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知事と県民の意見交換会（北秋田地域振興局）要旨

○ テーマ ： 外国人の視点から見る「訪れてみたい」「住んでみたい」北秋田地域

○ 日 時 ： 平成３０年８月１日（水）１４：００～１６：３０

○ 場 所 ： 内陸線貸切車両内及び北秋田市阿仁庁舎

※列車から下車後、内陸線阿仁合駅舎を視察し、阿仁庁舎に移動。

知事あいさつ

本日はお忙しい中参加いただき感謝申し上げる。今は交通網が発達しており、民族・地

域・国籍関係なくどこにでも行け、いろいろな場所に住むことができる。時代の変化とと

もに、外国人だとか日本人だとかいう境がなくなり、お互いに民族の文化・歴史を尊重し

ながら仲良く暮らすことが大事。県内にも海外の方が数多く住んでおり、最近はインバウ

ンドで海外からの旅行客もたくさん来ている。そういった中で、オープンな地域、誰もが

暮らしやすい地域をつくるということは、これからの地域のあり方、日本という国のあり

方という点で重要なことである。本日は海外の方、秋田出身でない方、秋田出身の方を交

えて、北秋田地域をどういう風に見て感じているか、実際に暮らしてみてどんな問題があ

るか、そういったことをあまり硬くならずに気軽にお話いただき、秋田を暮らしやすい県

にするための参考にしたい。わずかな時間だが、皆さんからダイレクトなお話を伺いたい

と思うので、知事だからといって遠慮することなくお話しいただければ幸いである。

参加者自己紹介

（Ａ氏）

アメリカのノースカロライナ州出身。昨年８月に北秋田市に来て、合川中学校・合川小

学校で働いている。２０１１年の東日本大震災の際に岩手県でボランティア活動を行った

ことがきっかけで日本に住みたいと思うようになり、ＪＥＴプログラムに応募した。秋田

で初めて生活してみて１年、毎日が新しい経験だと感じる。北秋田市に来てからよさこい

のチームに入り、料理教室にも参加し、地域の人と触れ合うことができている。アウトド

アが好きで、森吉山でハイキングをしたり鷹巣中央公園でジョギングをしたりしている。

（Ｂ氏）

出身は中国の上海。二年間東京の日本語学校に通った後１年間北海道に行き、東京農大

へ通った。秋田に住んでみたいと思ったきっかけは、夫と安の滝に行き、一番綺麗だと思

ったから。自然・アウトドアが好きで、森吉山もよく行く。秋田に来た当初は特にやりた

いことはなかったが、夫と一緒に畑を始めたので、今後はきれいな畑を作るのが目標。

（Ｃ氏）

アメリカ出身。５年前に大館市教育委員会のＡＬＴとして採用され、３年間小学校で教

えた。現在は、秋田犬ツーリズムという会社で観光による地域活性化に取り組んでいる。

主な仕事は、情報発信、データ分析、通訳・翻訳。秋田は自分の出身地に環境が近いと感

じている。出身のニューハンプシャー州は秋田県より田舎なので、秋田県での生活は不便

でなく、住みやすいと感じている。
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（Ｄ氏）

アメリカのアイダホ州出身、大館市在住。１１年前にＡＬＴとして来日し、合川町で２

年勤務。複数の英会話スクールに数年勤務後、現在は妻と自宅で英会話教室を営んでいる。

現在７年目になり、生徒数も当初の３０人から１５０人になった。生徒の年齢も０歳から

９０歳まで、幅広く教えている。また、幼稚園や官公庁、地元企業への出張レッスンや通

訳・翻訳も行っている。ふるさとのアイダホ州は自然豊かで、母校と姉妹校である国際教

養大学の交換留学で来日した際、秋田の自然の豊かさ、ふるさととの共通点の多さに感激

した。そのとき、ここは私にとって第二のふるさとになるだろうと実感した。２年間の合

川町滞在中、安の滝や藤里町の白神山地周辺へ出かけて自然を楽しんだ。

（Ｅ氏）

アメリカのアーカンソー州出身。日本に住んでもうすぐ４年目になる。８月３日まで鷹

巣南中学校で、８月６日からは森吉中学校のＡＬＴとして働く。ずっと日本に来てみたい

と思っており、秋田に４ヶ月ほど留学したところ、秋田の文化が好きになった。また秋田

に住んでみたいと思い、ＡＬＴの勤務先として秋田を選んだ。今はよさこいや日本舞踊、

大館市の神明社の祭りの馬龍講に参加している。来月からは空手も始める予定。

（Ｆ氏）

山梨県出身。生まれは千葉県だが、親が脱サラしてペンションを始めたため山梨県へ引

っ越した。大学は網走の農大に行ったが、色々あってマタギに興味を持ち休学、３年前に

１年間、北秋田市の阿仁で生活した。網走に戻って大学を卒業したが、親の影響で、どこ

かに就職して何かをしなければいけないという考えは縛られたものだと思っており、どこ

でも自由に生きていけたらと思っていた。北秋田市で季節の仕事をしたり山に入ったりし

ている人たちがかっこいい大人だと感じ、そこに興味を持って北秋田市の阿仁に移住して

きた。安の滝や幸兵衛の滝など、山の滝は最高で、北秋田市の山の中すべてがおすすめス

ポットである。

（Ｇ氏）

愛知県出身。３ヶ月前に地域おこし協力隊として赴任してきた。現在集落支援という形

で、集落に住む方々の農作業の手伝いや、水路の修復、病院への送迎などをしている。移

住理由としては、昔から農業をしたいという思いがあり、その第一歩としてまずは現地に

行き人脈をつくりたいと思ったから。お気に入りスポットは萩形渓谷で、釣りの名スポッ

トでキャンプ場もあり、とても空気がきれいなところが気に入っている。

（Ｈ氏）

秋田内陸縦貫鉄道の観光アテンダントをしている。出身は北秋田市で、生まれも育ちも

嫁ぎ先も北秋田市であり、ここから離れたことがない。内陸線の観光アテンダントは平成

２１年に始まり、今年で１０年目になる。仕事の内容は、列車に乗りながら沿線から眺め

る風景をご案内したり、車内販売をしたり、また、遠くは東京・大阪まで鉄道イベントに

出向き、ＰＲや物販などを行って内陸線や秋田の魅力を発信している。アテンダントは現

在７名いる。今ではインバウンドのお客様もたくさん乗車しているので、秋田の良いとこ

ろ、内陸線の魅力などを、ここから発信していきたい。
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意見交換（前半）

（司会）

次に、皆さんのこれまでの経験や現在の立場等を踏まえて、「北秋田地域の魅力やＰＲ

方法、北秋田地域の伝統文化・産業・観光等の可能性」について意見交換したいと思う。

（Ｄ氏）

来日当初は、日本の田舎に住むのはお金がかかると思っていたが、一度必要なものをそ

ろえると、経済的にも物理的にも暮らしやすい。大館市は特に温泉も豊富で、空気も道路

状況もよく、住むのに適切な環境だと感じる。

秋田の方々は英語を使うことに大変興味があり、海外企業や観光客を積極的に誘致した

いと考えている一方、地域のアクセスの不便性などに悩んでいることに気付いた。また、

特に子どもの保護者の多くは、自分の子どもに英語を学ばせたいと考えている。３～４年

生から英語の教科化が始まるのに備え、この年齢の需要が大変高まっている。

（Ｃ氏）

仕事の関係で地元の方々と交流することが多いが、地元の方に「外国人を呼び込む仕事

をしている」と伝えると「えっ、ここに？何もないですよ」と返ってくる。地域活性化が

成功するには、魅力を外に発信するよりも、まず地元の皆さんに自分の地元を知ってもら

い、このエリアの魅力を再発見する必要がある。来日前に日本の地理や歴史を調べる人が

多い一方で、日本に来てから現地で情報を集める人も多い。外国人が大館に来て、地元の

方に「おすすめスポットないですか？」と聞いても、「いや、なにもないです。ここは田

舎で…。どうぞ京都や大阪に行ってください」と言われるかもしれない。地元の人向けの

ツアーや、秋田県民向けのツアーが必要ではないかと感じる。

（Ｂ氏）

中国の友達に「秋田に住んでいる」と言うと、秋田はどんなところか聞かれるので、有

名なものはお米と大館の秋田犬だと伝えても、あまり興味を持たれない。秋田のことをも

っと知ってもらいたいと思ったが、宣伝のバリエーションが少ないと感じる。旅行会社や

テレビを見ても国内向けの宣伝が多く、海外に向ける宣伝が少ないと思った。最近北秋田

市がハローキティのプロジェクトをやっていると聞いたが、それを海外に発信するより、

海外のメディアを呼んで北秋田地域の良い所を撮ってもらって、海外に発信してもらった

ほうがより効果的かと思う。

（Ａ氏）

初めて秋田に来るとわかった時に秋田をネットで検索したところ、秋田犬しかヒットせ

ず、それ以外の秋田のことはわからなかった。今の外国人が日本に旅行したいと思ったら、

ネットで調べたり、ＳＮＳを見たりして行き先を決めていると思うので、ＳＮＳを使って

秋田の魅力をもっと宣伝する必要があると思う。また、秋田の旅行のウェブサイトなどは

英語の翻訳がついていない場合が多いので、自分のように日本語がよく読めない人だと、

読むのが面倒くさいなと感じるし、どうやってホテルを予約すればよいのかもわからない。

こういったところにももう少し英語を使うべきだと思っている。

（Ｈ氏）

台湾の旅行サイトを見ると秋田内陸線や秋田犬が紹介されているが、全部台湾語なので、
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どのように紹介されているかが全くわからない。そういった言語的な部分がわかれば、内

陸線の魅力をもっとＰＲできると思う。

アテンダントは案内用に手作りの原稿を用意している。県外のお客様にはなるべく秋田

弁でご案内をして、秋田に来たなあという気分を味わっていただき、台湾から来たお客様

には、スケッチブックに台湾語で「ここから少し行くと田沢湖があります」と書いて写真

と一緒にご案内し、少しでもわかりやすいように工夫をしている。自力で翻訳して作って

いるもので、同行する添乗員が「この表現だと台湾人はわからないよ」と直してくれたり

もする。添乗員とのコミュニケーションも大事にして、言葉が通じなくても、ジェスチャ

ーを交えながら、楽しんでいただいている。

（Ｇ氏）

移住してまだ３ヶ月しか経っていないが、移住して良かった点は、今まで生活をしてき

た環境よりも深く農業という分野に関われる場所だということ。住民同士のつながりも多

く、よく話しかけてくれ、たくさんの方と関わることができる。工場やビルに囲まれた生

活よりも、自然の中で生活することは幸せに感じることが多い。よく歩いたり運動したり

するようになり、健康面でもとても良い。

上小阿仁村の魅力は、日本の原風景をしっかり残しつつ、新しいこともどんどん取り入

れていける村だということ。地域おこし協力隊の制度を早く取り入れたり、かみこあにプ

ロジェクトなどの新しい取組も始めたりしていて、そこはＰＲできるところだと思う。

国内外へのＰＲについては、上小阿仁村だけでなく秋田全体の話になるが、自然・食・

文化の３点が推しどころだと思う。豊かな自然、伝統的なおいしい食べ物やお酒、歴史の

ある祭りなど、どれをとってもこの地域に来たいと思う気持ちにつながるのではないか。

（Ｆ氏）

３年前に初めて来たときは、集落の人たちに「急に若い者が来た」と不審がられたが、

いろいろなところに顔を出して仲良くなった。「また戻ってくるよ」と言って別れ、実際

に嫁を連れて戻ると大喜びしてくれた。「来てくれた」というだけで受け入れられ、喜ば

れたことが幸せ。他にも若い人が来ているが、そういう人たちへの耐性が付いてきている

と感じる。移住者にも耐性が付いてくるように、海外からの方への耐性も徐々に付いてく

ると思う。ＰＲが全然できていないという声もあるが、逆に言えば伸びしろがあるという

こと。主要な観光地を回った外国人が次に行くところという点でＰＲできることが秋田の

強み。マタギの文化に興味を持っている会社が秋田市にあり、取材や撮影をするため山に

入ったりしている。そういう人たちの背中を押してあげられればよいと思う。

地域の人たちも、「何もない」と口では言うが、「ここがいいね」と言うと嬉しそうにす

る。そういうことを外から来た人が言ってあげるのが効果的で、皆が少しずつ前向きにな

っていくと思う。

（Ｅ氏）

５年前に国際教養大学に留学した時は、秋田について全く知らず、秋田といえば秋田犬

というあいまいなイメージしかなかった。ＡＬＴとしてまた秋田に来ることになった時、

北秋田市が勤務地だと知らされ、秋田市に近くて色々なことができる所だと思っていた。

実際北秋田市に来てみると秋田市からはほど遠く、がっかりしたのを覚えている。小さな

町で生活する中でホームシックになったこともあったが、４年暮らして、今は北秋田市の

魅力をたくさん知っている。自分は自然が多い州から来たが、北秋田市の緑はもっと鮮や
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かで、写真でも綺麗に撮れるのがいい。

北秋田市の魅力を友達・家族に伝えると旅行に来たいと言ってくれて、行き先について

相談される。自分はまだあまり場所を知らないのでネットで調べてみるが、英語のページ

はあまり見つけられない。友達は説明文が読めず、写真だけで判断するしかないので、英

語で見せられれば助かる。

（知事）

日本語の検索サイトで英語を入力して調べたとき、最初に英語のページがヒットすると

いいが、そういった検索サイトが少ない。県や市町村、観光関係のほとんどには英語の記

載があるので、最初のページが英語で記載されていれば、そこからスッと入ってこられる。

地方の人たちは「なにもない」と謙虚に言う風習がある。ただ最近の若い人は自分でダ

イレクトに話すようになってきた。海外どこへ行っても日本以上の田舎はある。日本人は

なんとなく東京、大阪が立派で、田舎は立派ではないという意識がある。

また、県南は観光地が多くインバウンドも多い。それを県北にどう持ってくるかが課題。

今、県南の方で、海外からメディアを呼んで海外で放映するテレビ番組を一緒につくって

いる。県北も一生懸命やろうとしているが、インバウンドの意識は県南と比べて１０年遅

れている。皆さんが刺激を与えると地元の人はその気になるので、そういったことが必要。

（Ａ氏）

プライベートではコミュニティと関わるようにしており、いろいろな日本人とも話をす

る。北秋田地域は場所というよりも体験のほうが面白いのかもしれない。自分も北秋田市

に来て、初めて稲刈りを行った。稲刈りを通じて地元の人たちと話すのもいい経験だった

ので、そういった体験ができる部分をもっとＰＲできればいいと思う。

（Ｂ氏）

自分の住んでいる場所の周辺には家が３、４軒しかない。上海にいると近所づきあいが

全然無いが、こちらにいると近所の人たちに採りたての野菜や山菜をもらうことがある。

ただでもらってよいのだろうかと思うこともあるが、地域の人たちはあげたい気持ちが大

きく、そういうところに感動した。そこもひとつの魅力だと思う。

（Ｃ氏）

Ａさんの言っていたように、体験型のコンテンツ増加が必要である。地元の方に、この

コンテンツをぜひ海外のお客さんにＰＲしてくれないかという話をすると、外国語能力が

ないので難しいです、と返されることが多い。地域の皆さんに知ってもらいたいことは、

言語がわからなくても、伝える気持ちがあればなんとかなるということ。東京・大阪・京

都は人気だが、観光地化して日本らしさが失われている。日本の魂が秋田には残っている

ので、本当の日本の体験を求めている人には秋田がぴったりだと思う。

（Ｄ氏）

１１年前、合川町に到着した夜に地元のスーパーで買い物をした。その時地元のおじい

さんに声をかけられ森吉まで連れて行かれ、ごちそうしてもらったり、森吉山の周辺を案

内してもらったりした。アメリカでは滅多にない経験ができたおかげで、自分はまだ日本

にいる。そういうきっかけは印象的で、忘れられない。地元の人とは、幼稚園、保育所、

企業等、仕事を通じて触れ合っているが、そのつながりで前より秋田を好きになった。自
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分は関東にも２年住んだが、そういう雰囲気はなかったので、そこは秋田の魅力だと思う。

視察

この春新しい観光拠点としてリニューアルした阿仁合駅を一同で視察。観光客を意識し

て改修した点などについて駅職員から説明を受ける。

意見交換（後半）

（司会）

意見交換の後半では、外国人や県外の方が訪れてみたい、住んでみたい、と感じてもら

うめに、地域が克服すべき課題や施策について意見交換していただきたいと思う。

（Ｆ氏）

移住するにあたって、北秋田市の移住支援制度を利用させてもらった。大学を卒業して

資金がなくても来やすい状況だったので、とてもありがたかった。自分たちはその情報が

スッと入ってきたので成功したが、そういう制度を知らない人もいるので、まだ来て日が

浅い人たちにもそういった制度を教えてあげられるような方法があるとよい。

生活していく上での不安などはなく、地域の人たちと関われるのがよい。ただ、最初に

関わりがなくて溝ができてしまうと、そこを乗り越えるのが大変なので、移住者を半強制

的に地域の飲み会などに放り込んでくれたら、それはそれできっかけにつながると思うの

で、そういう体験をさせてあげればいいのではないか。

（Ｇ氏）

移住するにあたって東北全体を歩いて回って調べた。役場なども回ったが、役場の人の

話を聞いてもわからない部分が多く、制度の情報が集めづらかったというのがある。情報

をしっかりまとめている場所がどこかに１カ所あればいいと思う。

また、秋田市に工場や企業がもっと増えてくれたらいい。就職先がないと、移住しよう

と思ってもなかなか移住できないという話もある。また、県内外の若い人たちが一緒にな

ってなにかをやれるプロジェクトがあればいい。そういう場が増えれば、県内外の人がつ

ながりを持ち、仲良くなっていずれは結婚、移住にもつながるのではないかと思う。

（Ｈ氏）

北秋田市のインバウンド誘致は、インパクトづくりが大事だと思う。昨冬は、阿仁合駅

舎の改装のため、資料館が待合室になっていたが、インバウンドで来ていたお客様を寒い

中待たせるのは悪いと思い、実験的に秋田民謡を三味線で弾き語りした。するとその時の

添乗員から話が広まっていき、「ここで演奏をやっているのでしょう？」と聞かれるよう

になった。また、内陸線では「ふれあいライブトレイン」という、地元の様々なジャンル

の音楽愛好家の方々がボランティアで演奏してくれるイベントを期間限定で行っている。

「ここであれ聞いたな」「秋田の民謡はいいな」とお土産に持って帰ってもらえるような

取組をしている。

また、成田空港や東京メトロなどで導入している通訳拡声器というものがあるそうで、

見た目は普通の拡声器だが、「おはようございます」というと「Good morning」と翻訳さ

れて出てくる。駅で危ない状況にあるお客様に「ストップ！」と言っても聞き取ってもら
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えないこともあるため、こういったものがどんどん導入されるようになれば、我々の案内

も楽になるし、お客様とのコミュニケーションも取れる。

（Ａ氏）

内陸線の電車内でのライブのことはもう少しＰＲしたらいいのでは。外国人であればと

ても行きたいと思うので、インターネットやＳＮＳを活用すればよいと思う。

北秋田市で暮らして大変なことは、病院や市役所での書類の日本語がとても難しく、自

分の国とプロセスも全然違うこと。英語でやりかたの説明があれば、ここに住みたいとい

う外国人には助かると思う。

（知事）

秋田市に行くと英語は多いが、地方、郡部になるとそこまではなかなか難しい。市町村

での手続きは同じなので、統一的な手順書を複数言語で作ることはできるかもしれない。

観光地の旅館の女将さんなどは、片言の外国語が使える。外国人がたくさん出入りする

と自然発生的にそうなっていく。全部最初から整備するというのは難しい。地元の方々が

気付いて、次のステップに持って行くことが大事。

（Ｂ氏）

もしくは、外国人向けに書類作りの手順などを説明した小さいパンフレットを準備すれ

ばいい。頼る人がいなくても、パンフレットを見ればだいたいわかるようになれば便利だ

と思う。

（Ｃ氏）

パンフレットでなくても、最近は実践的に使える翻訳アプリも増えてきている。まだ市

役所などではそういうアプリがあることを知らない人が多く、回覧などで皆さんに知って

もらって、ダウンロードしてもらえれば楽になると思う。

（局長）

今は翻訳ソフトが市町村のホームページにもついていて、例えば大館市はホームページ

のトップに翻訳ソフトがついているので、どこまで正確かはわからないが、翻訳されて表

示される。多言語対応もしているので、各市町村でも翻訳ソフトを入れて整備する必要が

あると思う。それをきっかけに、先ほどのパンフレットのようなものも整備すればいい。

（Ｅ氏）

北秋田市に来て最初の健康診断で生活習慣病のリストを見せられたが、全部日本語で全

くわからなかった。すると、２年前から英語のリストも準備してくれるようになった。我

々外国人がわかるようにとやってくれたことで、とても嬉しかった。大館能代空港のウェ

ブサイトにも英語の表記があり、とてもわかりやすいと思う。

ただ問題だと思うのは、スーパーの店内に表示されている「○○コーナー」が読めず、

店員さんに聞く必要があること。阿仁合駅舎のように多言語表記になっていれば自分で探

せるのだが、目を合わせて店員さんに近づいたのに逃げられたこともあり、悲しくなる。

英語の表示があれば、新しい外国人が来るときに助かると思う。
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（Ｃ氏）

国際化が進んでいる中、外国語ができる方が貴重な人材になってきている。毎年秋田県

内だけで英語指導助手が１００人以上住んでおり、任期が終わった後も秋田に住み続けた

いと考える人もいる。今のところはハローワークがあるが、外国人専用のハローワークが

あれば就活がもっと簡単になるし、企業も助かると思う。

（Ｆ氏）

通訳・翻訳をボランティアでやってほしい、と考える企業も多い。それは能力のひとつ

なのに、そこにお金をかけようとしない人が結構いる。先ほど挙がったアプリも確かに有

効だと思うが、訛りのせいで翻訳されないことも多い。そういうところにお金をかけるの

であれば、ちゃんと人を雇って居てもらった方がよいのではないかと思う。

（Ａ氏）

通訳・翻訳は、文法が合っていてもその地域の文化を知って翻訳しなければ変な意味に

なってしまう。例えば「秋田美人」の説明。肌の白いことについて書かれていたが、英語

の翻訳を見ると”fair skin is more beautiful”と書いてあった。差別的に感じてしま

う人もいるので、こういうところにお金をかけてきちんと翻訳するのは大事だと思う。

（Ｄ氏）

私のように通訳・翻訳業務をする人がいても、地元の企業はなかなか使ってくれない。

価格を安くして地元を応援しているつもりだが、Google翻訳や、あまり教育されていない

人に頼んだりする。変な翻訳になるとビジネスチャンスが減っていくことになる。もっと

地元の人材を活用すれば、秋田のポテンシャルは高くなると思う。

（知事）

大手企業ではきちんとやっているが、中小企業、行政、団体などでは翻訳は脇に置かれ

てしまう。例えば他の国に行くと、中国でもタイでも、英語を使える人はたくさんいる。

県庁レベルになると、英語や中国語などを話せる専門人材を採用しているが、市町村であ

ればそういった採用はなかなかない。言語能力を加点式にして採用してもよいと思う。

（Ｆ氏）

秋田県が先に外国人への雇用をきちんと作れば、「日本の文化が好き」「秋田の文化が

好き」と考える人たちに特化して移住してもらえて、全国的に見ても一歩進んだ県になる

のでは。

（Ｃ氏）

秋田県はキャッシュレス決済があまり進んでおらず、クレジットカードが使える場所が

あまりない。逆にこれは秋田県の強みになっている。なぜかというと、カードの時代は終

わり、既にスマホ決済に移行しているため。費用をかけずＱＲコードを印刷してレジの脇

に置くだけで決済できるようになる。県でスマホ決済の促進事業などがあれば、秋田県が

日本一キャッシュレスの進んだ県になるのではないかと思う。

（Ｂ氏）

私は今旅館でアルバイトをしているが、お客さんに、向かいの空き家は貸しペンション
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なのか、別荘にしたい、と聞かれたことがある。空き家があり土地も安いので、別荘を建

てたり家をリフォームしたりと、「ここで暮らすと土地も家賃も安い」とＰＲすればいい

と思う。

（Ｄ氏）

私は１年前に新築を建てたが、土地購入や不動産屋との相談など、３年がかりでとても

大変だった。自分は永住権を持っているが、銀行でローンの審査をしてもらったところ、

経済的な問題がないにも関わらず、書類も見てもらえず、門前払いされてしまった。いろ

いろなローン会社に問い合わせ、国のローンを使うことができたが、できれば地元の銀行

を使いたかった。県と銀行とでタッグを組んで、改善すべきところだと思う。

（Ｅ氏）

日本に来て初めて家族と離れ、ホームシックになったので家庭料理を作ろうとしたが、

材料を見つけられなかった。秋田市では海外の食材を扱うお店があるが、冬は道が危なく

なかなか行けない。北秋田市でも外国の食材を買える店が増えれば外国人も暮らしやすく

なると思う。

（Ｄ氏）

日本の食材を買っても、使い方がわからないことが多い。秋田県産の材料は新鮮で質が

いいので、そういったものを使った和食の料理教室があれば通いたい。

知事総括

意見交換会はあちこちでやっているが、外国人の生の声を聞くというのは初めてで、参

考になる意見がいくつかあった。例えば、秋田に一定期間滞在したＡＬＴの方などが秋田

に残りたいと考えた場合の就職情報提供の窓口は作ったほうがよいと思う。今は海外との

貿易や海外進出などで、英語が堪能な人がほしいという企業も多い。日本人で英語をでき

る人より、海外生活経験がある人のほうがいい。ハローワークではそういった専門の窓口

はない。スマホ決済については、ツールは簡単にできるかもしれないが、日本の制度、金

融機関の規制があるので、そこをクリアする必要がある。永住権を持っていながら銀行で

ローンが組めなかった件は、確かに大きな問題だと思うので、銀行に伝えたいと思う。

今日はいろいろな話を聞くことができて参考になった。今後政策に反映できる部分は反

映していきたい。（了）


