
- 1 -

平成３０年度 知事と県民の意見交換会（雄勝地域振興局）要旨

○ テーマ ： 「人、もの、心がかよい合う、まちの交流ステーション」

○ 日 時 ： 平成３０年７月１８日（水）１０：００～１２：００

○ 場 所 ： 道の駅うご「端縫いの郷」

知事あいさつ

お忙しいところこの会に参加していただき、感謝申し上げる。

この会の趣旨は、県のＰＲの場ではなく、皆さん主体でお話をしていただいて、私の勉強の

機会とし、今後、県の施策・事業に反映することを目的としている。

普段、知事という職業柄、さまざまな団体・組織との会合も多く、情報がたくさん入る。か

つては、知事が県内を回って首長、各団体の長、地域から要望や声をきいていた時代もあった。

今は時代が変わり、現場からの発想、つまり現場で何を考えているか、何が進んでいるか。

まさに「事件は現場で起きている」という現場感覚がないまま役所で計画を作っても、机上の

空論になってしまう。このため、私になってから、現場の方々の話を聞いて、いろんな面で活

かすこととし、また、団体の長からは組織全体の話を聞いて、全体的なマッチングの中で行政

を進める方針にしている。

今日は、「地域の活性化」をテーマに話し合う。道の駅うごは、未来づくり協働プログラム

事業で整備した。羽後町といえば、先ず浮かぶのが西馬音内盆踊り。そして蕎麦。道の駅うご

も有名。道の駅といえば、大半が国道に面した郊外に立地しているが、ここは役場の隣で、し

かも町の中心にある。

現在、人口減少、高齢化が大きな問題になっている。日本では東京に、また秋田県では秋田

市に一極集中し、一つの町や市でも市街地に集中する。新しく家を建てるとき、市街地に建て

ようとする傾向。高齢化もあいまって、通院、買い物など利便性を求めることは致し方ない。

道の駅うごが、逆にこの部分に目を付けたということ。道の駅には、観光あるいは町外から

のお客さんを呼び込むだけでなく、地域産業の活性化や賑わい効果などがある。町の人がここ

を中心に、いろんな可能性を探る意味で、ここの立地条件はとても珍しい例。

今日は、皆さんがどのように地域を盛り上げていくか。今やっていること、これからやって

みたいことなどの夢や悩みなどを自由に話し合っていただく。実際、現場の小さな話こそが結

構ためになり、政策に結びつくもの。一緒に勉強して、そこから一つでも、県や町の施策に反

映できることをやっていきたい。

今、すごく流行っている道の駅も、浮かれてはだめ。それに酔いしれてしまえば、いつかは

ダメになる。常に新しい情報を入れて、改革、新しい改善を取り入れていくこと。いつも同じ

では、必ずあきられる。特に若い人はいいところが出来ると、すぐほかに移りやすい。

「不便だから」とか、「遠いから人がこない」というのは、これは言い訳に過ぎない。例え

ば、由利管内の山の中の小さな食堂。ここのダブルカツ丼がＳＮＳで拡散し、東京ナンバーの

車がたくさん押し寄せ満員。また、秋田市街地から３０分以上かかるほどの山の中の小さな食

堂。ここの肉鍋がとにかく大きい。こうした特徴があれば、必ず人は来る。人が来ないのは、

立地条件が悪いからではなく、中で出す物が悪いからだ。今は全部同じもの、標準化している。

逆に、ちょっと工夫したもの、これに非常に価値がある。

道の駅の直接の関係者以外にも、ここを利用する人、地域住民、一緒になってここを盛り上

げるための知恵を出すことが必要。またここのヒット商品をフィードバックすること。あそこ

のものはすぐ品切れになる、そういうものを見つけることだ。何でも手を出すのではなく、何

か特色があって、売れ筋をつくる。これがブランドというもの。ブランドは高級品で数が少な

いと思いきや、意外と量産されている。例えば、東京のステーキハウスでは一日１頭か２頭分



- 2 -

の肉が提供される。よって、東京の食肉市場では、一日に２０～３０頭程度を扱えないと、ブ

ランドとして確立しない。つまり、羽後牛も、場合によってはその一部を秋田牛として供給し

ていくこともブランド化を進めるためには必要ではないか。エリア一帯、いろんな可能性を秘

めていると思う。今日はどうかよろしくお願いしたい。

参加者自己紹介

（Ａ氏）

道の駅うごがオープンする前、町主催で“道の駅への思いを自由に語ろう”という趣旨のプ

ロジェクトに参加した。繁忙期のサポーターとしての登録で、オープン当日は、ホール係とし

てたくさんの顧客と話をする機会が得られた。以来、ときどきお手伝いで関わらせていただい

ている。

２５年前、神奈川から家族で転入した。当時から「あったらいいな」と思っていた道の駅が

身近に出来て、本当に嬉しい。特別なことでなくても、自分ができることをやれる機会ができ

てとても幸せに思う。何より、ここでは皆さんが張り切って働いているし、訪れた客も羽後町

のいいところを見つけてたくさん話しかけてくれる。それが嬉しくて、続けさせていただいて

いる。

（Ｂ氏）

羽後町産直会端縫いの里イベント部会副部長をしている。産直会では、楽しみながらお客様

が農産物加工品を購入していただけるよう、生産者自らが主体となって情報発信できる環境作

りをしている。最近は活動の幅も拡がり、学校に講師として呼ばれたり、小学生の食育の場と

しても活用してもらう機会が増えた。これからもっと増えるようがんばっていきたい。

（Ｃ氏）

道の駅おがち直売所「菜菜こまち」の会員として、また、普段は三関地区の青年部で果樹勉

強会会長を務めている。地域活性化の取組のひとつとして、昨年はひょう害を受けたさくらん

ぼをふるさと納税を活用し、「てんさいさくらんぼ」と名付けて販売し、全国からご支援いた

だいた。りんごも同様にふるさと納税を活用し、昨年度から累計で５千件、多くのご支援をい

ただいた。今年度は、新たに、企業版ふるさと納税としては県で初の事例、農業の起業組織を

立ち上げるところ。全国の方とのつながりを強め、若手主体となって地域を盛り上げていきた

い。

農業をとりまく情勢は厳しいと言われているが、湯沢市では既にコメ依存からの脱却に取り

組んでいる。三関地区ではさくらんぼのほか、三関セリなど県の伝統野菜で盛り上げながら、

今後も地域活性化に取り組んでいきたい。

（Ｄ氏）

学校向けシステム関連の会社経営に携わっている。そのほかにも、普段、雄勝地区住民とし

て地域づくり協議会や地域団体などとの関わりがある。仕事を通して、「地域をもっと元気に

したい」「地域に誇りを持ちたい」といった住民の思いを感じ取ることも多く、その思いを形

にするのが私の役割と受け止め、これをモットーに仕事を通して活動に携わっている。

こうしたつながりの中で、今から３年前、道の駅おがちの隣に「小町芍薬苑」をつくりたい

という声が上がった。是非協力してもらえないかと声をかけていただいたことがきっかけで、

発起人として携わらせていただいた。

湯沢市雄勝地域は小町生誕の地とされ、芍薬は小野小町が愛した花と伝えられる。

小野小町は秋田を代表するキーワード。雄勝地域では、この小野小町を活用してもっともっ

と外に発信し、元気になっていけるよう、自分なりに情熱を傾けて頑張っていきたい。
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（Ｅ氏）

開始前から他の参加者と会話させていただき、道の駅うごの皆さんの志の高さ、地域とのつ

ながりがとても強い点をうらやましく感じた。普段、道の駅おがちではこうした直接的かつ主

体的な活動を行う場面が少ない。もっと、意欲的に取り組みたいという思いはある。

道の駅おがちでは、近い将来、高速道路が開通することに伴う客足の減少を心配する声があ

る。だが、今日皆さんと話をして、そうした外的要因ではなく、中身自体に魅力がないといけ

ないのだと、強く感じた。

道の駅おがちレストランには、以前、知事のご紹介でぜんまいを使った丼ものが今もメニュ

ーにある。こういうものが、今後、地域おこし協力隊などとのつながりなどで、もっともっと

発信できるとよいのにと感じた。今日は、たくさん勉強させていただきたい。

（Ｆ氏）

２０１６年、町の地域おこし協力隊に着任。ちょうど道の駅うごオープンと同じ年になる。

道の駅では、留学生を招聘し、カフェで留学生と子どもたちがふれあうイベントを主催した

り、また、普段は町事業の情報発信チーム「みらいの編集室」に所属し、写真、映像撮影、編

集等に携わっている。

道の駅は、公民館とは異なる空間として、もっと開けた空間になっていろんな方に見ていた

だき、関心を持っていただける場所になればよい。

意見交換

（司会・Ｇ氏）

皆さんのお話をきいて地域への強い思いを感じ、自分と同じ仲間がいることをうれしく思う。

では、さっそく意見交換に入りたい。まずは、実際に商品販売やサービスを提供している方

々から、お話を伺いたい。

（Ｂ氏）

主に山菜、スイカ、メロン、その他山菜を使った加工品を主体に出荷。「秋田の山菜をブラ

ンドに」を目標に掲げている。

祖父母の年代は当たり前に食べる山菜も、孫の世代にどうすれば食べてもらえるのか。これ

までの食べ方ではなく、若い世代に受け入れてもらいやすい味付けや加工方法を常に工夫した

いと考えてはいるものの、課題も多く、日々悩んでいる。

スイカ、メロンも有名ではあるが、まだまだ発信力が弱い。道の駅うごが出来た時、スイカ

農家は皆、喜び、張り切った。そのときの気持ちと熱量をいつまでも忘れず、これから５年、

６年と、ずっと会員自らがお客様に発信していけるよう頑張っていきたい。

ひとつ問題と感じていること。それは、地元小学校の子どもたちが、自分が住む町の特産物

が何かを知らないこと。羽後町の特産は羽後牛、スイカだけではない。ＰＴＡや教育機関、道

の駅の協力を得て、親子レクで視察に訪れ、旬の野菜を見せて、触らせて、買って、これを学

校に持ち帰り、調理実習をして食べる。「この環境だから、羽後町の野菜は美味しいんだよ」

ということを学ばせている。

もうひとつの取組は、羽後高校の生徒が、地元野菜を使って６次産業化の開発を行う取組。

これまで学校独自で行っていたものだが、昨年からはイベント部会が関わり、生産者が野菜や

山菜の特徴や使い方をアドバイスしながら、一緒に商品づくりから入って、授業の中で一緒に

調理し、最後は道の駅でお客様を前にして自分たちの商品をＰＲするところまで実施する取組

をはじめたところ。まだまだ小さな取組だが、５年、１０年と続けていきたい。

（司会・Ｇ氏）

お話をきいて、まさに未来をつくっているという印象をうけた。子どもたちをメインにしつ

つ、いろいろな世代を巻き込んで活動されていると感じた。
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（Ｃ氏）

さくらんぼは、山形県が日本一の産地。三関さくらんぼは品質日本一を掲げているが、県内

ですら知名度、認知度ともに十文字に負けている。また、さくらんぼの売上げでは、道の駅十

文字が断然強い。

どうすればよいのか考える中で、まずは徹底的に味や品質で勝負すること。これを中心に据

えて、青年部の仲間が集まり、自分が中心になって勉強会を開いたり剪定講習などを行ってい

る。

道の駅での販売の最大のメリットは、量販店と比べて安くてよいものが買えること。客との

対面販売はもちろんのこと、とにかく品質で勝負して、三関のさくらんぼが美味しいことをも

っと知ってもらいたい。

さくらんぼ、リンゴの販売の中心となるお中元お歳暮商戦。２０代３０代は、こうした習慣

自体がだんだんなじみが薄くなっているため、５年後、１０年後を考えると勝負できない可能

性も高い。若い世代にどう販売するのか。良いものに見合った付加価値をどうつけるかなどを

検討していかないといけない。

（司会・Ｇ氏）

道の駅うごでも、三関地域の皆さんのさくらんぼを扱っているが、お客様の反応も上々で「こ

こで買えば間違いない」と高い信用が得られている。Ｃさんのお話をきいて、改めて品質の高

さを実感した。

（Ｅ氏）

普段はレストランに勤務。生産や経営に関わっているわけではないが、道の駅という性質上、

いろんなお客様が立ち寄られるが、「ここで嫌な思いだけはさせたくない」ということをしっ

かりと胸にとめ、日々接客している。接客の際の一言が、客の気持ちを楽にし、明るい気持ち

で気分を変えて旅が続けられる。それが道の駅の役割だと思っている。

道の駅独自の特色を見つけ出したい、中身を充実させたい、とは思うものの、その思いを形

にするためにどうすればよいのかがわからない。

道の駅うごの組織体制でまず驚いたのが、企画部門があること。また、イベント部会もある。

道の駅の組織体制としてここはとても理想的。地域住民や若い力がたくさんある。

道の駅おがちでも、企画できる若い人がたくさん育って、若い生産者との結びつきをもっと

強めないといけないと感じたところ。

（司会・Ｇ氏）

私の場合は管理部門なので、生産者でもなくメニュー提供もできない。藤原さんのお話をき

いて大いに共感する部分がある。どんなに美味しいもの、よいものを揃えても、最後の接客で

印象が大きく変わることを痛感している。

今度は、普段道の駅を利用している方々から、道の駅の魅力、新しいアイデアなどについて

お話いただきたい。

（Ａ氏）

道の駅オープン前のプロジェクトには、町内外から多くの方が参加した。それだけ、みんな

の想いが詰まった道の駅が出来るんだ、とワクワクした。オープン当日は、自分以外にも役場

ＯＢや商店街の人など多くの方々がボランティアとして参加していた。その後も、盆踊り会館

で開催されていた手芸品のイベントを道の駅で開催したり、利用する方も、見に来る方も楽し

い思いをしているように思う。

ここは産直だけでない。町中の人が「ここにきて楽しい」「行ってみよう」という機運がす

ごく高まり、何かの会合や集いの都度、道の駅に立ち寄ってコーヒー飲んでいこう、ジェラー

ト食べていこう、蕎麦を食べていこうと、気軽な気持ちで立ち寄れる場所が出来たことを皆と
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ても喜んでいる。羽後町にとって道の駅が出来たことは宝。秋田や大曲、仙台など町に足を運

んだことのなかった人たち、羽後町を知らなかった人が多く来てくれるようになっていること

は本当に嬉しい。道の駅が出来たことを喜ぶ人が、こんなにたくさんいることを伝えたい。

（司会・Ｇ氏）

改めて、日ごろの接客やイベント企画の大事さ、これを維持していくことの重要性を感じた

ところ。

（Ｄ氏）

道の駅うごの皆さんの話をきいて、道の駅として本当に理想的な展開をされていると感じた。

雄勝地域の住民が道の駅に抱くイメージは、道の駅うごとは異なり、あくまでも観光拠点のひ

とつとしての見方、つまり、県外の方に対する物産・産直機能のある施設に過ぎないというイ

メージが強い。今回、道の駅うごの元気を目の当たりにして、道の駅としてのあり方をもっと

変えていくべきと感じた。

地元の子どもたちを巻き込んだ郷土学習であったり、郷土の特産品や郷土の野菜などを教え

る場としての活用。これは子どもたちを対象にするからこそ、意義がある。特に、既存の産直

などの機能を生かして、学びの場の機能を道の駅に持たせることは非常によい取組と感じた。

世の中、高齢化社会だが、地元には元気なお年寄りがまだまだ多くいらっしゃる。こうした

方々の漬物や郷土料理などの特技を生かし、若い世代との交流、また子どもたちとの交流の場

づくり、「ここで何か楽しいことをやっている、私も関わってみたい」という気持ちが持てる

拠点になれば、もっともっと道の駅が楽しくなっていくだろうと考えている。

（Ｆ氏）

トークイベントなどさまざまな企画を行っている。その中で楽しかったのが、子どもたちを

対象に行った「ステンシル」という型抜き染めの手芸体験。子どもたちも楽しいが、実はお茶

をしにきた祖父母世代も、ハンカチサイズに挑戦して楽しんでいった。

いろいろなイベントを実施する中で、あるとき住民から「道の駅は道の駅であって、でも道

の駅ではないんだよ」と教えていただいた。最初、どういう意味かわからなかったが、「産直、

特産品を売るだけの場所ではなく、いろいろな人が立ち寄るところ、楽しいことが詰まってい

るところ」という趣旨で、「そもそも道の駅という概念は必要ない」と教えていただいた。子

どもたちが楽しめる場所としての機能をもっと充実させていけば、同時に若い世代が取り込め

ると思う。

（司会・Ｇ氏）

ちょうど先日、隣の市の中学生が訪れ「もっと子どもが遊べるスペースがあるとよい」とい

う意見を頂戴した。今のお話をきいて、こうした若い世代の意見をもっと大事にしたいと改め

て感じたところ。

道の駅に、外からイベントを持ち込んでいただいているからこそ、楽しいことがたくさんあ

るというイメージができる。若い世代への発信については、イベントを通じて、大人と子ども

を巻き込む仕組みができればと思う。

（Ｃ氏）

農業の場合、体験型農業が顧客に直接発信できる一番の手段と思っている。湯沢には、米に

はじまり、いちご、さくらんぼ、ぶどう、セリと、豊富な地場産品がある。各種収穫体験のほ

か、田んぼの一区画をオーナー制度にして、春と秋の年２回、必ず地域に足を運んでいただけ

るようにする仕組みもできる。

また、今も幼稚園児を対象に、りんごの着色前に絵をかいてもらったシールを貼り、はがす

とその跡が絵になって、そのりんごを収穫体験するという取組を行い、とても喜んでもらって
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いる。これが、実は注文にもつながる。食育にもなり、地域活性化にもつながっていくと思っ

ている。

（Ｂ氏）

町内のブルーベリー農家に小学生を連れて行き、そこで摘み取り体験をした後で、ここに連

れてきた。道の駅でブルーベリーが入ったアイスを食べ、ブルーベリーが育った環境、どうい

う生育特徴があるのかなどの話をする。子どもは聴いていないようで、ちゃんと聴いている。

子どもは理論と結論が大事。実際に見て、食べて、体感したからこそ、頭に入る。子どもたち

が大きくなって、１０年後、２０年後に羽後町を誇りに思えるか、生まれ育った故郷を自慢で

きるか。子どもたちがここに戻ってきてくれることを目標に子どもたちに教えている。

（Ｄ氏）

子どもに対する体験型食育はとてもいい取組。実際、幼少期に体験したこと、食べる、触る、

これは一生のものになる。自分たちの地域に関わることを体験させることはとても大事なこと。

食べ物はもちろん、地場産品のほか歴史、史跡など、自分たちの故郷に何があるのか。大きく

なって外に出ていったとき、子どもたちが誇りを持って答えられるよう、幼少期の教育は重要

だ。こうしたことが充実しているからこそ、秋田県の学力は全国でも高い結果につながってい

るのではないかと思う。

（知事）

道の駅おがちと道の駅うごの決定的な違いは、つくるときの経緯にある。

道の駅おがちは、地元主導で県境の国道沿いに出来た道の駅に「小町の郷」の名前をつけた。

一方の道の駅うごは、未来づくり協働プログラム事業を活用して出来た。この事業では、町

長自らが熱意を持ってプレゼンし、それを評定する。町も議会で議論し、県議会でも委員会が

チェックする。単に道の駅をつくるのではない。相当な戦略戦術で、いろんな段階を踏みなが

ら、その運用方法を何度も詰めて仕上げる。蕎麦中心のレストランを据えること、トッピング

方式を取り入れたことなどもそう。ここでは食事後にジェラート、羽後牛コロッケと、高くて

もつい食べてしまうし、満足する。今の人たちは、安いからよいわけではない。

ひとつ物足りない部分は、羽後町内にある豪農の旧民家などのさまざまな歴史的資産の場所

がわかりづらいこと。その案内や周遊機能、誘導策などはこれから進めてほしいと思う。

秋田市周辺には、カネがたくさんあるが使い途がない高齢者がたくさんいる。ここに昼食を

食べに来た後、夕方当地を離れるまでどう過ごさせるか。道の駅といいながら、別に観光客が

通るわけではない。要するに、ここは町の顔になっている。

道の駅おがち。名前は小町の郷だが、建物の笠があるだけで、何が小町なのかがわからない。

先日、たまたま道の駅おがちの社長と話をする機会があった。地元農産物以外の品揃えが少

ないが、これでいい。どこに行ってもあるような饅頭などは、むしろ要らない。たくさん並べ

たところで利幅が少ない。道の駅おがちに関しては、あまり地元の道の駅というイメージを持

たせない方がよいとも思う。例えば、県内のいいもの全てを集めるなど、そう簡単ではないと

思うが、取り組んでみる価値はある。

道の駅の看板となる目玉商品は、一つでよい。例えば道の駅象潟だと、夏はかき、冬は焼き

魚。いま出来た道の駅男鹿は魚。ものすごく高い魚が、スーパーの半値で売っていて、秋田市

方面の客が行列をつくっている。

小野小町を前面に出す商品開発もよい。角館であれば桜。大手化粧品会社と組んで桜の香り

のする香水なども面白い。道の駅おがちだと、さくらんぼエキスを含ませた化粧品。シュっと

顔にかけたら美人になる化粧品など。小町の名前にプラスして、触ると美人になる、なでるだ

けで効果がある石像などもあるとよい。

高速道路開通による懸念は、理解できる。だが、何か楽しい仕掛けがあれば、人は必ず降り

る。なんといっても、降りてすぐの位置にある。楽しいものがなければ、素通りされてしまう
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だろう。

「小町の郷」といえば何なのか。みんなでもう一回、道の駅再考、再生プロジェクトをやれ

ばよい。そこが一つのポイントだと思う。

６次産業化。これは非常に難しい。下手すると逆に評価が下がる。

例えば山菜。山形が全面勝ちだ。築地市場では、わらび、たけのこが１本１００円で高く売

れている。山形の戦略は、全てをまず東京で売ることにある。最初に東京市場で売って、そこ

で人気が出てから地元で売る。

山形のがっこを見たことがあるだろうか。秋田のがっこは大サイズ。しかし、山形のがっこ

はすべて小さく刻んだ醤油漬け。端っこなど、いわゆる出荷できない廃品を商品にしてしまう。

そのかわり、一番いいものを東京で売る。東京で有名になれば、黙っていても地元で売れる。

山菜をサイトで検索すると、上位に山形が出てくる。秋田もこの戦略を学ぶべき。

６次産業化で成功した例は、わずか１％か２％。「６次産業化」という言葉で、ついわかっ

たような気になってしまうが、６次産業化とは商品をつくることではない。例えば県内の大手

ハム工場。そこで使用する年間５千トンのタマネギは、全て山形に加工を委託している。ズワ

イガニなどもそう。あのまま売ってもむくのが大変で、むいて冷凍する。全てその加工は山形。

わざわざ運賃をかけて運び、手数料まで払っている。つまり本来の６次産業化とは、最終商品

ではなく、こうした中間商品を指す。６次産業化＝農家の副業ではない。

このように６次産業化は非常に難しい分野。山形のように一定の戦略を持って、東京との取

引がないと絶対にモノは売れない。そこが、秋田の人にない部分。秋田のマーケットは地元中

心で終わってしまう。

秋田のしいたけは三冠王を狙おうとしている。秋田だと「６つで６００円」でも売れないが、

東京では１，０００円で売れる。価格に対する感覚が倍以上も違う。さらに成城や田園調布で

は、価格３倍。「なんぼでも持ってこい」と言われる。

また、小玉スイカ。あれは成功した例。東京の人が電車で持って歩くはずがない。いぶりが

っこ。これを東京に持って行っても、冷蔵庫内が臭くなるからと敬遠された。これを小さくカ

ットしたところ、東京市場で伸びた。コメも、首都圏ではマンションにものを置くスペースが

ない。単位は多くて５キロ、２キロパックがやはり主流。要は、誰に売るかを考えること。

岩手の道の駅雫石あねっこ。業務用としての食材調達に、仙北管内から食堂経営者が買いに

行く。同じ道の駅でも、同じものが大量にあれば業務用に映る。ここには、どこにでもあるお

菓子がない。これがよい。ありふれた菓子など置いても意味がない。

道の駅おがちは秋田の玄関口という位置づけ、この玄関口と、秋田美人＝小町の組み合わせ。

これを前面に出す方がよい。

今日の話をきいて感じたことは、学校現場が小中学生に地元秋田のことをしっかり教えてい

ないこと。秋田の人は遠慮がちで控えめ。すぐ「秋田にはなんもね」とか「寒くて大変」など

という。こういう負の部分ではなく、もっとよいことを伝えるべき。「秋田にはなんもね」で

なく、いいものがありすぎるくらい。道の駅に地元のものをしっかり展示すれば、そこが見学

コースにもなる。これは市町村教委の役割。これからは、そういう教育が絶対必要になる。小

さい頃からしっかりとプライドを持てば、地元にも必ず残ってくれる。

休憩 （Ｂ、Ｅ両氏から、それぞれの道の駅からの試食品提供品を説明）

（司会・Ｇ氏）

後半は、道の駅の連携や相互交流などの可能性やアイデアなどについて、お話を伺いたいと

思う。

（Ｆ氏）

道の駅双方による共同制作による開発商品。これまでは、羽後町産ブルーベリーと同じく羽

後町産牛乳をかけ合わせたジェラートだったが、今後は三関産のりんごを使ったジェラートな
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ど。産品と道の駅のコンテンツを掛け合わせることによって新商品が出来て、「生のりんごは

もっと美味しいのでは」というところにつながると面白い。町の交流拠点でもあるので、「こ

れは、実はここでも売っています」というような、町内への誘導にも結びつくとよい。

（司会・Ｇ氏）

休憩時間に、藤原さんからご紹介いただいた「パート・ド・フリュイ」（※果汁を煮詰めて、

ペクチンで固めたフランス菓子のこと。）は、地元の野菜やフルーツを使った素晴らしい商品

開発の例だと思う。羽後町はもともと果樹が少ない地域。さくらんぼやりんごなど地域連携し

てコラボできれば、湯沢雄勝地域全体の大きなくくりで、よい商品が生まれる可能性があると

思う。

（Ｅ氏）

子どもとの関わり、高齢者の交流の場などを目指すためにも、道の駅が人と人の間をつなぐ

場にならないといけない。実際、イベントを実施するにしても「年間予定で決まっているから、

仕方なく」ではなく、何をやりたいかを最初に考え、それに向けてやっていかなければ何も変

わらない。

道の駅おがちは、道の駅としてあるべき形が全然異なる。客が来るのを待つのではなく、も

っと積極的に地元の人との関わりを持ちたい。幸い、普段レストランを会議などで使っていた

だく機会も多い。女性グループだったり、地域活動グループだったり、そういう活動グループ

の拠点としても活用の機会が増えるとよい。単にお土産を売るだけでなく、もっと交流の場に

していきたい。

（Ｄ氏）

今日の話を通して２つの気付きがあった。

まず一つ目は道の駅の機能。県南の玄関口として、さらに小野小町というコンテンツを生か

した積極的な展開が必要と感じた。小町まつりのイベントを活用し、改めて小野小町を活用し

た魅力を発信すべく、地域を盛り上げるための旗を掲げて、周囲や関係機関を巻き込んでいき

たい。もう一つは地域住民との関わり方。昨年、振興局の若者ミーティング事業で若手スタッ

フから出たアイデアのひとつとして、湯沢のうどんエキスポならぬ「漬物エキスポ」はどうか

というアイデアが出た。雄勝地域に漬物上手な方は多い。こうしたイベントを介して、地域住

民の関わりを持ちたい。

（Ｃ氏）

道の駅同士の連携策としては、道の駅おがちには果樹はあるがスイカがない、一方の道の駅

うごは果樹が少ない。さくらんぼ最盛期とスイカ出始め、ちょうど時期が重なるが、その時期

に、例えばさくらんぼの種飛ばし、スイカの種飛ばしなど、イベント企画での連携も視野に入

れていきたい。

さきほど知事からも話があったとおり、道の駅おがちには看板商品がない。せっかく南の玄

関口にありながら、大変残念なこと。現在、青年部で話が出ているのは、セリ鍋。三関セリと、

湯沢地区、秋ノ宮地区、稲川地区のネットワーク団地で取り組むネギ。県北にはきりたんぽ鍋

があるが、主役のきりたんぽを敢えて入れずに、地域農産物を主役にしたセリ鍋セットをつく

りたい。肉は合鴨を使用。夏は合鴨に田の草を食べてもらう。自分たちの作物を鴨の飼料とし

て与えて、セリは新葉を入れて、それを鍋にする。この一番美味しい食べ方が、意外と知られ

ていない。道の駅おがちにある加工施設。冬場もっと活用すれば、地域雇用にもつながる。こ

うした地域の看板商品をつくっていきたい。

（司会・Ｇ氏）

道の駅おがちと連携した企画で、「冬に行っても楽しい、また夏にも行きたい」という、通
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年で足を運んでもらえる地域になるとよい。

（Ｂ氏）

ここの会員の悩みは、いつも試食品がないこと。実際、試食品の提供は非常に大変だが、レ

ストランと協力し有料試食を始めた。小鉢に「今日は○○さんのスイカです。食べて美味しか

ったら物販でどうぞ」というような誘導も、併せて行っている。会員同士のつながりのコラボ

商品やイベントも増えた。まずは販売側が楽しむこと。楽しいことには人が集まってくると信

じ、これからも精進していきたい。

社長から「ここは通過点ではなく、目的地。わかるが？」と問いかけられることがある。最

初はその意味がよくわからなかったが、３年目にしてなんとなく意味がわかるようになってき

た。ここに来れば何かがある、ここに来れば何かが買えるというような道の駅づくりを、社員

会員一丸となって頑張っていきたい。

（司会・Ｇ氏）

さきほどＥさんからイベント企画に関して悩みが出されたが、今のコメントにヒントがあっ

たのでは、と思う。

（Ａ氏）

道の駅に望むことを４つ考えた。

一つ目は地域の人が気軽に立ち寄って、お話したり交流できる場になってほしい。また、二

つ目は生産者が生き生きとここに品物を運ぶ姿が見られること。この２つはできているように

思う。

三つ目。さきほど知事も仰ったとおり、訪れた人たちに、羽後町の仙道番楽、盆踊りなど歴

史あるものがたくさんあることを伝えたいし、そこに誘導していきたい。町では観光ガイドの

会が立ち上がった。訪れた方を羽後町中に誘導、紹介してほしい。今年の西馬音内盆踊りでは、

ＢＳで生中継される。西馬音内盆踊りを見た方に、是非、羽後町に、そして道の駅うごに来て

ほしい。道の駅同士が出発点になったり、ほかの観光地が出発点になったり、互いに交流、勉

強しあえる存在になったらよいのではないか。

四つ目。道の駅うごでは、今は各家庭でつくらなくなった昔の食べ物が多く扱われている。

これを是非続けてほしいし、今まであった食材や伝統的料理を残してほしい。羽後町の食を守

る場所にもなってほしい。

知事総括

まずは、皆さんが道の駅や地域のことを真剣に考えておられることに、敬意を表したい。

これから道の駅はますます競争が激しくなる。お互いライバルではあるが、競争だけではな

く連携が大事。県全体の観光と地域の振興を目指して、それぞれのよい特色を出しながらお互

いに伸びていくために、県では、道の駅同士のネットワーク強化事業を始めようとしている。

また、必ずしも県内のみならず、県外との交流も大事。例えば、潟上では九州のある都市と

姉妹都市が縁で地鶏を売っているが、これが潟上の産物よりも売れる。ひとつ、県外の姉妹都

市のコーナーを設けて、相互にモノを置き合う。これも営業戦略のひとつ

私が秋田市長だった時代、県境の道の駅に竿灯の案内パンフがないことがあった。道の駅同

士、他の道の駅の情報や観光情報が入るようにし、そうしたことを、ネットワーク化の中で情

報共有していくことが望ましい。

県境部分は、もっと案内機能を強化した方がよい。今はＱＲコードを使ったり、どんなこと

でもできる時代。ＳＮＳを使った道の駅間のネットワークや、例えば大曲の花火の混雑情報な

どがすぐわかるなどの機能。こうした機能を持たせることが、今後の道の駅が生き残るカギだ

と思う。

産物はそれぞれ努力していることがよくわかった。今後、皆さんの活動に大いに期待したい。
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今日は、皆さんが熱心に考えていいただいていることを知り、本当に安心するとともに、心

強く感じた。県としてもネットワーク化により全体をまとめながら、また、相互の力を発揮す

るようなスタンスを持って、各セクションで頑張っていきたいと思う。本日はありがとうござ

いました。（了）


