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平成３０年度「知事と県民の意見交換会」（仙北地域振興局）概要

○ テーマ ： 深い秋田愛に応える 移住後の仕事

○ 日 時 ： 平成３０年７月１８日（水） １４：３０～１７：００

○ 場 所 ： 名水市場「湧太郎」國之誉ホール

開会

（仙北地域振興局長）

今日はできるだけ参加者の皆様からお話を聞かせていただき、皆様の声を県政運営の総合的な指針

である「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」の推進等に反映させていきたい。

知事あいさつ

全国的に、移住定住という中央から地方への人の流れの傾向があるが、本県をはじめ多くの人口減

少県では、移住支援に関する施策に取り組んでいるほか、国においても様々なシステムを作って、特

に若い人が都市から地方へ移住する、あるいは交流するという取組に力を入れている。

秋田にも多くの方が移住してこられ、ありがたく思っている。移住は本人の意思でされるが、最初

のきっかけの部分や秋田に戻ってくる場合のいろんな課題に、少しばかりではあるが行政がバックアッ

プしている。最近は各自治体が競い合って取り組んでいるが、移住のきっかけは、気候や風土、暮ら

しの便利さなど様々な要素があり、秋田では例えば雪国での暮らしに不便の無いよう支援をしている。

今日は皆さんから、移住の実態やきっかけ、秋田に住んで思うことなどについてざっくばらんにお

話しを伺い、行政として心がける必要があること、場合によっては具体的な政策に結びつけていき、

少しでも移住希望者に秋田を選んでもらい、気持ちよく秋田に住んでもらえるよう行政として努力す

る必要があるのでよろしくお願いしたい。

事例発表～移住とNPO法人Tiny Fieldsの立ち上げ～

（Ｃ氏）

北海道生まれ、熊本県育ち。平成２５年に初めて仕事で秋田県に来る機会があり、平成２７年に仙

北市地域おこし協力隊に着任、昨年９月にNPO法人Tiny Fieldsというメンタルヘルスの会社を設立し

た。秋田になぜ来たかと聞かれると「秋田が好きだから」と答える。仙台で働いていたときに、屋外

レストランの事業を仙北市で実施していた。そこで、仙北市の人たちと関わるうちに、仙北市で仕事

ができそうなイメージができてきて、そして仲間ができたことで、秋田に住み続けられる、と思うよ

うになった。その後、仙北市の地域おこし協力隊に着任することができ、移住と仕事が同時に実現で

きた。地域おこし協力隊として、地域の雪上尻相撲大会を開催したり、田沢湖畔で青空ヨガを開催し

たり、仙台の企業に声がけして農作業体験に来てもらったりしている。

その地域の何かが好きで、その好きを追い続けることが移住や起業という行動につながっていて、

移住する人や起業する人はちょっと変わった人が多いかもしれないが、秋田での未来を見据えていて、

自分の夢を秋田で見ているので、地元の人たちが協力してくれるととてもうれしい。移住者や地域お
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こし協力隊にとって初めて会った人が秋田の第一印象を決めるので、なるべくネガティブなことは言

わないで欲しいと思うし、自分の人生をかけて移住してきた若者に対して、シャッターを閉ざさない

で、シャッターを開ける気あるよ、という対応をしてもらえれば、もっと地域に住みたいと思ってく

れると思うので、仲良くして欲しい。

事例発表～移住者支援の取組～

（Ｄ氏）

静岡県出身。首都圏に住んでいたが、仙北市に移住してきて８年になる。秋田に移住しても、すぐ

に離れてしまう人がいて、経済的要因や生活環境の要因など様々あると思うが、それを乗り越える力

があるとすれば、この土地への「愛着」があると思う。自身の体験では、観光で仙北市に来ていて、

好きになって移住したので、仕事がなかったし、話す言葉も分からなかったし、雪がこんなに降って

雪寄せが大変だと思わなかった。そんな中、東日本大震災で田沢湖周辺の観光が大打撃を受け、営業

を止める施設もある中で、この地域を何とか盛り上げたいと思うに至り、復興のための補助金を活用

しておもてなし事業を実施した。これがきっかけでいろんな人と出会い、秋田の魅力もたくさん知る

ことができた。また、田沢ながいもの栽培を近所の人から教えてもらい、今ではもう収穫体験が予約

でいっぱいになるなど、離れられない。

秋田に定住してもらうには、住んでいるから経験できる秋田の魅力を知る、仲間づくりを通じて様々

なネットワークが仕事などを生む、移住者相互の交流で移住者の悩みなどを吐き出しつながりを作っ

ていく、ということが大事だと思う。

昨年、移住者の会で交流会を開催したら、秋田はこういうところだ、という発見を話し合って盛り

上がった。今年は、移住者のふれあいバスツアー、伝統野菜の収穫体験・料理体験、移住者向け冊子

の作成を予定しているので、皆さんからも参加してほしい。

参加者自己紹介

（Ａ氏）

千葉県船橋市出身、実家を初めて離れ、花火が好きで大曲に移住。現在、大曲駅でカフェを経営し

ている。

（Ｂ氏）

鹿児島県奄美大島出身で、奄美大島に移住してきた妻と出会い結婚したが、妻の実家のある大仙市

に旅行を重ねるうちに大仙市に移住したくなり、南国が好きな妻とともに北国の大仙市に移住した。

奄美大島時代に税理士事務所に勤務し、移住後も税理士事務所に勤務していたが、担当した花火業者

の社長の人柄、業界の魅力、これからの可能性を感じて花火業者に転職した。

（Ｃ氏）

夫は福島にいて別居中。お互い違うところに住み、違う夢を持って暮らしているが、新幹線で１時

間半程度で会える。生活の多様性、生き方の自由度の高い人たちが移住者として秋田に来ていると感

じている。
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（Ｄ氏）

秋田に来て、とても幸せに暮らしているのを実感する。

（Ｅ氏）

千葉県印西市から平成２３年に祖父の畑を継ぐために移住。アスパラやブルーベリー、ダリアの栽

培のほか、稲作の手伝いもしている。

（Ｆ氏）

福島県会津出身。高校卒業後、群馬県の自動車の工場に就職。転勤で秋田に来たが、妻に出会い、

すぐに結婚。お菓子屋の亀太郎を継いでいる。

意見交換

（局長）

これから意見交換に入る。秋田愛を持つに至った経緯や今の仕事に就いた理由、悩み、今後の意向

などを伺いたい。

（Ｃ氏）

デスクワークの多い仕事をしていたが、仕事で来た仙北市の自然の美しさと人の良さ、そして何よ

り日本酒の美味しさを通じて秋田の魅力を人に語れる程になったことがきっかけだった。仕事に関し

ては、自分のやりたいメンタルヘルスというテーマと田沢湖の土地柄を活かすことを考えていた中で、

農作業がメンタルヘルス向上に役立つという研究をしている大学の先生がいて、事業化した。

（Ａ氏）

花火の追っかけみたいなことをやっていて、北は青森県八戸から南は熊本県八代まで、多いときで

１年に２０か所くらいの花火大会を観に行っていた。あまり地元の方と関わる機会がなかったが、大

曲の花火大会では地元の方と関わる機会に恵まれ、さらに花火鑑賞士になってからは、花火が大好き

な大曲の人たちと接する機会が増えていき、花火の街大曲に住みたいと思うようになった。平成２６

年８月の全国花火競技大会の前日に住む家を決め、１週間後には引っ越した。大曲に住むことが目的

だったので、移住後の仕事を考えていなかったが、バリスタの技術があり、大曲駅前に休むところが

欲しいと感じていて、カフェの開設に至った。移住は簡単にできるが、定住が難しいと感じており、

これからどう定住していくかが課題。

（Ｂ氏）

妻の実家に旅行に来る度に、家族の仲が良いのがとても印象的だった。正月に行くと、外は雪なの

で、子どもは親と一緒に車で出かけたり、家の中で一緒に過ごしたりしているので、一緒にいる時間

が長いから仲が良いのではないかと思った。奄美大島だと外に出かけ、海に行って友達と遊ぶ。家族

との時間を持てるのは雪のおかげだと思った。そうして自分にも子どもができたとき、秋田で子育て

したいと思った。大仙市は子育て支援も充実しているし、秋田の子どもの学力トップクラスという教

育環境も移住の後押しになった。仕事の不安はあったが、税理士事務所の仕事はどこに行ってもでき

ると思っていた。移住後初めは税理士事務所に勤務していたが、当時担当していた響屋大曲煙火の社
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長から今後の展望など将来の話を聞き、業界の魅力や花火の力を感じ、花火業界に従事したいと思い

社長に売り込み、採用してもらった。今年度は工場を増築するため、補助金の申請や打上現場の許可

申請など事務方として花火に携わっている。製造業として担い手不足を感じており、求人活動までで

きていないので、企業側への就職支援策をもっと充実してもらえればと思う。

（Ｅ氏）

農業は大変だ、稼げない、と言われていたが、祖父の畑を継ぐために、それほど深く考えず移住し

た。部落の人たちが構ってくれて、月１回飲み会がある。祖父の人脈で仕事をもらったり、人のつな

がりができた。栽培している野菜を飲食店に提供しているが、冬場は農作業がないので、その飲食店

でアルバイトさせてもらっている。近所の使っていないハウスや重機を借りたりしてやりくりしてい

る。また、東京に知り合いがたくさんいるので、ネット販売している。課題としては、冬場に稼げる

ように、通年でアスパラを出せるように取り組んでいきたい。移住者が定住するのに必要なのは、自

分で言えば祖父や部落の人たちのような、秋田への「愛着」を持たせてくれる人。そういう人たちに

移住希望者をうまくつなげられる仕組みがあれば、もっと移住者が安心して定着できるのではないか

と感じる。作付面積は約２町歩で、うち１町歩は貸して稲作をやってもらっている。

（知事）

約２町歩全てをアスパラにするという考えもあると思うが。

（Ｅ氏）

自分一人でやっているので、労働力が足りない。

（Ｆ氏）

中学生時代から友達の影響で車が好きで、高校２年の時には卒業後の進路はスバルに行きたいと決

めていた。順調に就職でき、工場勤務していたが、４年目に販売店などへの出向の話があり希望した。

その時は希望が叶わず、８年目に出向になり、横手の販売店に営業職で転勤した。始めは秋田弁が分

からず、営業の車中のラジオで流れる地元タレントの会話から秋田弁を覚えた。その後妻と出会って

翌２月に結婚、３月いっぱいで会社を退職した。妻の実家の亀太郎は、江戸末期からの商人の家系で、

明治２０年にお菓子屋を始めたという歴史がある。それを絶やしてはいけない、ということで婿入り

し、家を継ぐ決心をした。どんなに大変かも分からず決心し、お菓子職人へ転身したが、いざお菓子

づくりを始めると楽しく、知らない世界に入ったことで日々新たな発見がある。秋田のこともそうで、

福島にも群馬にもない自然の魅力、特に春の乳頭温泉郷へ向かう道中のブナ林に雪解けのもやが立ち

こめ、グリーンの薄いカーテンが上がっていくような風景がとてもきれいだった。春夏秋冬がはっき

りしているし、特に長い冬を越して訪れる春の喜びを感じるなど、どんどん秋田が好きになっている。

仕事で考えていることは、懐かしくて新しいものを発信していきたい。田舎らしさ、秋田らしさを発

信していくことで観光客が増えればと思っていて、そんな商品づくりに取り組んでいきたい。移住者

への支援としては、空き家や空き地を活用してお試し移住をし、生活の支え合いを体感すれば、安心

して移住できるのではないかと思う。
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（知事）

お菓子づくりとクルマづくりは大分違う職種では。

（Ｆ氏）

工場勤務は給料も良いし休みもあって待遇が良かったが、やりがいを感じられなかった。今の仕事

は大変だが、魅力がある。オリジナリティを出しやすいし、個人経営なのでフットワーク軽く動ける。

（Ｄ氏）

仙北市で移住者の会をやっているが、メンバーに若い人がいない。移住者の会では将来の話があま

り出ないが、今日はメンバーが若く、目標があり、やる気に満ちあふれている。特に農業は大変だと

思うが、目標があるから多少のことは乗り越えられる。冬は雪が降るが、寄せてしまえば終わりなの

で、農作業よりは楽。それでも雪寄せや農作業で一年を通じて汗だくになれる生活習慣はとても素敵

なことだと思う。

（Ａ氏）

千葉にいた頃は、毎朝通勤で満員電車に１時間くらい乗らなければならなかったが、同じ１時間な

ら雪寄せの方が良い。

（Ｄ氏）

私も、満員電車が苦痛で、時折体調不良になることがあって仕事を辞めた。１年待っても良くなら

ず、移住を決めた。昼も夜もない仕事をしていて、食事を楽しむ余裕もなかった。観光で田沢湖に来

てストレスを解消していたが、東京駅に着いたとたんに気分が優れなくなった。移住してからは体調

が回復した。田沢湖周辺に住みたくて移住してきたので、仕事のことは考えていなかった。年齢が高

く、よそから来たものは雇ってくれるところがなかったので、個人事業をやるしかなかった。取引先

がないので苦労した。

（知事）

田沢ながいもは人気があるのでは。

（Ｄ氏）

おかげさまで、収穫体験は予約でいっぱいの状態。田沢ながいもを擦って、卵の白身と鰹出汁を混

ぜてご飯にかけ、最後にその上に卵の黄身を乗せたとろろご飯は絶品なのでお薦めしたい。

（知事）

粘りけのある田沢ながいもなどは、味噌味でもおいしい。

（Ｄ氏）

今度試してみたい。移住してきて、こうした地域の話で盛り上がるのはとてもうれしいこと。
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（Ａ氏）

私は、花火が好きという理由で移住したので、秋田の歴史や名産品などは知らなかった。大曲駅に

カフェを開設して、出張の人が多く立ち寄るので、まずは日本酒、そしてそれに合うおつまみ、季節

の旬のものなど、最近は秋田のおいしいものを提供したいと思うようになってきた。

（知事）

移住して大変だろうけど、皆さんが楽しそうに見える。人生はいつでもどこに行っても課題はある。

それを肯定的に捉えるか否定的に捉えるか。皆さんは肯定的でとても頼もしい。これからは経済的な

基盤を築いていくことが課題か。経済的な基盤が整うと、いろんなことが解決できると思う。これは

秋田の中小企業や個人事業主も同じで、秋田の弱いところ。自分たちとよそ者の境がまだ少しあり、

変に気を遣うと息苦しくなるが、５年もいれば地元の人間と扱うべき。特に農村部はその傾向があり、

良い面もあるが、壁を感じる人もいる。

（局長）

続いて、秋田の課題やご自身の今後の展望、悩んでいることなどを教えて欲しい。

（Ｃ氏）

秋田は課題先進県なので、他の県や他の国がその動向を注視していると思う。そのことをもっと議

論するべきで、議論することで発信され、もっと注目される。ネガティブなことに素直になり、こう

いう環境でこういう取組をしている、という良い面と悪い面両面から見て、秋田の強みを磨いていく

手法にしたら良いと思う。

（Ｆ氏）

ＣＤＭ（コミュニティデザイン美郷）という任意の団体に参加しているが、飲み会でどんどんメン

バーと仲良くなった。飲みニケーションはみんなと打ち解けていくとても良い機会だと思う。

（Ａ氏）

日帰りの出張の人が、帰りがけに日本酒を飲んで帰る人が結構多い。

（知事）

秋田の場合、酒でコミュニケーションが成り立っている面がある。これを止めろということはでき

ない。一つの文化とも言える。

（Ａ氏）

移住者の集まりなどに参加する機会が多く、地元の方々が移住者にもっと寄り添って欲しいという

意見などに触れることがある。行政に関係ない地元の方々は人口減少に対してどのように考えている

のか知りたいと思う。

（Ｃ氏）

若手でスマイリードラゴンという団体を立ち上げて、婚活パーティや子ども向けのイベントをやっ
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ているが、あまり良く言われないことがあった。若い人や新しいことに手放しで応援される地域性で

はないと感じる。

（Ｄ氏）

イベントをやったとき、足引っ張りされたことがある。私だけ呼ばれなかったり、地元優先の意識

があった。おそらく今までそうやってきて、悪気がないのだと思うが、良い気持ちのものではなかっ

た。直そうとしても直らないと思い、自分がもっと楽しいことをしよう、と思うようにした。

（知事）

秋田の人は天動説。自分が中心で周辺が回る。プライドを持っているが少し自分中心かもしれない。

組織は、同じような人間が集まるとパフォーマンスが落ち、例えば研究集団であれば同じ出身や同じ

大学だと良くない。秋田は、特に農村部は同胞意識が強くまとまってしまう。そして、分かっていて

も本当のことを言うと、今までの秩序がひっくり返ることがある。例えば米偏重からの脱却は、農村

社会の水田文化を全て否定していると捉えられることもあるが、そうではない。米も必要だが、それ

以外も必要であり、米の消費が減り続ける中、いつかは米偏重をブレイクスルーしないと前に進まな

いということ。移住された方は、本当のことを言ってしまって拒否反応をされることがあるのではな

いか、と思う。でも地域を変えるためには必要なので、へこたれず、言い返すぐらいでがんばって欲

しい。

（Ｃ氏）

少しずつ滅んでいく地域なのに、それを語ろうとしない。見ないふりをする人が多いと思う。

（Ａ氏）

地元の人で、地元のことが本当に好き、という人を応援したいと思う。

（知事）

能代は子育てサークルが多くあるが、リーダーはほとんどが県外出身者。そういうグループがまと

まれば力になる。横のつながりが大事。全県の子育てサークルのリーダーのネットワークでは、半分

以上が県外出身者だった。恐らくしがらみがないからいろいろ行動できるのでは。行政としてはいろ

いろと言って欲しい。

（Ｄ氏）

移住者には、敵も味方も、角館衆も田沢湖の人もない。角館のお祭りに参加したいと思ったが、「田

沢湖の人だからダメ」と言われた。でも最近は、それも個性で、地域の魅力なのではと思ってきた。

（知事）

歴史のあるお祭りには、そういう側面がある。しかし、今後は人手不足などの課題もあるので、市

町村合併後に生まれ育った若い人たちの世代になると変わってくると思う。
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（局長）

最後に、秋田のために今後取り組んでいきたいことなど教えて欲しい。

（Ｆ氏）

自分の店の２階は物置になっているが、物置に眠っている歴史のあるものを展示したり、喫茶スペー

スにして、観光の拠点にいつかしたいと思っている。あるものを活用して、なるべく観光客に見ても

らいたいと思っている。

（Ｅ氏）

アスパラなどで通年で農業ができる体制を整備し、ネット販売で稼ぎたい。移住してきた新規就農

者の成功例・モデルケースとなれるようがんばりたい。

（Ｄ氏）

仙北市の移住者の会の取組を全県に広げていきたい。あと、移住者専門の冊子を制作・発行したい

と考えている。移住者への関心度が低いのでＰＲすることによって地元の人の移住者への関心を高め

たい。それと、今後も首都圏の友達を呼んで観光させ、一人でも多く移住者にできれば、と考えてい

る。

（Ｃ氏）

秋田に来て、元気になれる人との出会いや自然があった。そして会社設立の時に思った「また『生

き』たくなる秋田」を秋田県内の人、県外の人と共有できればと思う。

（Ｂ氏）

大仙市の花火産業構想の推進に寄与していきたい。全国から自社に人が集まり、業界、地域が輝い

ていけるよう、世界に発信していきたい。東京オリンピックを契機にメイドイン秋田の花火玉を輸出

するのが目標。

（Ａ氏）

県外からの出張などでお店に来る人たちに、秋田の魅力をＰＲしていきたい。また、秋田で家庭を

持ちたいと思っていて、引き続き移住者側の立場で話ができる機会があれば協力していきたい。

（局長）

最後に知事から総括を。

（知事）

移住者の全県的なネットワークづくりについて、行政がどこまで関与すべきか、どこまでの人を移

住者という扱いにするかは議論のあるところだが、考えてみたい。

移住者専門の冊子の作成についてだが、移住の良いところだけを発信してもダメで、悪いところ、

困るところを分かった上で移住してきた方が良い。行政からだと地域の悪いところは言えず、良いと

ころだけの宣伝になってしまうし、良いところや悪いところ、直すべきところ、伸ばすべきところ、
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それぞれ地元の人間は分からないので、例えば「秋田見たまま～移住者が語る本音の秋田の姿～」な

どというタイトルにして、２５市町村から移住者何人かずつ、計１００人くらいから寄稿してもらい

編集した冊子を何千部か作成する事業を来年度できるよう県で考えてみたい。こういうことはオープン

にして、県内の人にも移住希望者にも見てもらうべきだし、各市町村の移住政策に携わる人だけでな

く、一般の人や移住定住総合支援センターの相談員などにも配布して秋田の姿を伝えてもらうのが良

い。一般論でなく移住者の実体験であれば、臨場感もあり客観的なので、地元の人にもいろいろと気

づいてもらえると思う。

（Ｄ氏）

移住者専門の冊子は、今年度の３月までに２００部ほど作成するつもりでいるので、参考にしてい

ただいて、ご指導もいただけたらと思う。

（知事）

それはそれでやっていただいて、県としては来年度の冊子の作成を検討したい。移住はその人の一

生に関わることなのだから、いいことばかり宣伝して来てもらおうとしてはいけない。良いところも

悪いところも伝えないといけない。

農業の人手不足は、全てが機械化できるわけでもなく難しい課題だと思う。

今日は貴重なご意見を頂き感謝申し上げる。皆さんにもいろいろな課題があると思うが、地域を愛

して根付いてほしい。（了）


