、今の情報化社

会では、年配者は用語が分からない、意味が分からない。「フェイスブックって何だ。ど

こでその本を売っているんだ。」と思ってしまう。だから、こういう情報化社会では、近

代的な知識が絶対的に必要だし、若い人は世の中を見ている。
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（Ｈ氏）

観光で本当に目指したいことは、Ｃさんがおっしゃったとおり「観光客を増やして外貨

を稼ぐ」ということ。自分達が何をやりたいかではなくて、どんな人を呼んで、どういう

ものを見せると喜ぶのかという、相手の気持ちになって考えることが大切だと思っている。

口で言うのは容易だが、実行することは大変なことだと感じている。

（知事）

Ｆさん、奥さんと一緒に秋田に来てからまだ僅かな期間しか経っていないが、正直なと

ころ、秋田に来てどのような感じがするか。

（Ｆ氏）

初めて来た時は、本当に日本の原風景がここにあると感じて、こんな所に定年後に住め

たら良いと思った。しかし、能代では、良い所、良い物が地元で知れ渡っていないという

か、それを押し出さないという雰囲気を感じる。能代市内では「白神ねぎ」があまり流通

していないので、知事がおっしゃったとおり、地元でも消費が増えるように、例えば、能

代市内のレストランで「白神ねぎ」使ったマリネなどを出してくれれば大変おいしいと思

うので、まずは能代の方が「「白神ねぎ」っておいしいんだよ」となってくれればと思う。

（Ｇ氏）

観光の話で思ったが、そんなに小綺麗につくらなくても、昔ながらの「おらほの良い所」

という感じがすれば良いのに、妙に都会を意識して小綺麗につくると違和感が出てくる。

自分の大学の後輩とか、仕事の出張で秋田に来た時に、「息抜きに行ってもいすか」と言

われると、「何もねぇよ」と言いながら来てもらうが、「ほら、何もねべ」、「これしか、ね

ぇんだど」、「適当に俺の仕事を手伝っても良いし、適当に汗流して風呂さ入って、沢山食

べれ」、これが大変好評。観光ということで「見に行かなければならない」という目的を

強く持ってしまうと、その目的意識がストレスになる時もあるので、「何もない」という

ことも良いのかと思う。

（知事）

例えば、田沢の奥の温泉郷に泊まると、全く日本の昔のままで、別に快適でもないけど、

あれが現代にとっては非日常性、日常とかけ離れた場所として観光スポットになる。昔な

がらの湯治場になぜ県外や海外から観光客が来るのか。あれが逆に憧れだということのよ

うだ。下手に近代化したところが中途半端で困っている。近代化しなかった所ではなく、

できなかった所に今はスポットが当たっている。

例えば、角館の武家屋敷は、外国人が「Samurai House」と呼ぶなどして、観光地として

は最高の集客力がある。なぜ、その屋敷が今も残っているかというと、戦後、秋田では木

も売れた、石油も採れた、鉱山が盛況、米も不足していて高く売れた、その当時、武家屋

敷の辺りは貧乏で何ともできなかった。秋田市では古い木造建物を壊して鉄筋コンクリー

トにした。その頃、角館のほか、六郷、増田では建物をどうにもできなかった。そうした

ら、ブームがやって来て、どうにもできなかったものが観光資源に変わった。増田の蔵と

いうものは昔からあったけれども、ここ２、３年で、急に観光客が沢山来るようになった。

というのは、都会の人は、あのような蔵を見たことがない。これまでは観光資源だと思っ

ていなかったものが、急に資源に変わる。またまだ、我々は見付けられるのではないかと
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思っている。見つけ方が下手なのか、そこら辺りが難しい。

Ｂさん、これからもっとこうしたいとか、何かないか。

（Ｂ氏）

自分たちがやっている音楽イベントを、フジロックフェスティバルのような全国から多

くのお客様が来るイベントに成長させたいと思っている。

（知事）

人が多く集まると、「うるさい」などという人が出てきてきたり、交通混雑が発生した

りして、最大の課題は場所の確保だと思う。その時に行政が、どのくらい機転を利かすか

ということと、迷惑と感じる人達に寛容な気持ちで見てもらえるようにお願いすることが

重要だと思う。今は難しい時代で社会の許容度が以前よりもなくなってきているような感

じがする。役所が何らかの役割を担わないと、なかなか上手く進まない。その仕組みづく

りが難しい。

（Ｃ氏）

僕は、去年、東京から帰って来たばかりで、これまで農業というものを全くやっていな

かった。実家が農家なので、農業をしようと思って帰ってきた。高校を卒業してすぐに東

京に行ったが、その時は「秋田はつまらないから」という理由だったし、「秋田には戻っ

て来ない」という気持ちだった。でも、実際に戻って来たら、色々なイベントがあったり

して、「能代や山本を知れば知るほど楽しいな、実は面白い地域だったな」と感じている。

まずは、地元の人に地元の良いところを知ってもらうということをやっていきたい。

それと、農業を強くしていきたいと思っている。ＴＰＰや減反廃止などという話が出て

きた中で、自分の親だと対応できないだろうと感じている。親はインターネットもできな

いし、時代の流れに対応できないので、私が時代の流れに合った農業をやっていきたいと

思う。海外に農産物を売り込むことをしたい。海外に売り込むため、ＪＡに英語を話せる

人を置くなど、海外進出を県全体、農業関係者全体で意識して取り組んでくれたらと思う。

（知事）

観光客の誘致や農産物・物産の輸出などを目的に、企業や関係者と一緒に私も海外に行

くことがある。若干だが、能代山本地域の人の参加は少ないような気がする。我々と行く

と、普段会えない人に会えるので、ダイレクトにセールスができる。我々は、秋田県とい

う組織として付き合っているので、外に向かっての発進力は民間企業単独の場合とは全く

違う。能代山本は、さすがに、木材産業ではオールジャパン、グローバルに活動している

が、それ以外の業界の方は海外でのセールスの場であまり見かけない。

「白神ねぎ」については、ＪＡあきた白神さんが一生懸命に頑張っている。これも、地

域によって、農協によって、相当に差がある。農協によっては、海外の人と会話できる能

力のある人が職員の中にいて頑張っている。

（Ｈ氏）

やっていて、着地点が見えない。目的はあるが、それに向かっていく目標は何かという

か、逆算ができないというか、難しいという気がしている。観光であれば「これだけの人

を呼びたい」のでこれだけのお金を掛けるなどというような数字が不明確であると思う。

細かいマーケティングの部分もやっていかないと、「何となく」だけでは、進んでは行っ
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ても、良い方向だと確信できるまでにはならないのかなと思っている。

（局長）

先程、海外進出の話題があったが、Ｉさんは先頭になって頑張っていらっしゃると思う。

その辺の話をお聞かせいただけないか。

（Ｉ氏）

今日、集まっている皆さんは、主に文化を創って行こうとする方々と、地元の産業をも

っと活発化させて行こうとする方々と、大きく分けて二者になると思う。まちを創ってい

く上で、文化と産業というのは、両方が大切だと思う。しかし、かつては一世を風靡して

いた企業が何社も倒産してしまったり、文化を支える基になる産業があまりにも廃れてし

まったと感じている。

しかし、ここから若い人達が伝統の上に新たなものの担い手となって、強い企業を作っ

ていかなければならないということがある。強い企業は何かというと、色々とあるが、そ

の分野で強い製品、強いサービスが必要だと感じている。では、そういった強いものを作

り出すためにはどうしたら良いのかを考えると、まずは地元を知る、自分を知るというこ

とが大切だと思っている。その分野の最先端を見て、そこで何が行われているのか、何が

求められているのか、あるいは、どういう使われ方をしているのか、必ずしも最先端を目

指すということとはまた別だが、まずは最先端で何が起きているのかを知らないといけな

いと思う。そうすると、自分がどの辺にいるのかが具体的に見えてくると思う。それから、

最先端を目指すのか、それよりも１歩先、10歩先を目指すのか、あるいは目指さないとい

う選択肢もある。どこに向かうかという到達点が見えてくると思う。

ここからが重要だが、そこに辿り着くために何が必要かというと、事業計画書がとても

重要。具体的にそこに何年掛けていくのか、幾ら掛かるのか、どういった人間が必要なの

かというような事業計画書がどんな分野でも必要だと思うし、作ったものを金融、行政又

は活性化センターから温かい目と厳しい目で見てもらって、それが本当に事業性があるか

（継続してやっていけるだけの価値を生み出すことができるか）の判断が必要だと思う。

そういった積み重ねをしていった結果、片田舎にあっても、中小企業が生き残るために

は、言い尽くされた言葉だが、「ナンバーワンにならなくてもオンリーワン」を目指さな

くてはならないと思う。私の父が、リーマンショックで建築業界の仕事がどんどんなくな

って困り始める前頃に、シンガポールでは景気が物凄く良かったので、そこで木製の防火

ドアを売ろうということを決めて、ジェトロさんの世話になって取組を始めた。先程、２

時間耐火防火戸を作ったと話したが、日本には１時間耐火までしか認定制度がない。１時

間耐火が良いとか悪いとかではなくて、火災から守らなければならないものがある。東日

本大震災が発生した後、日本でも、１時間耐火では駄目なのではないかという議論が起き

ている。その先駆けとなるために、北欧などと同様に既に２時間耐火を採用しているシン

ガポールで、日本の企業で初めて認定を取得して、未来の人達の安心とか安全、守るべき

ものを守らせていただくために「最先端を目指す」企業になると決めて、それに向かって

取り組んでいる。

（局長）

今、産業の分野の方からお話があったので、次に文化の方ということで、Ｄさん、展望

などをお話いただければと思う。
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（Ｄ氏）

未来を担っていく子ども達が、「実は能代は良い所だ」とちゃんと知らないと、どんど

ん外に出て行ってしまうし、出て行ってからは戻って来ようという気が起きないと思う。

能代では、実は色んな活動があって、こんなに良い所だというようなことをミュージカル

の題材にして伝えることができるのではないかと思った。私自身もこれまで、色んな分野

で活躍してらっしゃる皆さんがいることが分からなかったので、知ったことを文化活動を

通じて発信していけるように頑張っていきたい。

（知事総括）

このような意見交換会は、今日で今年６回目で、各地域で皆さんと同じような年代で分

野の違う方々と語り合ってきた。一言で言うと、「非常に嬉しい」と思う。それで、「楽し

い」というか、若い方々が漸く地元秋田に根を張って、目的意識を持って動き始めたと感

じた。これからも一生懸命、そして、どんな辛い仕事でも楽しみがないといけないので、

楽しみながら進んで行ってもらいたいと思う。

また、もう一つ、意見交換会をこれまでやってきて感じたのは、農業に限らず、秋田県

出身以外の方や、秋田県出身で一旦県外に出てから戻って来た方の考えというのは、非常

に新鮮だけれども、意外とこういった方々のネットワークができていないということ。私

は来年、もう少し各分野横断的に、能代山本以外にも広げて、各地域代表で何人か連れて

きて、農業とそれ以外を分けてやれば面白いと思う。これは、来年にかけて検討しよう。

そういうことで、皆さん方の存在、あるいは、皆さん方の働きが、最初は小さいかもし

れないが、能代山本地域を浮上させる一つの原動力、起爆剤となると思うので、これから

も楽しく、しかも苦しみながら、良い地域をつくっていただきたい。私も、色々な面で勉

強させていただいたので、県として、どういう形で支援できるか、若い人達の声を具体化

させ進めるためにはどうしたらよいかを検討するので、よろしくお願いしたい。

（終了）


