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平成３０年度知事と県民の意見交換会（大学生）要旨

○ テーマ ： 大学生の県内定着について～大学生が魅力を感じる県内企業とは～

○ 日 時 ： 平成３０年７月２４日（火）１５：００～１７：００

○ 場 所 ： 秋田県庁議会棟 特別会議室

知事あいさつ

本日は暑い中、そして夏休み前の忙しい中ご参加頂き感謝する。毎年色々な地域で色

々な課題について、実際に県民の皆様から話を聞いて県の施策に反映するということで

行っている。各ジャンルのトップの方々から話を聞く事はよくあるが、現場の方や若い

方から話を聞く機会はあまりない。本日は午前中に由利地域で事業承継についての意見

交換を行い、現場での苦労等を伺ったところ。今回は皆さんからは人口減少について伺

いたい。秋田県では高校生もそうだが、大学生の皆さんが就職する企業のジャンルが少

ない、幅が狭いといった問題がある。皆さんの職業観や地域に対する見方についてお伺

いしながら、問題について自由に議論したい。県外に就職する事は悪い事ではない。た

だ、こういう職種があれば地元に居たかったという方もいる。就職活動をしている方や

既に内定を貰っている方もいると思うが、選択する時の考え方、希望、自分の夢、これ

からの人生を考えた時に、学校で学んだ事を実際にどう生かしていくのかという事を伺

いたい。県でも少しでも皆さんに幅の広い職場を用意するために色々な政策を実施して

いきたい。本日は私とのやりとりよりも、皆さんから自由に将来の夢、志望、志望動機

などを伺い、最後に私からお話をしたい。その際に質問や、住みやすい県にするために

県や行政に進めて欲しい事などもお聞きしたい。楽しい話合いの場にしたい。自由に話

をしてくれれば幸い。本日はよろしくお願いしたい。

参加者自己紹介

（Ａ氏）

秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻４年。作業療法学は端的に言うとリハビリ学。

現在は病院や施設で実際の患者を相手に実習中。就活は本格的には動いていないが、県

内就職希望で、ネットや実習先で就職先の情報を収集している。

（Ｂ氏）

秋田大学理工学部システムデザイン工学科土木環境工学コース４年。現在研究室で泥

炭の盛土利用に係る卒論を作成中。

（Ｃ氏）

秋田県立大学生物資源科学部アグリビジネス学科４年。就職先は県内の農業関連の団

体。大学ではマガモ農法における課題解決に係る研究を行っている。

（Ｄ氏）

秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科４年。秋田市寺内出身。大学では秋田の

野菜（ネギ・枝豆）のブランド化に向けた研究を行っている。大学の竿燈会に所属して
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おり、昨年度は囃子方の代表を務め、妙技会では優勝も経験。２年次には上海の大学へ

の短期留学を経験。

（Ｅ氏）

国際教養大学国際教養学部グローバル・ビジネス課程４年。３年次にはポーランドの

ワルシャワ経済大学への留学を経験。北東アジア学生ラウンドテーブルという国際会議

を企画・運営する団体に所属。

（Ｆ氏）

国際教養大学国際教養学部グローバル・スタディズ課程４年。秋田市出身。大学では

観光学に興味を持ち、オーストラリアに留学して観光学（ワインツーリズム）を学んだ。

卒論では秋田の里山は観光資源になり得るかを研究中。

（Ｇ氏）

秋田公立美術大学美術学部美術学科４年。大館市出身。大学では現代美術を主に学ん

でいる。就職先は県外を希望。

（Ｈ氏）

秋田公立美術大学美術学部美術学科４年。秋田市出身。陶芸作品を製作している。福

祉系のサークルに所属し、芸術を生かした福祉活動を行っているＮＰＯ団体と一緒に活

動しているが、活動を通じて福祉への興味を持った。

意見交換

※初めに各学生が、秋田県の魅力・課題、県内・外に就職等を希望した理由を発表。

（Ｈ氏）

秋田にずっと住んでいるが、やはり自然が多い事が魅力。山が多いと感じていたが、

就活で県外に出ると尚更そう感じる。また、私は陶芸をやっているが、秋田は湿度が高

いため土の管理がしやすく、製作する場としては最適と感じる。山が多いため、山の傾

斜を利用した登窯が作りやすそうだ。もっと窯が増えていけば、秋田の陶芸も発展して

いくのではないか。

酒が美味しいのも魅力。ただ、酒が美味しい所は他にもあるが、秋田では番号が付い

た“秋田蔵付分離酵母純米酒シリーズ”など面白い純米酒がある。こうしたものをもっ

と宣伝していけたら魅力がもっと伝わるのではないか。

（Ｇ氏）

親切な方が多い事が魅力。

また、他地域から来た方々にもよく言われるが、祭りが多い事も魅力。大館には大館

神明社例祭という祭りがあり、幼稚園頃からお囃子として参加したが、幼少期から地域

の方々と密な関係性があるのも魅力。

私は大学に入学する前から映像や舞台美術に興味を持っており、美大を卒業後、東京

で就職しようと考えていた。文化庁所管の映画スタッフ育成事業が昨年度実施されてい
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たものの、映画関係の企業は東京に多く、東北の学生等はそうした企業にインターンシ

ップに行くとしても長期滞在になってしまい、何らかのきっかけが必要で大変な労力と

なる。東京の学生はバイトとして映像関係の企業と関係を持つ事も容易なため、東京の

学生と比較して不利。こうした点が課題ではないか。

（Ｆ氏）

食とお酒と観光資源が魅力。これだけの自然に囲まれているからこそあるものだと思

う。県外から来た友人は、秋田県はこんなにいい場所だと知らなかったと口を揃えて言

う。友人は秋田県民が当たり前と感じている山菜の美味しさや星の綺麗さに感動する。

ただ、秋田の魅力は自動車がないと味わえない。バスや電車といった交通機関だけでは

秋田の本当の魅力を感じる所まで到達できない。観光客の方が来県した際に秋田の魅力

を感じられるもっと奥の方まで行ける交通手段等があればいいと感じている。

中学校に英語を教えに行ったりしているが、県外から来た友人達は秋田の子どもは頭

がいいだけでなく、素直でいい子達と言ってくれる。優秀な子ども達を県内に留める事

も秋田の課題ではないか。

（Ｅ氏）

私は出身が群馬県館林市。秋田に来るまでは北東北には来た事がなかったので、秋田

は田園風景が広がる田舎で、何もないというイメージだった。周りの皆もそうだった。

実際に秋田に来て自然に触れてみると、四季折々で楽しめると感じた。こうした魅力は

秋田まで足を運んで初めて理解できる。首都圏からの距離や交通手段の少なさ、費用の

高さなどがネックになってなかなか秋田に足を運べない状況がある。アクセス面での課

題は非常に大きいのではないか。

（Ｄ氏）

秋田県の魅力は地域資源が豊富な点。祭などの伝統文化がしっかりしていると感じる。

竿燈まつりや土崎の港まつりに参加しているが、子どもからお年寄りまでの地域コミュ

ニティが形成されている。そうした点が都会と比較して秋田県の最大の強みと感じる。

欠点としては、こうした地域資源を保有しているにも関わらず、外部への発信が不足

している点。首都圏では駅などで秋田の宣伝をよく見かけるが、“秋田に行ってみよう”

とまでは思って貰えていない。秋田に来て貰うための広告をもっと突っ込んで実施すべ

き。

また、秋田県は高齢化が全国一進んでいるというネガティブな報道がされるが、視点

を変えて、高齢者が最も住みやすい県にしたり、高齢者に向けた新しいビジネスチャン

スを見つけ、実施できれば日本で最も高齢者に向けたビジネスが発展している県となれ

ばよい。発想の転換を県民皆が行えば、もっと明るい未来が見えてくるのではないか。

（Ｃ氏）

私の出身は新潟県長岡市。そことの比較で話をしたい。秋田県の一番の魅力はやはり

酒。新潟県も酒は美味いだろうと言われるが、秋田と新潟の酒は全く異なる。新潟の酒

は淡麗辛口で飲みやすいが、元々日本酒は食中酒で食事との相性が大事であり、そうし

た面から言うと秋田の酒は芳醇旨口で食事とよく合う。また、秋田の各地域にある酒蔵

の酒は各地域にある食物との相性が良いと感じる。
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また、高校野球で一回戦から全校応援がある点もよい。新潟では準決勝から。野球に

力を入れていると感じる。こまち球場の外野席を整備するなど、更に野球に力を入れる

と更に秋田の魅力が出てくるのではないか。

（Ｂ氏）

秋田県は自然が豊かな所が魅力。就職活動は首都圏をメインに行ったが、首都圏に近

づくにつれてビルばかりで自然があまり見られなくなっていった。秋田では秋田市にい

てもちょっと移動すると山が見える。県外からの友人は、空気が澄んでいて過ごしやす

いとよく言っている。

食べ物も魅力の１つ。県外の友人は、秋田の米がこんなに美味しいとは知らなかった

と口を揃えて言う。美味しい食べ物がある事をもっと周知すべきでは。山菜やいぶりが

っこなど秋田にしかない食べ物も沢山ある。県外の方にそうしたものに少しでも触れて

貰えたら、更に広まっていくのではないか。

人が温かな点も魅力。私の出身は大仙市だが、通学路で知らないお婆さんが話しかけ

てくれたり、友人のお母さんが気軽に話しかけてくれたり、様々な人達が友達感覚で話

せる事も秋田ならではないかと感じる。

欠点を挙げるとすれば、交通の便が悪い点。秋田市はまだ交通がよいが、地元ではど

こかに行くには自動車がないと行けない。実家の祖母が病院に行く際も交通手段がない。

（Ａ氏）

やはり自然が豊かな点が秋田の魅力。その他にも地域の祭り、観光スポットや食べ物

が豊富な点も魅力。ただ、実際にそうしたスポット等を知っているのは秋田の人だけ。

県外の方は知らない人が多い。他県の方々によりよい形でそうした魅力を発信できたら

よいのではないか。

私は秋田市河辺出身だが、河辺でバイトをしようとしてもバイト先がない。働く場所

が地域毎で限られてしまう点が課題。

（Ａ氏）

私は作業療法学専攻のため、業種としては作業療法士となるが、就職先は県内を希望

している。その理由は、秋田、地元が大好きなので、地域に密着したリハビリを実施し

てみたいと思っているため。秋田は高齢者が多いので、介護老人保健施設や特別養護老

人ホームなどで高齢者に関わることで地域に密着したリハビリを実施したい。

また、他県に就職するとその地方の方言があり、介護老人保健施設等だと方言が通じ

ない場合もあるため、方言が分かる秋田での就職がよいと感じた。

親も県内就職を強く希望したため、話し合って県内就職をする事にした。

（Ｂ氏）

県外の建設業の企業から内々定を貰っているため、来年度からは秋田県を離れる予定。

就活自体も元々県外希望で、県内企業は１つも受けていない。県外を希望した理由とし

ては、22年間秋田県で過ごしてきて、自分の知らない世界が日本にはまだまだあると感

じ、１回外に出てみて違う視点から秋田を見る事も大切だと思ったため。相談に乗って

くれた方も１回外に出て資格を取って、秋田に帰らなくてはならなくなったら転職して

秋田に戻ってきて、首都圏で身につけた知識等を秋田に還元する事も可能なので、秋田
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にこだわらずに就活してもよいのではと言ってくれたため、県外で就活しようと思った。

（Ｃ氏）

私は高校も農業高、実家も稲作をしていたので農業関係の仕事に就きたいと考えてい

た。また、美味い酒が飲めて、野球もできる企業を探した所、県内の農業関連団体が良

かったため、そこを本命にしつつ、滑り止めで農業用ハウス関連の企業も受けた。

なぜ新潟ではなくて秋田なのかとよく聞かれるが、秋田の方が酒が美味しい事と、秋

田の農業は新潟に勝てると感じたため、秋田のこれからの農業に携わりたいと思い、就

職を決めた。秋田はあきたこまちが強いし、酒米も秋田酒こまちという特徴ある米があ

るため、将来性を感じた。

（Ｄ氏）

内々定を頂いた企業は全国展開している証券会社だが、秋田支店採用なので県内就職

と考えている。農業経済の講義を取った事から金融に興味を持ったため、就活は金融業

界を中心に行った。最初は地域を限定せずに就活を行ったが、秋田の企業は温かみがあ

った。私が資産運用や借入を行う場合、秋田の企業のような温かみがある所にお願いし

たいと思ったため、秋田支店への就職を決めた。竿燈も続けたい。

（Ｅ氏）

私は全国展開をしている自動車製造の企業から内定を頂いた。来年の春からは神奈川

県で働く事になる。元々小学生の頃からその企業に入社したいと考えていた。また、そ

の企業はグローバルな社風であるため、自分の今までの環境に似ていると感じ、働きや

すさを優先して入社を決定した。

関東出身のため、関東での就職を元々希望していたため、秋田県内の企業を見る事はあ

まりなかった。しかし、秋田が嫌いで出て行くという訳では全くない。友人ともよく話し

ているが、県外の企業で働いても、もし機会があったら秋田で集まって起業などをしたい

と考えている。秋田に戻ってくる可能性は十分あると自分でも考えている。

（Ｆ氏）

私は国内の航空会社から内定を頂いており、客室乗務員として羽田空港に勤務する予

定。客室乗務員には小さな頃から憧れていた。就職活動を始めた時は憧れだけを追うの

ではなく、県内外問わず色々な企業を見た。県内企業と県外の大手企業とでは、これか

ら出会う人々の幅や経験の幅が異なると感じ、まずは県外に出て色々な人に出会って色

々な経験をし、その後の事はその後に考えることにした。

私も秋田が嫌いで出て行く訳ではない。むしろ秋田を背負って出て行きたい。

（Ｇ氏）

私は県外で就職活動を継続中。県外就職を希望する理由としては、映画・テレビ・舞

台関係の技術装飾の仕事に興味があり、そうした仕事に従事し、しかも技術の高い企業

に就職するには東京や関東の企業に就職する事になるため。３年次にインターンシップ

で関東でテレビ関係の仕事に従事し、秋田では経験できない現場の雰囲気や作品の製作

経緯などを間近で経験できた事が大きい。

首都圏ではなく外部でロケ等をする事もあるが、秋田でロケや作品を製作する事自体



- 6 -

が少なく、こうした仕事に関わる機会がほとんどない。秋田でそうした製作が可能であ

れば、秋田に残りたいと思うが、私が興味を持っている舞台装置や背景を見せる仕事な

どは少ない。アニメやＣＧ、３Ｄなどの映像編集であれば秋田でも可能だと思うが、そ

こは私の目指している方向とは異なる。

（Ｈ氏）

私は就職先としては、ＮＰＯ法人の立ち上げた施設で働かないかと誘われている。最

初は県外を中心に考えていた。大学まで秋田にいたため、一度秋田を出て秋田を見てみ

たいと思ったため。ずっと秋田にいると、県外の方から秋田の魅力を教えて貰ったりす

る事がある。ただ、在学中からずっと付き合っているＮＰＯ法人の施設での出会いもな

いがしろにできるものではなく、一個の人間がその場で色々な事を感じたりする場面を

目の前で見て、その人が笑顔になったり、その保護者の方からの感謝の言葉を受けたり

すると、こんなに刺激的な場所は他にないのではないかと感じた。入社するのは私１人

で仲間がいないのが寂しいが、今後更に充実した場所にしていけたらと思っている。

自分自身、刺激のある所に行ってしまう性分だと感じているが、この就職先では毎日来

る人のコンディションも異なり考える事が多く、刺激が多い。この場所で頑張っていけ

たらという思いでいる。

陶芸の製作は継続していきたいと考えているが、それが継続できる点もよい。秋田に

住むと決めた以上、その特色を生かしてやりたい事をやっていきたい。

※以下フリーディスカッション

（局長）

県内の企業が就職したいと思えるような魅力ある企業になるにはどうすればよいと思

うか。

（Ｈ氏）

大学１年生の時に就職説明会が大学で開催された。本命は４年生だったのだろうが、

１年生に対しても雑な説明をする事もなく、就活のアドバイスまでしてくれた企業があ

った。そういう社員がいる企業では働きたいと感じた。そうした対応をしてくれる企業

は印象に残る。ただチラシを置いているだけではなく、担当者がいた方がいい。

大学に進学する前の高校の段階から企業の話を聞けたら魅力を感じやすいと思う。商

業高校や美大付属高校では企業とのコラボを積極的にやっている。そうすればその時点

で企業への理解が進むし、印象を残せる。就職が急に前に出てきて急に進んでいくより

も、余裕のある内にこうした企業もあったな、と印象付ける事も大事。就職活動時には

自分の過去や経験を振り返るため、有効と感じる。

（知事）

Ｈさんは福祉関係への就職希望であり、大学で専攻した分野とは異なる。先生や家族

からは何か意見はなかったか。
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（Ｈ氏）

福祉分野は人手不足だったり、給料が低かったりするため、本当に生活できるのかと

家族は心配している。ただ、私が就職しようとしている団体は特殊で、アートを中心に

した活動をしている。自分の学んできた事が無駄にはならないと考えている。アートは

ただ作品を作るだけではなく自己表現でもある。福祉でも生かしていけると思っている。

（Ｅ氏）

就職活動をしていて感じたのは、県内企業については内部を知る機会が少なかったと

いう事。首都圏を中心とした大手の企業では、インターンシップも非常に活発だし、学

生側も大手の就活サイトを通して企業を知り得る機会がそもそも多い。一方で秋田県内

の企業は、それぞれ魅力やユニークな部分は保有しているとは思うが、インターンシッ

プ等を通じて経営理念等を知る機会が少ないし、サイトなどでも情報を得る事ができな

い。そうした環境がネックになっているのではないか。

（Ｂ氏）

私も県内企業にあまり触れる事なく就活を終了した。大学には多くの企業の求人や企

業説明会もあり、県内企業に触れ合う機会もあった。私の希望業種は建設業だが、大手

の建設業者が企業説明会に来ていた一方、県内企業は担当者が来て話を聞くという機会

がなかった。仮に多くの県内建設業者が説明会に来て、企業の魅力が伝わっていれば同

じ土木の学生が県内企業に目を向ける事もあったと思う。

また、４年生になると共同研究として県内企業と研究する機会があり、県内企業と関

わる事になるが、３年生までは関わる事が全くない。１年生から自分の専門を生かせる

企業との出会いがもっとあれば、県外から来た学生にとっても就職の幅が広がるのでは

ないか。

（局長）

共同研究とは具体的にはどういった研究を行うのか。

（Ｂ氏）

学生だけではなかなか分からない技術的な部分について、一緒に現地に出向いて実験

を実施したり、日々メール等で情報共有をしたりしていた。

（局長）

Ａさんは具体的に就職を希望する企業等はあるか。

（Ａ氏）

現在はネットで探している状況。作業療法士は精神、身体障害、老年、発達と別れて

いる。希望は老年だが、老年に絞ると就職先が限られる。実習中のため、見学等もでき

ない状況。夏休みの２週間で就職活動を行うつもりだが、試験や見学等を一気に行う事

になるため、大変多忙。中には実習で頭が一杯で就職は後回しになっている学生もいる。

秋田県では公務員の作業療法士がいない。経済的にも安定していない。脳研等の独立行

政法人でも採用が１名位しかない。もう少し求人の幅があればいいのだが。
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（局長）

何か他に話したい事を自由に話して欲しい。

（Ｃ氏）

ＮＥＸＴ５や天の戸の酒蔵などは自分でやっている事に誇りを持っており、今後のビ

ジョンを明確に持っている。しかも、そうした事をＳＮＳ等を通してしっかりと発信し

ている。こうした酒蔵は、どういった考えを持って動いているか分かる。そういう企業

には魅力を感じる。

ただ、仕事を行う上で重要なのはやはり賃金。就活サイトを見ていても、同じ業種で

あっても秋田と岩手や新潟では異なる。賃金を上げる事が大事とは思う。しかし、賃金

を上げるだけでは秋田の中でお金が回らない。賃金を上げると同時にお金を使う場所を

秋田県内に設ける必要がある。

（Ｄ氏）

県立大秋田キャンパスでは農学を研究している。農学を学んだ上で就職をする場合、

食品や製薬会社の研究・開発部門を希望する学生が多い。秋田県で研究・開発の職に就

こうとすれば、公務員として県の農業試験場に勤務する程度しかなく、選択肢の幅が少

ない。県では航空機や電子機器の部品製造を行っている企業を積極的に誘致しているよ

うだが、農業を勉強している学生とはギャップがある。秋田県の強みは農業。工業も重

要とは思うが、農業に関わる仕事に若者がもっと参入しやすいような環境づくりが必要

ではないか。県がそういった分野に力を入れてくれれば、秋田県への若者の定着率も向

上するのではないか。

（Ｆ氏）

県外に出て色々な経験をしながらも、どこかで秋田の役に立ちたいと思っている方や

いつかは秋田に帰って何かをしたいと思っている方の思いを大切にすべき。現在もＡタ

ーンへの支援はしていると思うが、経済的な支援やキャリア形成の支援を継続的に実施

し、最終的には秋田の企業がヘッドハンティングして秋田県に迎え入れる、というシス

テムがあれば、もっと秋田に色々な知識や経験を持った方が入って来て、いい意味の人

の循環が生まれるのではないか。

（Ｇ氏）

私の専攻以外の専攻に目を向けると、パッケージデザインや広告関係、ホームページ

デザインを中心にやっている専攻もある。秋田県内で仕事をして首都圏に発信できるも

のも沢山あると思う。映像関係でも、映画等は東京に行かないといけないが、アニメ、

ＣＧ、３Ｄ等の製作は秋田に定着する可能性がある。秋田や東北で映像関係の仕事が活

発化していけば、美術大学の学生はそうした仕事に魅力を感じるのではないか。東京に

本社があるアニメの背景などを製作しているプロダクションが秋田に支店を出すという

話も聞いている。自分の携わった映像が多くの方の目に触れるような、やりがいがある

仕事がもっと秋田に増えていけばいいのではないか。

（知事）

皆さんから率直な意見を頂き感謝する。時代は相当変わっている。産業構造そのもの
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が非常に変化している。そうした中、今と同様の雇用形態、業種・業態が将来も継続す

るかは、部門によってはかなり難しい。現在県の有効求人倍率は1.5位だが、事務職の求

人はほとんどない。大手の銀行は採用をしない。ＡＩに代わる。また、非常に単純な技

能、こういったものはロボットに代わる。ものすごい研究が必要なプロの部門は存続す

ると思うが、それ以外の部門は残らないのではないか。そして業種・業界の境目がなく

なる。

私は元々エンジニア。航空機や自動車関係の企業に入社していた。たまたま親の関係

で秋田に戻る必要があったが入社できる企業がなく、県庁の一般職の職員として戻って

きた。その際、色々な場面で自分の学んだ理系の学問が役に立った。Ｄさんは生物資源

科学部だが証券会社に就職するとのこと。今後世界的に食糧難となる。そういった際に

金融は食糧に投資する。その時に学生の時に学んだ事が役に立つ。

また、皆さんは今回の就職先に一生いるかは分からない。大企業に入社しても倒産す

る事もある。企業の大小に関わらず、現在の自分の仕事には生かせなくても、自分の強

みをしっかり持っておくとどんな社会、雇用環境になっても生きていける。私の娘も過

去にアメリカに行っていたため、英語ができる事が現在の仕事で非常に役立っている。

どこで何がどう役立つか分からない。

Ｃさんも酒が好きとの事だが、就職後は酒米の仕事をすべき。“好きこそ物の上手なれ

”とも言う。酒が嫌いで酒米の研究はできない。

今の仕事が10年先まであるかは分からない。その時にどう対応するかが大事。

１つだけお願い。秋田県で学んだというご縁がある。縁は何かあった時にまた結びつ

くかもしれない。何10年後に自分が転職する、又は会社がおかしくなってしまったとい

った時は、昔の同級生に頼ったり、学んだ大学のルートに戻ってくる。Ｂさんの就職先

は公共施設管理をしているとの事なので秋田県と非常に関係がある。いつかは秋田県の

担当になるかもしれない。色々な面でつながる事がある。Ｅさんは自動車会社に就職と

のことだが、色々な所で縁が出てくる。Ｆさんには私が航空機に搭乗した際に見かけた

らぜひ声をかけて欲しい。

いずれにせよこれからの30年はこれまでの100年位の変化がある。そのため、何でもい

いので自分を磨く事、色々なネットワークを築く事が大事。これをやっておけば人生は

楽しく送れる。

あと、失敗する事があっても悩まないこと。悩んでいい事はない。失敗は必ずする。

私も県庁に入庁してから公文書の関係で非常に恥ずかしい失敗をした。失敗を重ねる事

で学ぶ。致命的な失敗はまずいが、日常的な失敗は自分の糧にすること。

来年４月から新しい場所に行くと思うが、秋田県出身の方は故郷として、県外の方は

学んだ場所として、秋田を忘れずに頑張って頂きたい。いずれ我々は誰もいなくなる。皆

さんの時代になる。新しい時代を創るのはいつも若い力。若い力がある内は国は滅びない。

地域は滅びない。色々な圧力はあると思うが、圧力に流されないこと。何でも長い物に巻

かれろ、これは駄目。戦う事も必要。今の人は従順な人が多い。従順すぎてはエネルギー

にならない。摩擦があって初めてエネルギーになる。皆が同じ方向に行く事が最も悪い事。

違った意見、違った考えをぶつけてお互いに切磋琢磨し、その中から妥協点、一致点を見

い出していく事が大事。本日は色々な話が聞けて楽しかった。健康に留意してこれからも

頑張ってほしい。（了）


