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（雄勝地域振興局）

平成29年度知事と県民の意見交換会概要

テーマ：元気なまちに、元気な学校あり！

日 時：平成29年８月８日（火） 14:00～16:30

場 所：西馬音内盆踊り会館

【知事あいさつ】

今日はお集まりいただき感謝申し上げる。

挨拶に入る前に、この度の大雨災害に際しての私の不始末をお詫び申し上げたい。

さて、少子高齢化、人口減少などの課題解決には、若者の地元定着の取組が重要。若者を地

元につなぎとめるだけでなく、地元に関わりたいという気持ちをいかに育むか。そのための施

策を考えるのが、我々行政の責務だと思う。

とかく、親は自分の子にはいい会社に就かせたがるものだが、こうして目まぐるしく世の中

が変わる中においては、今ある大企業がそのまま永続的に存続するかわからない時代になった。

故郷の歴史背景と今、あるいは住む町のビジョンを知ることは、より一層地元への愛着が深ま

り、若者の将来の目標にも結びつく。

今日は皆さんから忌憚のないご意見をいただき、今後の施策のヒントにしてまいりたい。

【活動発表】（羽後高校の取組紹介）

羽後高校生３名が、ふるさと教育「羽後学」を通して学んだ町の魅力と、地域住民や地元企

業との結び付きから得られた新たな気付きなどについて、ＤＶＤ（振興局動画事業「こまッち

ングＷｅｂＴＶ」）の視聴を挟みながら発表した。

【雄勝地域振興局事業紹介】

今年６月と７月の２回にわたって開催した振興局事業「企業博覧会」の模様について、ＤＶ

Ｄ映像を交えながら雄勝地域振興局長が紹介した。

【参加者自己紹介】

（Ａ氏）

羽後高校３年生。生徒会長を務めている。今夏まで野球部に所属していた。現在は自衛官を

目指し勉強中。

（Ｂ氏）

羽後高校３年生。生徒会執行部でのさまざまなボランティア活動や他校との交流を通して、

秋田の魅力を再認識した。卒業後、一旦は県外に進学するが、いずれは地元に戻ってきたいと

考えている。

（Ｃ氏）

西馬音内小学校教諭。当校は昨年度、元西小と統合し２年目。日ごろ、地域の方々を講師に

迎え、西馬音内盆踊りの歴史やお囃子などを学んだり、盆踊り期間中、観光客に配る端縫いの

衣装をデザインした貼り絵のカード作りなどの地域活動に取り組んでいる。

（Ｄ氏）

仙台市から移住し、現在は羽後町地域おこし協力隊として活動中。以前は旅行情報誌の編集



- 2 -

部に所属し、東北の自治体が手がける観光関連の仕事に携わっていた。震災後は仙台市の中小

企業支援事業や伝統工芸品プロモーション事業などを受託し、フリーで活動していた。当地で

は、昨年オープンした道の駅うごのデレクションにも関わった。

今年は町の施策事業として、小中高校生向けのキャリア教育プログラムを民間企業と一緒に

作り上げる活動を始めたところである。

（Ｅ氏）

建設会社の副社長。業種は主に公共土木工事の受注や民間受注の解体業が中心。グループ企

業ではリサイクルやいちご園、そのほかペレットストーブの販売なども手がけている。今日は

知事とお話できることを楽しみにしている。

（Ｆ氏）

味噌醤油醸造元の７代目、家業を継いで11年目になる。

当社では、伝統産業をいかに次世代に残していけるかを追求している。県内でも一部業界（酒

造や樺細工製造）では、すでに世界に通用するブランドとして伝統産業の未来を切り拓いてい

る企業があるが、一方で味噌醤油業界はまだまだ。ただ、この業界のポテンシャルは高く、フ

ランス・ボルドー地域のワイナリーのように地域ブランディングが確立できれば、世界的な競

争力を発揮するだけでなく、教育的な面でも夢を育むことにつながると考える。

現在は自社では産業観光に取り組んでいる。原料畑から醸造所までの見学と試飲に、100年を

超える庭園を組み合わせた一連のコース。中小企業の働く現場そのものが観光資源として活か

せるという点で、産業観光はあらゆる業種に共通の可能性を秘めており、これらが合わさるこ

とによって世界に向けた強力なブランド力になると信じている。

（Ｇ氏）

私の初任地が羽後高校。縁のある当地に、懐かしさを感じている。

平成17年の市町村合併を機に、地元の声が市に届くようにと横堀地域づくり協議会を立ち上

げた。そのきっかけとなったのが「おしら様の枝垂れ桜」。今はまさにこの保存活動が地域づ

くりの中心になっている。

若者が元気にならないと地域の良さを後世に伝えることができない。今日のテーマ「元気な

まちに、元気な学校あり！」のとおり、旧横堀小に昨年開設された横堀交流センターの指定管

理を受託。今では小中高生から一般まで、数多くの方が集う場所となり、充実した活動を行っ

ている。

（Ｈ氏）

私はここ西馬音内で生まれ育った。この近くの民芸品店が私の生家。そこで私が手がけた西

馬音内盆踊りグッズを扱っている。

地元の高校を卒業後、秋田市内の専門学校に進み、その後県外に出たいという気持ちから東

京の企業に勤めたが、その後、地元の良さを感じてＵターンした。

西馬音内盆踊りの指導員40名の、さらに指導的な任務にあたる特別指導員として活動中。生

涯学習奨励員の立場では町コミュニティセンターで盆踊り人形製作の教室講師を務める。また

長年西馬音内小に出向き、児童が盆踊り期間中観光客に配るカード製作等に携わっている。

【意見交換】

（司会）

参加者それぞれの、これまでのふるさと教育との関わりや地域との連携状況などについて、

思いやエピソードなどを入れながらお話いただければと思う。
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最初に、さきほどの活動発表にあった「羽後学」を中心に羽後高校生からお話いただきたい。

（Ｂ氏）

地元生まれで地元のことはよく知っていたつもりだったが、「羽後学」を学んで、知らない

ことがまだまだたくさんあることに気づいた。羽後町の良さを、もっともっと発信していきた

いと強く思えた、よい機会になった。

（Ａ氏）

「羽後学」を学んでから、地元のことをもっと知りたいと思うようになった。羽後町の良さ

を再認識すると同時に、自分も地元に貢献したいという思いがより一層強くなった。

（Ｅ氏）

当社では、さきほどＤＶＤで紹介された動画事業への参画のほか、高校生のインターンシッ

プ受入も行う。また、中高生を対象に開催した「ゆきとぴあフォーラム」では羽後町自慢を考

えるワークショップや、羽後中学校主催の職業講話（トークイン）、その他職場体験などに多

く関わっている。

自分も跡継ぎだが、小さい頃から親に「羽後町はいいところ。将来は地元で暮らすよう」教

えてもらって育った。ふるさと教育において大切なのは、その町の良さを大人が次世代にしっ

かりと伝えること。その点において、企業も地域にこうした社会風土をつくるべき大事な責務

を果たす立場にあることを肝に銘じている。

（Ｆ氏）

私が住む岩崎地区では旧岩崎小が統合で閉校となり、以来、地域の祭典も昔ほど盛んではな

くなった。この岩崎地区に伝わる能恵姫伝説は水の恵みの神様の話で、自社の成り立ちとも重

要な関わりがある。後に調べてわかったことだが、４代目が庭園を作ったのも水の神様に感謝

する意味を込めてのもの。

私が取り組む産業観光は、地域の伝統継承の役割も担う。私は自社の仕込み水に「プリンセ

スＮＯＥ」と命名し、能恵姫伝説を連想させる仕掛けをしている。ふるさと教育のコンテンツ

として取り込む際には、こうしてあまり堅苦しくなりすぎないよう、一種エンターテイメント

化した伝え方の工夫も必要ではないだろうか。

現在のふるさと教育は、大学生も含めて、中高生の職場体験やインターンシップなどメニュ

ーも豊富。こうしてベース自体は出来てはいるものの、教育だけでカバーしきれない部分もあ

る。ここに産業界がどう加わるか、全てをやるのではなくどれをチョイスするのかというよう

な議論や戦略的な視点を加えることが重要と思う。

（Ｃ氏）

統合に伴い、統合前２校それぞれに取り組んでいた伝統芸能の継承活動にどう関わっていく

べきか、児童それぞれが住む地区の地域活動への関わり方、学びへの結び付け方などに難しさ

を感じつつ、気を配ってきた。

さきほどＡさんが発言したように、子どもたちが生まれ育ったところの良さを発見するよう

な取組をしていきたい。

（Ｈ氏）

昭和50年代に盆踊りの踊り手が激減したときがあった。保存会ではなんとかしなければと、

保育園や小学校に積極的に声がけし、授業時間等に時間をつくってもらうなどの取組を続けた

ところ、その後は順調に踊り手が増えて、現在に至っている。
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指導の立場になって、改めて子どもたちに分かりやすい表現方法を心がけるようになった。

保育園での指導は、子どもだけでなく、当地に嫁いできた園児の親を取り込むことにもつなが

っている。こうしていろんな方を巻き込みながら、裾野が拡がっていくとよい。

（Ｄ氏）

道の駅うご設立準備段階から立ち上げに関わっている。さきほどの動画にもあった「なぜ道

の駅を作ろうとしたのか」という質問は、普段も多くの高校生から寄せられる問い。これには、

かつて観光分野で携わった経験を活かし、「羽後町に来たら必ず立ち寄りたくなる場所。地域

のギャラリー的な空間。当地の文化や人、風習、風俗を知ることができる機能。これら全てを

兼ね備えた機能を目指している」と答えている。実際、オープン後も常にこれらを意識し、イ

ベント開催に工夫を凝らしている。

高校生に「知っている仕事を20種挙げて」と言っても、挙がるのは10足らず。将来、何にな

りたいか尋ねても「ユーチューバ－」という答えが多い。また、家族の職業を尋ねても、職業

までは知っていてもそれがどんな仕事なのか、その中身までよくわかっていないことが多い。

実は、この「知っているか」「知っていないか」の差はすごく大きいこと。知らないのは「無

い」のと同じ。伝わらないことも同様で、いかに丁寧に知らせるか、あるいは分かりやすく伝

えるか、そこが重要な差を生むことになることに私たちは気付くべきである。

キャリア教育を手がけるにあたっては、大人はまず、若者が何を知りたいのかというニーズ

をしっかりと探り、科学的根拠をふまえた上でアイデアを出す、いわゆる「マーケティング」

の手法を使ったプログラムづくりに臨むことが肝要と思う。

（Ｇ氏）

ふるさと教育においては、故郷の良さ、素晴らしさをまず自分で感じ取り、それを他に伝え

ていくこと、また、故郷の魅力を感じそこに住みたいと自ら思い、それを他者にも感じてもら

えることが基本だと思う。

ひとつのものを伝えていくことは非常に難しい。私の場合、以前は小中学生はともかく、高

校生になるとなかなか難しいものがあった。高校生との関わりを持つため、桜の保護を核に、

最初は雄勝高校生と一緒に清掃活動から始めた。幸い校長の理解もあり、それが全校が関わる

活動となり、次第に地域との関わりも深くなっていった。ついには学校祭におけるイベントと

して、全校生徒と地域の方々が校庭で盆踊りを披露するまでに発展した。以来、「おしら様の

枝垂れ桜」の観桜会期間中は、たくさんの高校生ボランティアが案内所等での手伝いに関わる

ようになった。こうした日ごろの活動の積み重ねの大切さを改めて感じている。

（司会）

知事から何かお聴きしたいことがあればお話いただきたい。

（知事）

「羽後学」はどういう形で行っているのか。

（Ａ氏）

学校の総合的な学習として授業の一貫で行われている。

（知事）

先生の関わりはどんな風に。

（Ａ氏）



- 5 -

先生が教えるというよりは、（先生が課した）課題に自分たちが取り組んでいる。

（知事）

西馬音内盆踊りは夜間だけか。日中はどんなことをしているのか。

（Ｈ氏）

本番３日間は夜間。日中は町コミュニティセンターで北の盆というグループが実演を見せた

り踊りの指導を行っている。３日間とも満員になるくらい、観光客が訪れる。

（知事）

子どもたちが出る時間帯は。

（Ｈ氏）

子どもたちの出番は午後７時半から午後９時まで。踊り手の数が少ない早い時間帯は、認定

こども園の子どもたちと先生たちが揃いの着物で踊るなど協力いただいている。

（知事）

祭りの日の対応は地域によって大きく異なるようだ。例えば、角館では祭りの日は学校は休

み。子どもは深夜12時まで出てよいことになっている。高校生は朝まで可能で、翌日午前中は

休み。これが当たり前になっている。休みにすればよいという意味ではないが、子どもたちが

郷土芸能に参加しやすいよう制限しすぎないことも大事では。自分たちの祭り、自らが主役と

いう意識醸成のためにも、大人がそういう環境を整えることも必要。昨今は子どもたちに対す

る規制が何かと多すぎるように思う。

心配だからと規制しすぎると、子どもたちの自主性が損なわれると思うがＡさん、どう？

（Ａ氏）

はい。なるべく規制は取り払っていただいた方が、私もやりやすい。

（知事）

行政と学校と大人がしっかり見守りさえすれば、地域はもっと盛り上がる。

秋田の子どもたちの優秀さを高く評価しているのは、地元の人たちよりむしろ首都圏の企業。

つい先日、秋田への進出を発表したトヨタのグループ企業は、まさに秋田の子どもたちの素質

に目を付けたといってもよい。単に「学力日本一」というにとどまらず、どうすれば地元のた

めに貢献してもらえるのか考えた方がよい。前述のように中央資本の企業進出が進めば、地元

企業の人材確保はますます困難になることが予想される。さらに今後は高速交通網の整備に伴

い、ますますその動きが加速する恐れもある。地域も企業も学校も、もっと意識して取り組む

べきだ。

羽後町のように文化的要素がたくさんある町は、結果的に合併を選択しないでよかったかも

しれない。合併しない自治体には一種の危機感があり、その危機感からまとまりが生まれる。

（司会）

ここからは、本日のテーマ「元気なまちに、元気な学校あり！」に沿って、日ごろの活動を

通してのアイデアや工夫、構想などがあればお話しいただきたい。また、さきほどの知事から

のお話に関連することでも構わない。

（Ｂ氏）
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私が生徒会でのさまざまな活動から感じたのは、この地域の交通の便の悪さ。私が住む羽後

町高瀬地区はバス路線もなく、電車を利用するにも湯沢、由利本荘どちらにも遠い。秋田では

遊びに出かけるといってもせいぜいショッピングモールくらい。それも車がなければ移動もで

きない。こうした不便さは当地の負のイメージで、これが若者が地元に残りにくい要因にもな

っているのではないか。負のイメージを取り払うため、地域にレジャー施設や観光施設などを

増やせば、他県から多くの人が訪れ、地域の高校生の遊び場にもなる。地元で仕事をしたいと

いう気持ちが強くなると思う。

（知事）

交通機関の存続は、乗車人数が果たしてコストに見合うかどうかがカギとなる。レジャー施

設や観光施設の建設も同様。年代によってもニーズが異なる。民間が手がけないとしたら、果

たして行政が税金をつぎ込んでまでやるべきことかどうか。かつて北海道のトマムのように何

百億もかけたレジャー施設は、ことごとくつぶれてしまった。経済の原則論として、維持費が

かからないシステムを考える余地はあるとは思う。交通の便に関しては私も悩みの種。将来、

自動運転が普及すればもう少し状況は変わるのではと期待している。

（Ｂ氏）

施設でなくとも、秋田の自然の豊かさを活かしてアスレチックのようなものをつくることを

提案したい。これだと比較的コストもかからず、幅広い年代に受け入れられると思う。

（Ｆ氏）

今、話のあったレジャー施設、つまりエンターテイメント化に関しては、おそらく産業観光

がそれを解決できるのではと考える。諸外国では、ワイナリーやブリュワリー（ビール醸造所）

などが教会を改築したり、そこにロックバンドが常にいるとか、産業の担い手が自分の好きな

こと、趣味のようなものをどんどん取り入れている。オランダのハイネケンではそこでチケッ

ト５枚を購入すると、各チェックポイントでお酒を飲めるなど。コスタリカではアスレチック

に使われるエネルギーは全て自然エネ、というように環境立国をアピールしていて、ツーリズ

ムが全ての産業の柱になっている。まさに先ほどＢさんが話されたように、大自然を活かした

ツーリズムで世界中から多くの観光客を集めている。つまり、もともとある産業がエンターテ

イメントを学べば、そうした需要にも応えることはできると考える。

諸外国は価値を創り出すことが上手。一方、日本はものづくり技術は高いが、観光産業の度

合いが低い。つまり、このものづくりの技術にサービス、エンターテイメント性がミックスさ

れると、おそらくどこでも遊べるようになる。

我が家では、４代目が日本各地を行脚し集めた掛け軸を飾り正月を迎える。この我が家に眠

るアイデンティティをきちんと伝えることが大事で、語り継がれてきたこともそこに載せて、

若い人も楽しめるように提供すれば、それが次世代へとつながる。

実は、世界で100年以上続く企業が一番多い国は日本。私も若い頃、家業を継ぎたくなかった。

設計の勉強のため大学に入ったが、その後、地元に戻った。海外では、企業は１代限りで終わ

るのが当たり前ということも多く、そういう意味で100年以上続いていること自体がものすごく

尊敬の対象になっている。

我々の業界では「継ぐ」という言葉自体が、いろいろな状態をさし示していて、自分が秋田

に戻ったとことも「継ぐ」だし、いろいろな役職を受け継ぐことも「継ぐ」、さらに襲名も「継

ぐ」と表現する。日本人はこの「継ぐ」という言葉を大事にする。だからこそこれだけ続いて

いるわけで、そこに社会が価値をしっかり提供できていないと、世界的な競争力があるにも関

わらず辞めてしまう企業が出てしまう。

つまり、産業をそういうものと捉え直せば、社会にエンターテイメントとして提供でき、か
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つ次世代に残る、国際競争力も増すということにつながると思う。

（知事）

秋田のお酒が海外ですごく売れている。ネクストファイブのリーダーは、大学で仏文学を学

んだ。もともと家業を継ぐ気はなく小説家を目指していたが、家業を継ぐため秋田に戻った。

仏文学と酒造りとは一見、何の関連がないように思うが、フランスのワインと日本酒の共通項

を見いだそうとした点で、非常にわかりやすい。

観光は、必ずしも日本人がイメージする「酒を飲んで景色を見て」ばかりではない。ディズ

ニーランドにはない遊びが秋田にあるはず。秋田に東京のような遊び場はないが、創意工夫に

よって、そこに価値を見いだすことはできると思う。

（Ｄ氏）

秋田の人は受け身。地方に限らず、特に学生の場合はカリキュラムの中で育っているがゆえ、

どうしてもそういう傾向がある。秋田の子どもは学力全国一といわれるが、企業の人は口を揃

えて「学力と人としての力が等しいとは限らない」と言う。つまり学力は一番でも、社会での

応用力や課題解決力の有無などは必ずしも比例していないということを意味する。

キャリア教育を受け身でさせてはダメ。学校も周囲の大人も、“なぜ今これが必要なのか”

をもっと考えさせ、自分から興味を持って拾いにいきアウトプットさせることを意識した場面

づくりが必要と思う。

例えば、さきほどのＢさんの提案では「遊び場がない」という問題に対し、自ら課題解決策

として「レジャー施設を作ればどうか」というビジョンまで話が出来ている。ここが重要で、

何となくモヤモヤした気持ちをちゃんと言葉に出し、そこから議論に至るという、いわゆるア

ウトプットを前提としたキャリア教育の場を整える必要がある。大人はそこで余計な釘を刺さ

ず、その場面づくりや見守りに徹するべき。

（Ｃ氏）

教育現場にいる者として、私もそれに同感。今後は受け身だけでなく、発信する側に変えて

いく必要があると思う。町探検などではいろんなところに出かけ、地域の自然や文化、暮らし

ている人々などそれぞれの良いところを見つけたり、また、総合学習においては地域の方々と

関わりながら、良いところを自分の言葉で発信できるようにしていきたい。

何年か前、児童が書いた作文に「盆踊りのお囃子が聞こえると居ても立ってもいられない、

ワクワクした気持ちになる」とあったことを思い出す。こうした自分の思いを言葉で発信でき

る場づくりも大切にしたい。また、人とのつながりやネットワークの中から、子どもたちなり

に手応えを感じ、自分たちにできることもあると実感させることも大事にしていきたい。

（Ｇ氏）

さきほどのＢさんの提案について。東成瀬村では大自然を利用してパークゴルフ場を整備し

ており、岩手や宮城から多くの人が訪れている。かつて自分が学童保育に携わっていた頃、子

どもたちをそこに連れていったところ、大自然に溶け込む空間に大喜びしていた。まさに大自

然の豊かさを活用している事例。交通の便の悪さや不便さを逆手にとった活用方法も探れるの

ではないか。

宮城県旧岩出山町では、高齢者らが使わなくなった古民家を活用し、二の膳でランチを提供

する農家レストランを開業したところ非常に好評で、東京方面から多くの人が訪れるようにな

ったそうだ。このようにちょっとした工夫で、地域資源を活かしていろんな仕掛けができる。

市町村合併後、何もない横堀地区で何か目玉になるものがないかと目を付けたのが「おしら

様の枝垂れ桜」。最初は周囲のゴミ捨て場の片付けから始めて、地域みんなで手入れするうち、
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その輪が拡がって徐々に認知度も上がり、今では四国、九州、台湾などからバスツアーで訪れ

る名所となり約３万５千人が訪れている。

要するに何も知られていなかった地域資源に豊かさを見いだしたことが、そうした輪の拡が

りにつながった。もちろんここに至るには、さまざまな方々の協力や連携体制があってこそ。

マスコミや県当局などさまざまな後押しにより、支えられた部分もある。

今はさらに、近くの3.3㎞続く桜並木を見所にするため、見晴らしのよい寺沢公園など周辺を

見所に結び付けていこうとしている。

「おしら様の枝垂れ桜」の見学に訪れた小学生から届いた礼状の一人ひとりに返事を書いた

ところ、それを見た子どもたちの家族にも二次的な拡がりが出ている。このように、子どもを

通じてさらに地域に拡がる取組へとつながっていることを実感している。

（Ｈ氏）

西馬音内盆踊りという資源をフルに活かし、観光資源としてだけでなく若者の地元定着など

にもつながるシステムを行政につくってほしいという思いがある。具体的には、町役場に西馬

音内盆踊りに特化した「盆踊り課」創設に取り組んでほしいと願っている。

盆踊り会場で配るメッセージカードには、多くの観光客から感謝の言葉が寄せられるそうだ。

こうした反応に、子どもたちも改めて盆踊りの素晴らしさを実感できるのではないか。また、

中学校では西馬音内盆踊りを通じて藤沢市の学校と交流している。大人になって一旦県外に出

たとしても、西馬音内盆踊りがいつまでも子どもたちの心の原点に宿り、地元の良さを感じて

やがて戻ってくれるよう期待しながら、今後も指導に携わっていきたい。

（Ａ氏）

西馬音内盆踊りは、今後、海外での認知度を上げるためますます国際交流的な要素も必要に

なると思う。また、西馬音内盆踊りに限らず、伝統文化の継承は文化遺産の保護という点でも、

今後ますます大事になると思う。そのためには学校で地域文化に触れ、その重要性を学ぶこと

が必要だ。小学校では郷土芸能に関わる機会が比較的多いが、高校になるにつれ機会が限られ、

本校でも郷土芸能部に入部する生徒数が年々少なくなっている。活動を維持し盛り上げていく

ためにも、連続した学習の場が必要と思う。

（Ｅ氏）

明治地区に住んでいるので、小学校でも実際に踊りを習うことはなかったが、こうして大人

になって地元に戻って、自分も何らかの形で盆踊りに関わりたいという思いから、商工会青年

部を通した活動として、現在は盆踊り会場のかがり火の薪をくべる役割を当社で担っている。

実際に参画することによって、自分も祭りの一員という思いが生まれ、この西馬音内盆踊りと

いうお祭りがとても好きになった。

Ａさんから、高校では踊りを学ぶ機会がないとの話があったが、そういう意味で、保存会が

各高校等に出向いて指導を行うことも、多くの高校生が参画するきっかけになる重要な機会で

はないか。

Ｂさんから、「負のイメージが当地に住みたくないという思いにつながる」という話が出た

が、以前、中高生とのワークショップを行った際は、雪を厄介者扱いするのではなく、用途次

第ではさまざまな地域活性化に結びつくのではというような話も多く出された。このようにゼ

ロから１にする大変さを、一緒に考えることも大事と思う。こうした不便さを克服する取組を

拡げれば、地元への愛着が一層深まるのではないか。

（司会）

最後にお一人ずつ、今後の元気なまちづくり、元気な学校に向けて、考えをお話いただきた
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い。

（Ｈ氏）

いろんな方に愛される盆踊りを目指し、今後は企業との関わりも持てればと思う。保存伝承

と後継者育成に向けて、取り組んでいきたい。

（Ｇ氏）

退職直後、社会のことを何も知らなかった。だが地域づくり活動を通して、さまざまな分野

に精通した人々の活動と存在を知り、いろんな人の得意分野や特色をいかにフル活用するかが

重要だと認識した。

「老いとは情熱の欠如に他ならぬ」という言葉がある。情熱を持ち続ければ、生涯青春のま

ま過ごすことができる。今後もますますがんばっていきたい。

（Ｆ氏）

将来の教育の形については、持論がある。多様化する時代にあっては、公教育だけでは全て

をカバーすることはほぼ不可能で、ここに私教育を取り入れるべきと考える。公教育ではとも

すると、国語も学びなさい、数学も学びなさいと、満遍なく学ぶことを求めてしまいがち。だ

が、それではスーパースターは生まれないし、国際競争力にも遠く及ばない。

スーパースターを作ることが、ある意味、地域の生き残りの上ですごく大きなカギを握って

いる。醸造を特化して学びたい若者に対し、当社が私教育としての場を与えるなど、学びの機

会づくりの一端を産業界側が担えればよい。自分の適性に気づいた子どもたちを伸ばし、スー

パースターに押しあげるような観点で企業が私教育を行う役割を担えたらと思っている。

（Ｅ氏）

先日参加した振興局事業「企業博覧会」は、とても先駆的な取組だと感じた。一般の企業説

明会だと建設業は（ブースに生徒が集まらず）苦戦することが多いが、指定ブース制により、

多くの生徒へ建設業に抱くマイナスイメージを払拭するプレゼンチャンスができ、さらにそこ

から多くの魅力を伝えることが出来たように感じている。

Ｄさんから「知らないことは無いのと同じ」という話があったが、地元の企業を知る機会を

もっと増やしていけば、地元に関心を持ち、ここに戻る子どもたちが増えていくのではないか

と期待している。

（Ｄ氏）

町が実施する、今後５カ年にわたる「キャリア教育啓発プログラム」の担当として、初年度

は三つの活動を計画している。

一つ目は「企業を知る」。中高校生が企業を自らインタビューし記事にしてＨＰで公開した

り、フリーペーパーの形にするという企画。民間企業とのコラボで進める。

二つ目は11月23日に小学生200名を対象に、町活性化センターを舞台に仮想の街をつくって運

営するイベントの企画。キッザニアという楽しみながら社会の仕組みを学べる施設がある。こ

の仕組みを取り入れ、例えば地元企業とコラボして出展し、自分でつくった雑貨などを販売し、

売上げに応じて税金を納め、税金がたまればアミューズメント施設が開放されるというような

仮想の街づくり。これも企業と組んで行う。

三つ目、羽後町の大きな啓発プログラムとして計画しているのが、羽後全体を「仮想の学び

の大学」に見立てる企画。例えば盆踊り学科、そば学科、醸造学科などの先生を地域の大人や

専門家が担う。子どもたちだけでなく大人たちも学ぶ取組。子どもたちの発想にストップをか

けるのではなく、まずやってみようという視点で応援していただければ幸いだ。
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（Ｃ氏）

子どもたちが生まれ育った地域の良さに気付く、気付かせる仕掛けやきっかけづくり、そし

てその良さを生き生きと発信していける活動や場をつくること、人や場所といろいろとつなが

っていく場をつくることを心がけたい。生き生きした子どもたちが元気な学校をつくっていく

のではないかと思う。

（Ｂ氏）

羽後町には、西馬音内盆踊りのほかにも猿倉人形芝居や元城獅子舞など数多くの伝統芸能が

ある。こうした伝統芸能のほかにも知らないことがまだまだたくさんある。自分の住む地区以

外のことを知るためにも、校内で何かと町のことを話題にできるよう自ら発信していこうと思

う。

（Ａ氏）

「元気なまちに、元気な学校あり！」というテーマのとおり、元気な学校のためには、まず

は学校自体が良くならないといけない。生徒会として、より多くの生徒の声に耳を傾けるなど

学校をさらに良い学校にするため自分もがんばっていきたい。

羽後高校はこの町で唯一の高等学校。地域に根ざした活動を行い、地域に恩返しできるよう、

生徒会が筆頭になって新しいことに積極的にチャレンジしていきたい。

（司会）

本日は、皆さんから郷土愛、地域愛を感じるお話を数多くうかがうことができ感謝申し上げ

る。皆さんの熱い思いを、今後もそれぞれの分野で存分に発揮していただければと思う。

【知事総括】

本日は皆さんから有意義な話を聴かせていただき、とても楽しく実に充実した２時間半を過

ごせた。

羽後町のイメージはすごくよい。県内では、角館の武家屋敷、増田の商家、羽後の農家古民

家と、この回廊はひとつの大きな文化遺産になると思っている。羽後にはすぐれた伝統文化が

たくさんあり、どれも本物で歴史がある。模倣物はいずれ流行が過ぎると終わってしまうが、

本物にはものすごい価値がある。

Ｄさんが仰っていたように、教育現場での子どもたちへのフォローはものすごく大事。学校

の勉強だけで終わってしまえば、人としての力は育たない。面白い話として、ある高校の卒業

生を毎年採用している会社では、採用２年で海外に１人で営業に行かせるという。20歳そこそ

この若者が１人で商談をまとめられるはずがないと思うところ、結果的に１億円、２億円とい

う規模の商談をきちんとまとめてくるという。このことからも、一定の経験は改めて大事だと

気づかされる。いい子を育てるのではなく、鍛えることこそが大事だ。

今日参加した皆さんはいろんな面で活躍し、地域愛も深い。Ｆさんからお話のあった産業観

光については、これからはまさにこの視点が必要だと私も感じた。日本では、とかく「観光」

と「仕事」とは別物と捉えてしまいがちだが、観光は決して遊ぶことではない。観光とは「光

を観る」、つまり地域の文化を観る、知るということだ。

今日はとても多様なお話が聴けて、当地の素晴らしさを改めて感じた。こうした良いところ

をどんどん売り込むため、県も皆さんと一緒にやっていきたい。本日はありがとうございまし

た。

（終了）


