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知事と県民の意見交換会(山本地域振興局)概要

○ テーマ ： 「白神の水で育まれた農林水産物の売上拡大と直売所の集客力アップの取組」

○ 日 時 ： 平成３０年７月３１日（火）１３：３０～１６：００

○ 場 所 ： 道の駅ふたつい

視察・事例発表

〔意見交換に先立ち、今月オープンした「道の駅ふたつい」の概要説明を、株式会社道の駅ふたつ

いの担当者にしていただきながら施設見学を行う。〕

知事あいさつ

今日は暑い中、お忙しい中出席いただきありがとうございます。日ごろから県政の推進に様々な面

で御協力賜り厚くお礼申し上げる。

こういう会は振興局単位で毎年行っている。知事というのは非常に忙しい。東京や、先週は北海道、

海外にもインバウンドの関係で年３～４回行って、何とか秋田に来てもらいたいと頭を下げている。

忙しいが地域のことをよく掌握しないといけない。地域に県庁職員もいるが、職員からの話は又聞き

になってしまう。又聞きではなく直接話を聞くことが必要。

昔はこういう会があってもすべて肩書きに「長」のつく人が出席していた。その後変わってきた。

私も、市町村長、農協組合長、商工会長からの総括された情報は入る。しかし、現場の皆さんの生の

声を聞かないときめ細かな政策に結びつかない。よい政策、制度を作っても、現場の人と意識のズレ

があれば作っても使い勝手が悪いということになる。

今、二ツ井で道の駅ができて地域の活性化に一生懸命だと思う。皆さんが今やっていること、スム

ーズにいくことだけではないと思う。課題や将来の構想もあるだろうし、もっと連携があればよいと

か、市・町・県へ言いたいこと、様々な思いがあると思う。今日は聞き役に徹して持ち帰りたい。今

までこういう所から様々なよい制度、事業ができている。皆さんから元気のよい発言を聞きたい。

ただ一つ、この種の道の駅はそう甘くない。全国、県内の道の駅はすごい競争。例えば、最初は良

くてもどんと落ちる所や、最初悪くても後から人気が出る所もあるし、差が出てくる。今は場所の善

し悪しと客足は特に関係ない。

例えば、山奥の１軒の食堂に全国から人が来る。ある県南の町の食堂の名物がある。インスタで広

まり山奥の１軒屋の食堂に渋滞がおきている。

リニューアル前の二ツ井の道の駅に関わったことがある。オープニングの際に来たが、何を食べれ

ばよいかわからなかった。目玉となる商品が必要だ。

一番よい例は、羽後の道の駅のそば。そばにセルフでトッピングすれば１，０００円が１，５００

円になる。食べ終われば羽後牛、ジェラート、コロッケもある。黙っていても金を使わせるようにな

っている。

例えば、十文字はフルーツが満杯。全県からフルーツを買いに来る。
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６次産業化というのは、非常に難しい。今の人はあちこち歩いているので舌が肥えている。あとは

どこの客層を狙うかも大切。東京の人の味覚は秋田とは違う。東京の人には秋田の味噌汁はしょっぱ

くて食べられない。客層、シーズンで味を変えるのが今のやり方。

私自身も料理する。私のレシピが県内何か所かの道の駅に出ている。みんなで何とかして良くしよ

う。１回で全部できなくても改良改善していく。トップだけではなく、関わる人が連携していくこと

でよい効果が上がってくる。新しい道の駅は、以前と全くイメージが違う。このすばらしいイメージ

をずっと大切にしてもらいたい。

県も手伝えることがあればしっかりやっていく。今日はよろしくお願いします。

意見交換

（局長）

今、知事から施設間競争が激しいとの話があった。集客で苦労している点、工夫していること、こ

んなことを思い描いている、ということがあればお話願いたい。

（Ａ氏）

ＪＡ直売所「みょうが館」はまなす産直会の会長をしている。「みょうが館」では、月１回のイベン

ト、春の苗祭り、８月は周年祭、月２回の病院への出張販売を行い、お客さんに来てもらうように頑

張っているが、今年で２１周年となり、お客さんが同じイベントに慣れてしまって、マンネリ気味。

私は鶴形そばを組合でつくっている。昔から有名ではあり、「みょうが館」には２０年前くらいから

年越しそば、冬期間のそばを出荷しているが、お客さんが来ていつでもすぐに食べられるという状況

ではない。

（Ｂ氏）

ＪＡ直売所「おらほの館」峰浜産直会の会長をしている。地域では名前が知られている石川そばだ

が、食べられるところは唯一、「おらほの館」のレストランだけである。

活性化のために「道の駅みねはま」と「ポンポコ山公園」と「おらほの館」の３団体で３年前から、

奇数月に「ポンポコ山さ恋、来い」と題したイベントを計画して実行している。「恋する」と「来てく

ださい」の言葉をかけたもの。開催にあたっては、観光協会から「連携で魅力広がる直売展開支援事

業」という県の補助を２年間受けて、広報活動やイベントの予算に充てた。結果がどうかは自信はな

いが、ＰＲとしてはとても頑張った。

（局長）

ここの場所は、小繋「５１」番地、きみまち阪の「恋」、ここさ「来い」の３つのコイを掛け合わせ

たkoikoi食堂。運営をされている駅長のＣさんから将来展望を伺いたい。

（Ｃ氏）

オープンして１か月も経たないが、土日だけでなく平日もたくさんの利用者の方が来ている。しか

し、知事が話したように、今良くても将来下がる可能性もある。
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インターチェンジが開通した時にしっかりと対応できる販売力をつけなくてはならない。地元の生

産物、道の駅の加工品をしっかり提供できるように少しずつ力をつけていきたい。

売れ残る物もある。生産者の方が、売れる人との違いを自覚して自分のレベルアップにつなげても

らいたい。そうしながら、毎年少しずつ、道の駅全体がレベルアップしていかなければならないと思

う。

（局長）

１００名以上の出荷者を束ねている、「道の駅ふたつい」出荷友の会会長のＤさんはどんなことを思

っているか。

（Ｄ氏）

私は平成２６年度から道の駅に関わってきた。皆さんから喜んでもらえるのが成功する第一歩だと

思っている。出荷友の会の理事が週一回集まっている。これぞというものは固まっていないが、皆の

心意気と笑顔でこれから伸びるように努力したい。

ただ、二ツ井の産品が少ないので、理事と相談しながら進めたい。

（局長）

能代山本地域は、周年的に商品を提供することが難しい。特に春先に品数が減ることが弱点。収穫

期の延長という点でどのような工夫をしているか。

（Ｅ氏）

私は「みょうが館」はまなす産直会に今年加入した。早めに苗の準備をして２週間毎に植えること

ができたらと思っていたが、実際はネギと作業が同時になり、直売向けの作業ができないときがある。

また、猿がトウモロコシなどの野菜を食べて出荷できなくなることもあった。虫の防除も野菜によっ

て違うので、畑の中の配置を工夫して年間通して出せるように頑張りたいと思っている。

（Ｆ氏）

「おらほの館」に出荷している。播種時期をずらしたいが、春は忙しくてなかなかできない。

（Ｂ氏）

（春先の野菜の確保は）自分たちでできれば一番よいが、町内の他の農家の力も借りなければなら

ないかもと考えている。

（局長）

「道の駅ふたつい」では、北秋田市や大館市からどうやって出荷者を募集したのか。

（Ｃ氏）

北羽新報や北鹿新聞に広告を出して募集した。



- 4 -

（Ｂ氏）

商品を確保するために、地元産の野菜を集めたいので、会員でなくても野菜だけ出荷してくれる準

会員を増やしたいと考えている。

（局長）

「みょうが館」の会員は能代市以外もいるか。

（Ａ氏）

旧能代市、旧二ツ井町の人が入っている。２０年前の立ち上げ時はＪＡの女性部だけだったが、今

は意欲のある方であれば誰でも参加できるようにしている。準会員は季節の果物・野菜のみの出荷で、

会員は年間通しての出荷としている。

（局長）

ここでしかないもの、これはうちの売りというものはあるか。

（Ａ氏）

年間をとおして白神ねぎが強み。ミョウガは、ミョウガ畑を作って子供たちの収穫、詰め放題もや

っているが、今ひとつ。ミョウガは主にＪＡへ出している。

（Ｇ氏）

石川そば、しいたけが強み。

今年からブルーベリーソフトを始めた。会長のＢさんが作ったブルーベリーを使っている。地元の

ものはお客様が喜ぶ。

（局長）

Ｈさんが直売に入ったきっかけと農業を始めたきっかけを教えてほしい。

（Ｈ氏）

休耕田になっている田んぼがもったいないので、自分で始めようと思ったことがきっかけ。能代市

広報に能代ラズベリー研究会の広告があり、それを見て始めてみようと思った。今年は他に小なすと

スナップエンドウを栽培している。道の駅に毎日のように出している。ラズベリーは秋から出荷する

予定だが、将来は加工にも取り組みたい。ラズベリーは実のほかに葉も使えるので、ジャム、お茶、

ソース、パウダーに挑戦したい。

（局長）

この先続けるためには若い人の確保育成が必要。若手の仲間づくりはどうしたらよいか。

（Ｅ氏）

何かのきっかけがないと、一から農家というのは難しいと思う。農業をやっていてもＪＡ出荷が手

一杯で産直に手が回らない人がいる。ＪＡ出荷と産直の両立は、並大抵のことではないと思う。
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（Ｈ氏）

交流する場が欲しい。若い人同士での交流のほか、ベテラン農家とも交流があれば良い。

（局長）

道の駅ふたついの出荷友の会には意見交換や研鑽の場はないか。

（Ｄ氏）

研鑽の場まではない。お米、にんにくなど、部門毎の交流はある。

（局長）

生産技術向上の取組はあるか。

（Ａ氏）

ＪＡ主催で栽培方法の研修を春と秋の年２回、技術センターや種苗メーカーが講師となって行って

いる。しかし、高齢化で新たな技術を身につける考えがあまりない。若い人がどんどん入ってくれば

前進すると思うのだが。

（Ｂ氏）

８月１日から新会員が入る。移住定住事業で町外から来た方である。秋田市出身で、仙台で仕事を

していたらしい。祖父が富根の方で、田舎で農業をやりたいということで八峰町に来たと聞いている。

町が移住定住に力を入れているので、年間数名は移住者が来ている。

（局長）

八峰町ではしいたけに力を入れており、県外からもしいたけで就農した人がいるようだが、この人

は産直会に加入しないのか。

（Ｇ氏）

しいたけで就農した人は、まだ産直会には加入していない。近くに住んでいるが、まだ会ったこと

がない。

（局長）

加工についてだが、石川そばは直売所のレストランで提供しているが、鶴形そばはどのように出し

ているか。

（Ａ氏）

私の場合は、年越しそばと、１１月から３月にかけて「みょうが館」へ出荷している。

新しくできたそば加工の株式会社では、年間を通して能代市のイベントやスーパーへ提供している。

年越しそばは、「みょうが館」にも出している。年越しそばは非常に需要がある。

夏場のざるそばは出していない。そば粉１００％なので、ボロボロ感が強く、ツユに入れるそばは

良いが、ざるそばには不向きである。夏場は難しい。



- 6 -

（局長）

「道の駅ふたつい」の加工施設のねらいはどのようなものか。

（Ｃ氏）

前身の道の駅では餅加工品が有名だったので、後継するつもりで餅の機械を準備している。これか

ら餅、お菓子にチャレンジしたい。そのほかにも自社製品を作り販売したいのだが、今は人材的に厳

しい。

（局長）

農家で加工に取り組みたいという話はあるか。

（Ｄ氏）

餅、ケーキの希望はある。ケーキはすでに出している人もいる。

（Ａ氏）

「みょうが館」内の加工施設を利用して、季節のものやしそ巻き、味噌たんぽなどを作ってイベン

ト時に販売する会員もいる。

また、４～５人は個人で加工施設を持っていて、お菓子を作って「みょうが館」で販売している。

（Ｂ氏）

「おらほの館」でも個人で加工施設がある人は、お菓子、総菜を出している。その他、加工施設が

無くても作れる物、漬け物や餅、キリタンポなどを販売している。「おらほの館」には加工施設がない

ので、やりたいという希望も増えてきている、町に相談して加工施設をつくりたいと考えている。

（局長）

何の加工に取り組みたいのか。

（Ｂ氏）

自分たちで生産しているもので大量にあるもの、例えば米や大豆、じゃがいもを原材料とした加工

品に取り組みたい。八峰町ではトマトがだぶつくほど大量に生産されている。ピューレ、ケチャップ

など、トマトの加工ができればと考えている。

（知事）

「みょうが館」という名称はいつからなのか。

（Ａ氏）

施設ができた２０年前からである。

（知事）

今は能代というと白神ねぎ。これは全国ブランド。ミョウガはあまりメジャーではない。私は「ね
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ぎの館」に名前を変えた方がよいと思う。

羽後のそばは乾麺がなくて、羽後町内のそば屋は全部羽後産のそばを使用している。だから有名で、

たくさん作っても消費される。最初は小さいそば屋だったが、秋田市内に支店が出来るほど広まって

いった。秋田の人はそばといえば羽後へ行く。１日４００～５００人行く。５～６軒のそば屋は全部

羽後のそばを使っている。

そばは直売所だけでもよいが、地域のそば屋のメニューに地元産そばがないと広がらない。せっか

くねぎがあるのに、なぜねぎそばが無いのか。最近もやしラーメンで有名なところはもやし２袋分つ

かう。例えば、能代で食べるラーメンには、どこでも白神ねぎラーメンがあって、どこのラーメン屋

でもねぎが山盛りに入っていれば良いと思う。

私は、具がねぎと牛肉だけの「ねぎすき焼き」を食べる。これが人気が出ている。昔からの食べ方

だけではだめ。地域全体を巻き込むことで、ちゃんと採算が取れるようになる。

年越しそばはプレミアムをつけるべき。「ねぎっこ村」という名前では、ねぎの村か直売所か分から

ない。白神ねぎは全国ブランドなのだから、他の食べ物にも使うべきだ。

他県の仕掛けを東京で見てみると良い。秋田のがっこは真ん中しか商品にしていないのに、山形の

がっこは全部刻んで端っこも使っている。こういった巧みさは見習わなければならない。

加工品は相当考えないといけない。例えばトマト。西武の「ごっつお便」は日本一のものしか扱わ

ないが、東成瀬のトマトピューレが使われている。トマト加工をものすごく勉強した。雄勝のチーズ

もしかり、スイスに勉強に行った。そこまでやるかどうかだ。

中途半端は負ける。やるのだったら東京のデパート、超一流ホテルで使えるレベルを目指すか、そ

うでなかったら安くするしかない。東京だったらマージンは取られるが、売値が大きく違う。加工品

は、地元に売るか、秋田市の人に売るか、県外の人に売るか、味についてもターゲットによって区別

しないといけない。

県南の漬け物で成功している所は、東京から秋田に嫁に来た人がリーダーで、東京でよく売れてい

る。東京で売ると３割をマージンで取られるが、それでも儲ける位の値段で売れている。

十文字の産直はＰＯＳで管理している。一般客で評判を損ねるのは午後に品物が無くなるというこ

と。午後も品揃えを良くしている。逆に、雫石の道の駅あねっこは朝の品揃えを重視して、同じもの

を大量に安く売る。大曲や田沢の食堂の人が仙岩峠を越えて買いに来る。何を誰に売るか、つまり、

マーケティングを考えないといけない。

道の駅でうまくいっている所には、必ず全体のマーケティングを管理する人がいる。例えば種類や

味付けの統一。いろいろな人がバラバラに持ってくるのでは一定の味が出せない。

山内の道の駅はそばがうまい。そばはつゆが肝心なので注意して欲しい。羽後は有名なそば屋がつ

ゆづくりでものすごい競争をしている。競争すればお互いに良くなる。ライバル関係はつくるべき。

石川そばと鶴形そばが、競いながら盛り上げていければよい。

「みょうが館」は名前を変えたほうがよいのではないか。今の若い人はねぎは食べるがミョウガは

あまり食べない。

東京の大田市場では、秋田のしいたけとねぎはいくらでも欲しいと言われる。今の２倍の量でも３

倍の量でも持ってきてと言われている。良いしいたけは秋田の倍の値段で売れる。下北沢、鎌倉など

の超高級住宅街では、安いと買ってくれない。「白神ねぎは最高だから値段も高い」と言えば売れる。

能代山本には美味しいそばがあるのに、どうしてそば屋で年間通して使わないのか。５～６軒でい

いので出せば良い。県南には、どこの居酒屋でも必ずこれ、というつまみがあり統一感があるが、能
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代山本は統一感がなくバラバラといった印象である。

二ツ井の道の駅には目玉を作らないといけない。「馬肉ねぎラーメン」とか。ねぎを細く切ってドン

と置いて食べ放題にするとか、ぶっかけそばにねぎとか、今までと違うことをして、時流に合わせて

いかなければならない。

ベースは変える必要はない。多く販売するためには差別化、それに連携。しいたけやねぎと石川そ

ばをマッチングして、しいたけそばやねぎそばにしてみる。普通のそばはどこにでもある。そばだけ

では羽後に負ける。そういった差別化、工夫が大切である。

移住者が来れば、最初嫌がる人がいる。都会の人ははっきりものを言うが、秋田でははっきりもの

を言う人は嫌われる。うまくいっているグループでは、お客さんの目線を持ったよそから来た人がグ

ループに入っている。意見を言う人を大事にしている。中でこぢんまりしてはそこで止まってしまう。

色々な人がいれば若い人が来る。若い人は意見を聞いてもらえない、話しづらいグループには入ら

ない。若い人のほうが色々な所に行っているから情報を持っている。若い人の力を出してもらうこと

が必要。

（局長）

知事からものすごく難しい宿題が出された気がする。この先、自分たちの売りをつくること、誰を

ターゲットにするか考えること、明確な戦略・ビジョンが必要と強く思う。

最後に将来展望などを伺いたい。

（Ｂ氏）

今現在の状況は課題ばかり。課題が足かせで明るい未来が見通せない状況。会員の高齢化が進み新

規会員が入ってこないので、将来を展望できなかったが、これからは、マーケティングを強化し、お

客様のニーズを満たすことを考える。今まで地元産に非常にこだわってきたが、お客様の必要とする

商品を販売していくことを第一目標にして変革を図っていきたいと思う。

（知事）

Ｂさんと同年代の女性が、いきなり東京の超一流料亭に物を持って商談にいって、取引成立した事

例がある。トランプ大統領が来日した時に食事をした料亭に納めた。アポなしでごめんくださいと行

ったらしい。女性の方が男性よりも度胸がある。年は関係ない。７０歳、８０歳でバンバンやってい

る人がたくさんいる。カラ元気でもわくわくしてやれば人が集まってくる。

（Ｄ氏）

知事の話を聞いて、数日前の魁新報で知事が東大の先生と対談した内容が分かった。二ツ井も「高

質な田舎」になるように頑張る。

（Ｃ氏）

去年の１２月から出荷者の方と関わってきた中で、高齢化という壁を感じている。車がない、免許

を返した、出荷するために友達の車に乗せてもらう、という方々が多くなった。自分で生産したもの

を並べて、売れるのを見て喜んでもらって、ということを続けていきたい。地域で交通網が整備され

ればという思いがある。



- 9 -

（Ａ氏）

個々には頑張っているつもりだが、なかなか売上が伸びない。種を播かないと芽は出ないのだから、

新たな気持ちで頑張りたい。年をとって農地を回りきれなくなってきていて、難しい面もあるが、自

分の体調に合わせて、いくらかでも昨年より伸びるように気合いで頑張りたい。

（知事）

道の駅は、市や町の直営ではないが、地域によっては、観光課長や農政課長がはんてんを着て売り

込んでいる所もある。羽後町は役場の裏だから町長が毎日来て宣伝している。能代山本は産業行政の

動きが少し鈍い、見えにくい。私は、能代市や八峰町の課長さんの名前を知らないが、私が何度も引

っ張り出される町もある。そういう市町では、行政が道の駅や産直を全面的にバックアップしている。

能代山本は儲け仕事に欲が無いと感じる。

大館市長は、いつも犬の帽子をかぶっているように、イメージを発信する事が大事。

私は、東京に行って東急チェーンで３００人分のしいたけ料理を作った経験がある。相手は県が全

面的にバックアップしているから安全・安心というイメージを持つ。誰もが県が保証していると思う。

飛騨高山では、駅前で休みの日に市の観光課長が呼び込みしている。もう少し地元行政が動けば良

い。市町村ができないことは県で、あるいは連携してやるが、県が直接行うべきではないと思う。

例えば鶴形そば。そばの提供を能代飲食店組合へ呼びかけてはどうか。行政のバックがあれば行き

やすい。農協と商工会議所が関わらなければダメ。秋田市では商工会議所と農協が一緒になって動い

ている。今はそういう時代である。６次産業化では、加工品の原材料は農協で提供、作って売るのは

商工会。市の関与が少ない感じがする。二ツ井はだから苦労している。仙北市では観光協会、商工会、

市の課長が一緒に動く。全部の飲食店に名物がある。

旅館で出すものも同じで、売上も上がる。細かいことの積み重ねが重要で、徹底してやる地域とそ

うでない地域がある。地元の人が地元のものを愛情を持って使うことが大切だ。地元で使われていな

いものを消費地に持っていっても本気にされない。

何かあったら局長へ相談して欲しい。

（局長）

気軽に電話をかけてほしい。最後に記念撮影して終了する。（了）


