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「県議会への意見」募集結果について

秋田県議会では、議案の審査や政策提言の参考にするため、今年度は５つのテーマについて

「県議会への意見」を募集しました。寄せられた意見は、次のとおりです。

１ 募集期間 令和２年７月２０日（月）から８月２４日（月）まで（当日消印有効）

２ 募集結果

(1) 応募件数： ２１件

(2) 応募者数： １４人

(3) 御 意 見： 次のとおり

注： 応募意見は、原則として原文のまま掲載しています。ただし、特定の個人・団体等への批判と考えら

れる部分については掲載を省略し、［略］と表記しました。

テーマ１：新しい日常が定着する中における「高質な田舎・秋田」への誘いについて 【９件】

１－１ 【三種町・４０代】

以前より知事に時々メールにて申し上げていますが、秋田県としての独自性をアピールすべき。

都会の尻を追い掛けて憧れるのではなく、「田舎で何わりじゃ？秋田なめんなや」精神が必要。

青森のリンゴ娘がいい例。

オラが「んだっち」の中さ入ってだら、もっと盛り上げる自信あるすな。

ただし、声出してしゃべってまうども。(笑)

気だふりこがねで、じやんご者のプライド持だねば、やざねす。

１－２ 【秋田市・５０代】

私自身は親の介護で東京から戻ってきましたが、金農フィーバーとコロナ禍で、秋田に居て良かった〜

これから住むなら秋田と実感しました。

ただ、ネット環境の充実は不可欠です。

また、安く入手できる空家リストは必須ですが、土地神話の強い秋田では所有者の意識改革が必要。

只でいいから来てごらん〜位じゃないとダメだと思う。

私が感じた上質な田舎３点

１、椎茸がうまい。東京では中国産の味も香りも無い椎茸でした。良い食材は健康を育む。

２、水が良い。飲み水がきれいだと炊いたご飯が美味しいし、市内にも本格温泉がいっぱい。

３、人の手と目のある豊かな自然の中での野外活動。教育と観光を融合できる施設があり、首都圏の学

校の自然体験やサークル合宿など誘致可能。（まんたらめ太平山リゾート、岩城青年の家、民間でも

潟上市天王のグリーンサムガーデン）千葉や福島県が相当数受け入れていた需要の新しい行き先とし

てアピールする。２０人以下の小グループ狙い。密じゃない豊かさ！

１－３ 【横手市・６０代】

先日、小学校で観た劇の話で盛り上がりました。夫とは六つ年が離れているのですが、５０年も前に

別々の学校で同じ劇を観ていたようです。

どの業種も今の時代は大変な事態ですが、コンサートは軒並み中止、延期、テレビは再放送ばかり、

芸能に関わる人たちにも受難な日々が続いています。

どんな不幸な時代にも、エンターテインメントは日々の暮らしに力をくれる存在です。

そんな時、気になるコラムを読みました。パンデミックの後に当時のアメリカの大統領が失業中の芸

人を雇い、全米に派遣、公演したという話でした。
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秋田は幸い、大都市と比べれば、コロナの発生者が少なく推移しています。

今、仕事もなく修行する場もない若手、多種な芸能に関わるグループを全国に公募し、市町村単位で

支援できないでしょうか。

一年とか限定で、地域に根をおろして活動してもらう。

稽古場や住むところを無料で提供し、かわりに学校や公民館で公演してもらう。

音楽、国語など専門的な芸を先生となって授業もよいのではないかと思います。

中高生と一緒に舞台をつくりあげたら、子供たちの励みにもなります。

また、このごろはクラウドファンディングなどの取り組みも盛んなので、市町村のボランティアと一

緒に活躍できれば、県が丸抱えで雇わなくても、資金援助できるかもしれません。

もしそれが実現できれば、地域住民の励みになり、コロナがおさまった後に中央に帰った芸人さんが、

秋田をピーアールしてくれるかもしれません。

遠回りな企画ですが、この大変な時期だからこそ、秋田を発信できる人を呼び込めるチャンスだと思

うのです。

１－４ 【秋田市・４０代】

将来の秋田を考えた時に移住者（人口減少課題克服）の誘致はコロナウイルスと言わずに必須と思う。

秋田の基幹産業の一つである農業に的をしぼり、移住者誘致に対する意見と秋田の人口減少課題解決

するための意見の２つをあげたいと思う。

① 新規就農者と遊休農地の接続

移住者の中には秋田で農業を希望する方もいると思います。新規就農者の一番の悩みは農地の確

保が困難である事。後継者のいない地権者から公的機関が買取り、就農者へ譲渡する事は出来ない

だろうか？地権者にとっても魅力があると思う。

② 農業後継者の育成

秋田県の魅力の一つに子供たちの学力の高さがある。認定農業者の子供や孫の大学への奨学金制

度が出来ないだろうか？卒業後、秋田に帰郷し就農すれば奨学金返還免除。就農しなければ利息を

つけて返還してもらうような制度が出来ないだろうか。能力ある子供の背中に県旗を背負わせて学

びを保護者だけでなく、秋田県民一丸となり応援する制度があれば優秀な後継者が増え、農地の維

持発展に貢献すると思う。

１－５ 【由利本荘市・７０代】

高質な田舎とか、ここ秋田に夫の定年後、夫には故里、しかし私には故里ではない秋田、越すまでの

懸念は地元の人達のつきあい方への不安でした。

定住先、企業立地、供給地としては、そこが安定している事は当然でなければ来る人はいないでしょ

う。

それは役所の大事な受皿としての役割だと思います。その上で秋田の県民に対しての大事なアピール

として、暖かく見守る「よそ者」扱いしない包容力、寛容さを。

と、これは議会に求める事であるか判りかねますが、とても大事だと思います。

この事が施策になり得るかどうかは別としても、このテーマは県民一体で取り組むべき事ではないで

しょうか。

お役所仕事、机上のプランにならないために。

（追記）

秋田は自然がいっぱい。コロナ渦の後、人工的な観光地より、この「高質な田舎」をもっともっとア

ピールすべきです。高質な田舎、いい言葉です。
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１－６ 【由利本荘市・７０代】

産業は風景を作る。

「高質な田舎・秋田」は一次産業を盛んにし、「田舎風景」を作ることが秋田の本来の姿であると考え

る。

また、コロナ禍により食料供給地としての秋田の必要性も再認識されたと考える。

国連では、２０１８年に「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」（小農の権利宣言）が圧

倒的多数の賛成票（１２１ヶ国）で採択されたとのことである。残念ながら、米英豪など８ヶ国が反対を

し、日本は棄権したそうである。日本は棄権したが、秋田はこの宣言をよく研究し、取り入れていくこと

が秋田の方向性を示していると考える。

１－７ 【由利本荘市・６０代】

外出自粛や出勤や移動の密をさける為、リモートの活動が急成長しています。高質な田舎を目ざし、一

極集中の弊害をなくす最大のチャンスだと思います。

リモートでの仕事が出来れば、秋田にいながら働く場が確保出来ます。また、地元の企業や個人のオン

ライン化に援助出来れば、災害などで確立されていた流通に問題がおきた時、直接消費者とつなげる糸口

がみつかるかもしれません。さらに人口減少により、もったいない空家が増えています。便利な都会は生

きにくい所でもあります。リモートを応援し、高質な田舎での子育てをアピールするのはどうでしょうか。

大企業の誘致、大規模公共事業ばかりに目を向けず、足元を固める時だと思います。一見経済の安定を

もたらしそうな大規模事業には救いようのない弊害が隠れている場合があります。きちんと検証し、秋田

に骨を埋める県民が安心できる社会にして下さい。

１－８ 【由利本荘市・６０代】

私は、首都圏から５年前に移ってきましたが、秋田県には東京をはじめとする都会が無くしてしまった

日本の良いところがまだたくさん残っています。特に皆が当たり前に思っている自然環境と景観は、全国

に誇るべきものだと思います。しかし、特に行政に携わっている人々が目先の課題に目を奪われて、この

ことに気付いていないように思えることが残念でたまりません。このままでは、中途半端な都会化の代償

として、これらの魅力をすべて失ってしまいます。もっと長いスパンで考えてほしいと思います。

秋田県は、やる気になれば生活のすべてを自給自足でやっていけるポテンシャルがあります。コロナの

時代、これは全国に誇れる利点です。世界に先駆けてこのことを実現することが秋田の魅力発信になると

信じています。

１－９ 【由利本荘市・６０代】

「高質な田舎・秋田」

高質な田舎には高質な自然が必要だと思う。現状はというと杉ばかりの里山、山を分断する林道、テト

ラポットだらけの海岸線・・・。本来は県全体が世界遺産になれるほどの恵まれた自然を持っているのに、

それを活かせないのは本当にもったいない。最近では風車が洋上にもできるという。これほどの大規模開

発の是非が県議会で取り上げられることがないのはなぜだろう。今一度じっくり秋田の存在意義を考えて

ほしい。
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テーマ２：新型コロナウイルス渦中における県内観光とインバウンドへの取組について 【３件】

２－１ 【横手市・６０代】

旅行は、人生の楽しみの一つです。

６０代の私は、介護や家庭の雑事はあるものの職業から解放され、足腰が元気なうちに旅をしたいとい

う思いがあります。

これまでは旅の予定を組むとき、一番の情報は旅行会社のチラシ、個人的な旅行で日程を調整するには

旅行会社さんに行ってプランを作ってもらっていました。

しかし、県南のＪＲ、ＪＴＢは次々と統合、閉店し、コールセンター、ネット予約の世界に変化してき

ています。

地元のバス会社さんのチラシは、申し込んでも人が集まらないから中止。

遠方の旅行には、前泊するか、秋田空港までの長距離を運転しなければなりません。

もちろん、今は遠方に行く気はないのですが、私たちより上の世代の旅需要を考えたら、これらの点が

クリアできたら、参加したいと思う人が増えると思います。

テーマのコロナ時代の県内観光ですが、旅プランを市町村単位で企画を出し、企画した地区が旅行を運

行する、旅には現地のおみやげが、もれなくついてくる。

大人の遠足、大人の修学旅行のプランはいかがですか？

子ども向けにも、体験型を中心に、クラス単位の遠足、県内での修学旅行を提案します。

申し込み発注は、旅行会社にマネージメントしてもらうのはどうでしょう。

１）地域に拠点があるバスなどが、旅の始まりから送りまで請け負う。

２）地域の食材、施設、地元の人材を使った運用。

３）地元の一押しの製品をお土産してピーアール。次の購入にもつながります。

４）現在県外に行けない小中学生さんに、クラス単位での遠足、修学旅行。

旅先はクラス単位で選び、事前に目的の地の学習をしてから行く。

帰ってきてからの旅の成果を学校で発表する。

５）名勝、名物のみにとらわれず、地域のストーリィ性のある旅プランを立てる。

例えば、秋田美人伝説（秋田市：秋田城、異国との交流）

（雄勝町：小野小町伝説）

（角館：佐竹家の美人持ち込み、関東 or京都説）
秋田人の祖先を語る（北秋田市：縄文人の土偶の美、マタギとアイヌ）

清衡の黄金ロード（美郷町：横手市）コロナが終息したら宮城を出発点とし、終着点

は岩手のツアーに。

６）評判のよかったプランは、コロナ後の県外者への旅行へ展開。

勝手な思いつきを色々、書いてみました。

県政を司る県議会の皆さま、支える職員の皆さま、コロナの大変な時代にご苦労様です。

内向きにならずに、コロナ後の地元秋田の復興につながるプランをよろしくお願いします。

一日も速いコロナからの復活、秋田と日本と世界、祈っております。

２－２ 【由利本荘市・７０代】

今号の表紙となっているような、海の夕陽の風景を残す事が、対策と考える。

県は現在、県の全沖に７００基とも言われる巨大な洋上風力発電事業の計画を立てており、実現する可

能性が高い。それは必ずや観光にとっては大打撃となる。鳥海山や男鹿半島などからの眺望をも妨げ、県

の観光資源の破壊になる。新しく作り出すことよりも従来の資源を維持することが大事ではないかと考え

る。

「その風景が好きである」との知事の答弁があった。例えそうだとして、風車の寿命は２０年足らずで

ある。その後の風景はどうなるのか。まずは洋上風力発電事業計画を中止させることが県議会の取り組み

と考える。

「高質な田舎」のために海を風車だらけにして「硬質な田舎」にすることをしてはならないと考える。
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２－３ 【由利本荘市・６０代】

３０年近い世界の資本主義（危険なグローバリズム、金、物、人、動く）は、武漢ウイルス（パンデミ

ック）により終り。インバウンドも終り。現実的な時代へかわる。

日本式君民一体経営にもどす時代に入った。

ナショナリズム、自国大切、国益ファーストしか生きのこれない時代に入った。（米国・オーストラリ

ア・カナダ・フランス・イギリス 目を覚ました国。）

移民で繁栄した国家無し。

［略］。
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テーマ３：新型コロナウイルス対策としての学校施設の設備について 【４件】

３－１ 【羽後町・４０代】

タブレットの取り扱いなど、ゲームに依存をしない線引きを学校側では指導をしてほしいです。

そのうえで、ＩＣＴを活用した授業方法を段階的に準備してはいかがでしょうか。

ゲームに依存する児童が多い中、早い段階でタブレットの適切な使用方法をＰＴＡなどで保護者側とも

意見交換を踏まえていくことが求められているのではないでしょうか。

３－２ 【不明（秋田県）・５０代】

第２波に備えたエアコン設置の必要性

心身を育てる大切な学校生活！コロナにより体の一部になったマスク！マスクを装着しているだけで

もストレスなのに、することで体温が上がり集中力が損なう。

また、友達と今までのようには遊べないストレスとマイナスのだらけの現状の中、温暖化に付け加えて

今一番に考えてやれる事は環境を整えてやる事かと思います。

是非 エアコンの設置を・・・・・。

３－３ 【秋田市・４０代】

秋田市金足の県立金足農業高校の全ての校舎の建て替えと改築工事をお願いしますとともに、秋田市山

王の県児童会館と生涯学習センターの２つの施設の建物の建て替えと改築工事をお願いします。

秋田市八橋の八橋運動公園内の県立体育館を現在の場所に建て替え工事をお願いしますとともに、秋田

市新屋の秋田県中央児童相談所と児童自立支援施設の千秋学園・秋田市立勝平小中学校千秋分校の校舎の

建て替え工事をお願いします。

３－４ 【由利本荘市・６０代】

片山さつき議員が

① 学校などの公共施設にウイルス対策で陰圧エアコン進めてましたよ。

② 今しか出ない補助金あるから、もらって対策へ。

①②調べて、早めに補助金国からもらう。

参考にユーチューブ見て下さい

高橋洋一先生、藤井聡先生、門田隆将さん、水間政憲さん、藤井厳喜さん



- 7 -

テーマ４：新型コロナウイルスの感染拡大を抑えながら、経済・社会活動を継続するために必要

なことについて【５件】

４－１ 【大館市・４０代】

現在はＣＦ利用で資金を集めることが主流になりつつあります。しかし、日常生活で簡単に秋田を活気

づけられるものはないか考えてみました。

大館市にある秋北バス様が運行している「ハチ公号」は利用者が多いです。

どこまで乗っても運賃が１６０円だからだと思います。この運賃を多少値上げし、値上げ分を落ち込ん

だ県内経済へ寄付することです。

秋北バス様の管轄ですので私の提案は失礼を承知の上でのことです。利用者様からの反発も起きるかと

存じます。

４－２ 【三種町・４０代】

政府のドタバタで分かるように、常に複数カードを用意することです。

悪いケースに備えるカードを常に手札に入れておくこと。それが出来る人間がいること。

これも知事にメールしましたかね。

今の秋田は県民で回す分には感染リスク低いと思います。オラは天邪鬼だがらマスクしてねすし。

関東がら来るのがおっかねすから、東北で協力せばいす。東北民限定クーポンどが。

まんず楽観さねで、いあんべに悲観しとげば、それよりかマシな結果なるがら。

オラは第二波ども思ってね。まだ第一波のＢメロ。サビはこっからだど思ってらす。天邪鬼だどもね。

個人的には第三次大戦でいかに勝つか、まで想定してらす。(笑)

これは行き過ぎだども、あらゆる可能性を想定して動いてこそ、頭のいい人だすべや。

４－３ 【由利本荘市・７０代】

感染拡大を心配されている昨今、高齢者、私含めてですが、その知らせは広報等に知らせる時、特に高

齢者の多い秋田県では留意してほしい事があります。

それは、カタカナ言葉が多すぎて、高齢者には理解しがたいのです。カタカナ言葉を（ ）づけで日本

語訳をつけて下さい。

経済活動活発化と感染予防のため、スマホ決済とか、カード決済、現金を介さない取引が求められてい

ますが、なかなか理解しがたいものです。高齢者には、そんな事のための教室とか、少人数で役所の中に

相談室なり相談員がいればいいですね。もっと積極的に思えば、相談員がお宅に伺うとか、いろんなやり

方があるのでは。高齢者も県民の一人として仲間入りする世の中であってほしいものですね。

コロナで世の中変わるのでしょうね。

どうせ変わるのなら、良きに変わりたいですね。くよくよ不安に思うより、このリスクを逆手にとり、

明るい未来、若い人に希望する時代に変化させるのが大人の知恵だと思います。議員に選ばれた方々の奮

起をおねがいします。

暑さの折、皆様方御自愛下されたく、おねがい申します。
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４－４ 【秋田市・４０代】

ＪＲ田沢湖線の秋田新幹線の新トンネルの早期の建設と早期完成、早期の使用をお願いしますとともに、

ＪＲ奥羽本線・羽越本線の高速化と新幹線化をお願いします。

地域高規格道路の国道４６号の盛岡秋田道路、国道１０５号の本荘大曲道路と大曲鷹巣道路の早期完成

と早期の全線開通をお願いしますとともに、国道と県道と市町村道の電線地中化と無電柱化、歩道に融雪

装置の設置と更新の工事をお願いします。

秋田市下北手の県営住宅松崎団地を含めて、老朽化した県営住宅の建て替え工事をお願いします。

河川の改修工事につきましては、大仙市大曲の福部内川と秋田市の新城川、太平川、旭川、草生津川、

由利本荘市の芋川（いもかわ）と三種町の三種川を含めて、県管理の河川の改修工事を工事をお願いしま

す。

秋田市の雄物川に架かる雄物新橋を新しい橋への掛けかえ工事をお願いしますとともに、管理の老朽化

しました橋の架け替えと改修工事をお願いします。

国道３４２号の東成瀬村から岩手一関間の国道３４２号線の冬期間の通行止めの解除と通年通行をお

願いしますとともに、県道の改良工事をお願いします。

警察（けいさつ）関係では、県警察本部第一庁舎の建て替え工事と老朽化した警察署の建て替えと改築

工事をお願いしますとともに、同じく老朽化した交番の建て替え工事をお願いします。

警察署の照明でＬＥＤ化されていない警察署の照明を全てＬＥＤ照明への改修をお願いします。

４－５ 【由利本荘市・６０代】

感染拡大おさえたいなら、

特段の事情で外国人入国禁止する。

４月３日以降も外国人陽性者毎日毎日入国させている国土交通省、厚労省、法務省、皆ぐるで。（［略］）

７月で入国させた陽性者（２７６名内外国人７９．１％）（入国させた外国人を国籍不明にした法務省）。

今年１月からの患者の７割ぐらい外国人（中国人を中心に）。武漢ウイルスでの１４日間かくりホテル

代病院費用全て日本人の血税で無料。海外から帰えって来た日本人は自宅もしくは自費ホテルで１４日間。

帰国者（外国人の為）相談やめてください。日本国民の為なら相談受け付けでいいでしょう。

政府は動かない。

武漢ウイルス予防（サーズコロナウイルス）、危機管理と感染学と口腔感染症学必要であります（ワク

チン危険）。

世界はＺＯＯＭ全面禁止（日本は経産省使用中）。

米国４月５日、台湾４月７日、Ｇｏｏｇｌｅ４月８日、政府機関ＺＯＯＭ禁止。

シンガポール・オーストラリア・イギリス・ドイツ・カナダなど、インドはＷｅｃｈａｔ使用停止。

中国人（他国で中国の為に何でもする）、第７条国家情報法、国防動員法あります。

安全な食品が大切。自給自足。

秋田の良質な食料１００％にして下さい。

２０２０.５.１２（火） 消費者庁表示対策課 公式

コロナによる供給不足回避のためであれば、食品表示違反の罰則出さない。とか、コロナで食品表

示ルールが変化、原料が輸入品でも国産表示可能。とか（日本国人欺いている）

２０２０.６.１５（月） コロナパンデミック後の失業状況 公式発表

失業者 ５９７万人

完全失業者 １８９万人

日本人が仕事無くしている中、特段の事情で外国人入国させ続けている。日本人の国益損ねてまで、

人道も人権も無い。自国へ帰えすこと。
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武漢ウイルス対策何もせず。人災

内閣府

令和２年１月２３日 総合科学技術研究開発に取り組む（イノベーション会議決定）とか？

令和２年２月 文科省では、（新しい生活様式を普及させる）とか？

米国ＣＳＩＳより報告書の言及５３ページ（公式文書）（インターネットから見れます）

［略］

ウイルス対策は台湾を参考にして下さい。

知ってください

２０１９.３.２５ 敵は中国

アメリカ連邦議会（ワシントンで発足した）危機管理委員会を設置（親中派無し）

Committee on the present：China

トルーマン政権 １９５０年

レーガン政権 １９７０年

ブッシュ政権 ２００４年 反テロ

トランプ政権 ２０１９年 中国

（敵は中国）

学生ビザ、交流ビザの中国人全員産業スパイである。米国、オーストラリアでもレポートで決定付

けている。（金と人と物を使用し全世界を赤くそめる中国）


