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１．開会 

司会（北秋田市総合政策課長） 

 それではこれより、第２回平成３０年度市長と語ろう！タウンミーティングを開会いたします。 

 本日の進行を努めます総合政策課の三沢と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 はじめに、津谷市長から皆さんにあいさつがあります。 

２．市長あいさつ 

市長 

 皆さんこんにちは。市長の津谷です。 

年末の何かとお忙しい中、「市長と語ろう！タウンミーティング」にご参加いただき、ありがとうござ

います。 

特に高校生の皆さんは、冬休みに入ったとはいえ、部活や学校活動などでいろんな行事があったと思

いますが、こうやって皆さんが参加してくれたことを本当に嬉しく思っております。心から歓迎いたし

ます。 

 先月２４日に行われた１回目のタウンミーティングでは、子育ての真最中のお父さんとお母さんたち

に来てもらい、「北秋田市の子育て施策」に対して日頃感じていること等の様々なご意見をいただき、今

後の子育ての施策に反映していきたいと思っているところです。 

 今日は生まれも育ちも北秋田市ご出身の１０人に来ていただいたわけですが、日頃感じていること、

北秋田市に対して思っていることや将来の仕事について北秋田市に望んでいること、法律が変わって 

１８歳から参政権が与えられることに対する考え方、成人年齢が引き下がることについてどう考えてい

るのかなどを聞かせていただきたいと思っていますし、とにかく肝心なのは、皆さんが北秋田市に暮ら

してみて、また通学の関係で北秋田市以外の高校と比較してみたりして、友達と話したりしてみて、自

分が日頃思っていることを教えてもらえれば、大変有難いと思っています。 

 私も皆さんと年齢が離れてしまっているので、北秋田市として行政として、高校生がこんなことをす

ると喜んでもらえるのかなあ、ためになっているのではないかなどと大人の目線で施策を考えていると

ころがあります。皆さんから様々なご意見をいただくことによって、皆さん達だけでなく、皆さんの次

の世代に続く方々へ有益な施策が展開できるのではと思っています。 

 １つの例として、今日の会場のコムコムが出来た時には、皆さんの先輩である当時の高校生にいろん

なご意見をいただき、フリースペースや勉強スペースが出来たりしました。そういった意見を出してい

ただくことでいろんな施策に展開していけると思っています。 
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 今日は皆さんが緊張しているということで、皆さんに年齢が近い武田昌大さんにコーディネーターを

お願いいたしました。武田さんは北秋田市出身で、全国を舞台に様々な活動をされている方です。 

 いろんな方々と接していて、面白い考え方をお持ちの方なので、有意義なコーディネーター役だと思

っていますのでよろしくお願いします。 

 今日は、気楽に厳しいお話でも結構ですので、いろんな意味で北秋田市について、自分たちの未来に

ついて語っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

３．コーディネーター紹介 

司会 

 ありがとうございました。 

  ～武田さん紹介（略）～ 

 それでは、これからの先は武田さんに進行をお任せいたしますのでよろしくお願いします。 

武田さん 

 皆さんこんにちは。武田と申します。 

 それではこれから会の進行をしていきたいと思います。 

 僕は、東京と秋田を行ったり来たりして、３つの仕事をしながら秋田を元気にしたいと思って働いて

います。 

 元々鷹巣生まれで、鷹小・鷹中・大館鳳鳴高校理数科にいました。小さい頃は都会に出て、面白い仕

事がしたいと思っていましたが、なかなか地元では叶えられないと当時の自分は思っていたので、都会

に出たいということで立命館大学に進学して、その後東京に出て、スクウェア・エニックスというゲー

ム会社に入ってゲームを作る仕事をしていました。都会に出て夢を叶える事は出来たわけですが、反対

に地元に戻ってくると、街が寂しく感じたりして、何か地元を元気にしたいと思って、２５才から地域

に携わるようなことを始めました。 

 だから今の皆さんは、外に出たいとか地元への不満もあると思いますが、外に出て初めて地元の魅力

に気づくと思うので、嫌いだ・出たいという想いだけではなく、いつか戻って来てこの街で面白いこと

をやって欲しいと思いますので、今日は不満も半分、希望も半分のお話が聞ければいいなあと思ってい

ますのでよろしくお願いします。 

 それでは、トークディスカッションに入る前に、高校生の皆さんに自己紹介をしてもらいたいと思い

ます。 

 単に自己紹介でもいいのですが、せっかくですので、今年を漢字一文字に例えての自己紹介をしても
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らいたいと思います。 

 では、安井陽菜さんから時計回りで自己紹介をお願いします。 

４．高校生自己紹介スピーチ 

安井さん 

 大館鳳鳴高校の安井陽菜です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、「激」しいという漢字です。 

 理由は、一年間いろいろ部活（硬式テニス部）などで忙しかったのでこの漢字にしました。 

羽澤さん 

 秋田北鷹高校の羽澤海斗です。よろしくお願いします。 

 今年一年を振り返ってみて、「忙」しいという漢字にしました。 

 去年一年間、生徒会活動をしてきて今年も生徒会だったのですが、いろんな行事をしてきて、本当に

勉強などとの両立で色々忙しかったのでこの漢字にしました。 

藤本さん 

 秋田北鷹高校の藤本巽です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字は、「勝」です。 

 理由は、クラブの大会で県予選一位を取って、全国大会でも優秀賞を取ることが出来たからです。 

藤嶋さん 

 能代高校の藤嶋来です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、「喜」ぶです。 

 今年一年で一番大きかった出来事は、部活で先輩たちの代で全国に出ることが出来たので嬉しかった

です。 

森川さん 

 秋田北鷹高校の森川尊です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、成長の「成」です。 

 理由は生徒会選挙に出たり、副委員長になったりと自分から挑戦することが増えて、この一年でとて

も大きく成長出来たと思ったからです。今日は一日よろしくお願いします。 

三浦さん 

 秋田北鷹高校の三浦陽奈です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、「挑」むという字です。 
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 理由は、もともとクロスカントリースキー部に入っていたのですが、怪我で引退してから生徒会長に

なったので、いろいろ新しいことに挑戦しているからです。 

川村さん 

 能代高校の川村晏生です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、充実の「充」です。 

今年から自分を取り巻く環境が変わって大変だった事が多かったのですが、新しい人との出会いがあっ

て、充実した時間を過ごすことが出来たからです。 

金さん 

 秋田北鷹高校の金夏織です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、突破するの「突」です。 

 部活でフェンシングを高校から始めて、フェンシングでは突くことが大事ですし、二年生という学年

は色々なことに挑戦し、それを突破しなければいけない学年でもあったのでこの漢字にしました。 

成田さん 

 大館鳳鳴高校の成田悠人です。よろしくお願いします。 

 今年を漢字一文字で表すと、「試」みるという漢字です。 

 理由は、理数科の研究だったり、物理部での新しい実験や新しい試みや考える事に必死だった一年で

した。 

菅原さん 

 秋田北鷹高校の菅原美咲です。 

 今年を漢字一文字で表すと、緊張の「緊」です。 

 何かあるごとに緊張しているし、今も緊張しているからです。緊張に負けないで、今日は色々話して

いきたいと思います。よろしくお願いします。 

武田さん 

 皆さん、ありがとうございます。皆さんポジティブなワードですね。ちなみに市長は漢字一文字で表

すと何ですか。 

市長 

 皆さんの話を聞いて驚きました。 

 短時間でこうやって今年を振り返れる事はすごい事だと思います。 

 この時期になりますと、私も色々な事を考えます。漢字一文字を何て表そうかと、あんまりありすぎ

てまいってしまいますが、今年一年を漢字で表すと、おそらく「進」むという字になる感じがします。 
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 いろんな意味でインフラが整って進んでまいりました。反省しなければいけない部分もいっぱいある

のですが、それにめげずに進んでいこうという事でこの漢字にしました。 

５．「北秋田市に住んでいて思うこと」 

武田さん 

 ありがとうございます。 

 皆さんポジィティブなワードが揃っていいと思います。ぜひこの調子でざっくばらんに元気に進めて

いきたいと思います。 

 では、トークディスカッションに入ります。 

  ～ディスカッションの進め方の説明（略）～ 

 一つ目のテーマは、「北秋田市に住んでいて思うこと」とします。 

 それでは、高校生の皆さんから一人ずつ発表してもらいます。 

 はじめに、菅原さんから反時計回りでお願いします。 

菅原さん 

 北秋田市に住んでいて、地域の人々がいつも挨拶をしてくれるので、みんながやさしいと感じます。 

 また、ニュースとかで殺人事件があって騒がしいけど、北秋田市はそういう事も無いので平和だと思

います。 

 キティちゃんと友好関係を結んでいて、あちこちにキティちゃんのものがありますが、私は個人的に

は、賑やかにするのはいいのですが、前の機関車公園が好きだったので、そこまでキティちゃんにしな

くてもいいと思います。 

成田さん 

 北秋田市に住んでいて、商店街のシャッター街がとても目立つと思います。何かに活用できるのでは

ないかと考えました。僕の弟が通う中学校や妹が通う小学校が統合などで廃校になると決まっています。  

 今後は、廃校となった学校を何かに活用できるのではないかと考えています。 

 調べたところ、他県では廃校となった学校の体育館をアスレチックに改修して賑わっているところも

あるらしいです。 

金さん 

 北秋田市に住んでいて思う事は、最近では商店街のアーケードが工事され、きれいになって歩きやす

くなったのですが、商店街がどんどんシャッターが多くなったりして人が少なくなっているのが寂しい

と思います。ゆるきゃらやハローキティの活用の仕方をもうちょっと考えると、子どもたちにも人気の
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あるもっと賑やかな北秋田市になると考えました。 

川村さん 

 電車通学をしていて思う事があるのですが、市内循環バスを運行してくれていると思うのですが、運

行時間が短くて、交通の便が悪いと思います。 

 駅周辺だと歩道が広くてかなり安全で歩きやすいのですが、市街地から離れると歩道がかなり狭く、

冬だと雪があるので歩行者にとってはかなり危ないと思います。 

 ハローキティなどを最近使っていると思いますが、従来からある「ないりっくん」や「いせどうくん」

など、北秋田市の特徴を押し出していけるところももっとあると思うので、そういうキャラクターも使

いながらアピールしていけばいいと思います。 

三浦さん 

 北秋田市に住んでいて、年齢層が高くて人口が少ないのですが、挨拶を周りの人がしてくれるので、

地域との関わりが深いと思います。クマがたくさん出るのでどうにかならないかなと思います。 

森川さん 

 北秋田市に住んでいて思う事は、高齢者の割合が多いけれど、北秋田市内の若い人達が少ないという

のが一番の印象です。少ないからこそ地域の人との交流が深まることはあるのですが、商店街のシャッ

ターが閉じているところが年々増えていっていると感じるので、そこをうまく使えばもっと活発になる

と思いました。 

藤嶋さん 

 北秋田市について思う事は、駅前のシャッター街が目立つ事と、内陸線の利用者が少ない事です。た

まに線路の上を走る内陸線を見るのですが、乗っている人が少ないと思う事があります。 

 あと、クマの出没が多い事と、学校の統合や廃校と店の品揃えが少ない事です。欲しいものがあれば

地元で手に入ればいいのですが、やっぱり地元では品揃えが少ないと思うので、大館や能代に買いに行

ったりするのでそこを充実させたらいいと思います。 

藤本さん 

 北秋田市に住んでいて思う事は、若い人が住んでいる家が少ないと思います。 

 農業について、耕作放棄地が多く見られるので、そこを他の事に活かせないかなと思います。 

羽澤さん 

 北秋田市に住んで思う事は、人柄が良い人が多いので、挨拶をしたら返してくれる人がたくさんいる

という事と、人口が減っていて限界集落が増加しているのが心配だという事と、電車の本数が少ないと

いう事です。 
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 シャッター街のところをもっと有効に活用して欲しいという事と、電車のある公園の十字路のところ

の歩道を前に工事していたと思いますが、工事が終わって少し経った後に、歩道に空気が入りぶよぶよ

した感じになっていてまた工事をしていたので、最初からきちんとして欲しいと思いました。 

安井さん 

 北秋田市に住んでいて思う事は、遊べる施設がとても少ないと思います。 

 大館の友達と遊ぶ時だけではなく、鷹巣の子同士で遊ぶ時も、遊ぶ拠点が鷹巣では無くて、大館に電

車で行ったり、秋田市に行ったりしています。鷹巣の子達が鷹巣で遊ぶといった事もあまりしないくら

い遊べる施設が少ないと感じています。 

 また、友達に聞いたらクマが恐いという意見がでました。 

 何をするにしても、北秋田市外に行かなくては行けない事が多いと感じています。 

 あとは、活気が無いと思います。大館と鷹巣の街を比べると、大館は夜もたくさん車が行き交ってい

るイメージがありますが、逆に鷹巣の商店街だと夜になると電車の迎えの車しかあまり見ないので、も

う少し活気があったらいいのではないかと思います。 

武田さん 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の発表を受けまして、市長から発言をお願いします。 

市長 

 ありがとうございます。 

 それぞれ貴重なご指摘をいただいていて、全くその通りだと思います。 

 それをどうやって解決していくのかが大きな課題でして、中心市街地にどうやって賑わいを出すのか

という問題、シャッター街が多いという問題は、行政が出来る範囲は限られていますが、できるだけ持

ち主の方に何とか頑張って店を開けてみようという気持ちを持っていただきたいと思っています。 

 以前、北鷹高校の協力をいただきながら、シャッターが閉まっている店を開けてもらって、そこで高

校生が物を売るというチャレンジショップ的なものもやりましたが、例えば持ち主が市内にいなかった

り、自分の代で店をやめてしまったりというお店側のそれぞれの事情もあり、我々としては、単に固定

資産税を払っているよりは、店を開けて家賃をもらった方がいいと思うのですが、なかなかそこまで至

っていない状態です。 

 今、市商工会の皆さんが商店街の空き店舗や家屋の調査をしていて、何とかそこに入ってもらえない

かという事をしておりますので、そういうところに対して、行政として例えば家賃の補助などもありま

すので、そういう事をやっていきたいと思っています。 
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 キティちゃんについては、決してあれで賑わいを出そうというつもりはなくて、皆さんよりもさらに

年代の若い小さなお子さんたちが、できるだけ街中からテーマパークとかに行かなくても、人気キャラ

クターと接する場所があればなあという事、さらに北秋田市を外にＰＲする意味で進めているものです。 

 ただ、いろんな方々からのご指摘もあるので、もしやってみてダメなものは変えていかなくてはいけ

ないと思っています。 

 「ないりっくん」や「いせどうくん」や、旧阿仁町も「かけるくん」という人気漫画の主人公が、今

マタギブームもあり復活してきているので、北秋田ならではのマタギの格好をしたキティちゃんとのコ

ラボもいいのかなあと思っています。 

 ただ、キャラクターで街をどうにかするのが最終目的ではありませんので、皆さんで和んでもらえる

ようにしていきたいと思っています。 

 児童公園の歩道の工事については、完成したと思っていたものが、実は工事がしっかりなされていな

かったものでやり直しをさせました。 

 これは瑕疵担保責任といって、工事が終わった後にダメだった場合はやり直しをさせる事が出来ます。

これは業者の責任において、市がお金を出すのではなく直させたものです。誤解をしている市民もいる

ようですので、もし誰かに聞かれたら、市がお金を出したのではなく、業者に責任を取らせたものであ

るという事を理解して欲しいと思います。 

 クマの問題ですが、できるだけ人的だけではなくて、農作物の被害に遭わないように北秋田市として

も頑張っていきたいと思っています。 

 皆さんからご指摘をいただいた事は、全て北秋田市の課題でありますので、それを一つひとつ解決し

ていかなければならないと思っています。 

 皆さんが気づいてくれる事は、大変心強いと思っております。 

武田さん 

 僕からも皆さんに聞いてみたい事があります。 

 北秋田市に住んでいて思う事に対する皆さんの答えがほぼマイナス点だという事にはびっくりしま

したが、良い点として、人柄や挨拶を返してくれる人の良さというのを皆さん感じていると思いますが、

僕も鷹巣に住んでいて、こういった環境はとても素敵な街だなと思っていますが、やはり課題を色々抱

えていることが分かりました。 

 そもそも高校生はキティちゃんを好きなんですか？ 

 （手上げさせたら好きと手を上げた高校生は２名） 
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 好きなポイントはなんですか？ 

高校生の発言（●は高校生からの発言、以下同じ） 

 かわいいからです。 

 キティのふるさと大使の就任式に行った。サンリオが好きだったので、友達とキティに会いにいっ

て握手してもらいました。 

 いろんなところでコラボしているので、言葉は悪いが仕事を選ばないのだと思います。 

 否定ではないが肯定でもない。別にやってもいいけど、はっきり言ってキティでなくてもいいと思

います。（自分は）リラックマが好きです。 

 キティが嫌いではないが、そもそもあまりキャラクターに興味が無い。普通にシンプルな物が良く

て、キャラクターものは買わないです。 

武田さん 

 地元の既存のキャラクターはどう思いますか？ 

 バタもっちは伸びるのが面白いと思います。 

武田さん 

 キティちゃんは海外の方はとても大好きで、商品もとても売れています。北秋田市には海外から観光

客が来ていますが？ 

市長 

 台湾を中心にインバウンドが増えてきています。 

 日本は、地方も含めて、今まで人が来なかった観光地域以外の所にも、観光客を呼び込もうとしてい

ます。 

 だからといって、キャラクターがあれば観光客が来るわけではありませんが、キティは台湾を中心に

海外の観光客に人気があるので、そういうことも含めてハローキティで北秋田市を売り出そうという戦

略の一つです。 

 北秋田市には、「バタもっち」「ないりっくん」「かけるくん」「いせどうくん」もあり、市内だけでキ

ャラクターコンテストができるくらいで、あまりありすぎてもダメですが、それぞれの特徴の活かし方

があると思っています。 

武田さん 

 肯定でも否定でもなく、どちらかといえば肯定という気がするのですが、来てくれた人が買って帰れ

る物がないと思っています。 

 せっかくコラボしているのであれば、これからの戦略としては、外から来た人が買って帰れるものと
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してグッズを販売していく事だと思います。秋田市だとキティの金萬がありますが、こういったものが

北秋田市でもできればいいと思います。 

市長 

 内陸線の阿仁合駅のこぐま亭では、昔は馬肉ラーメンなどしかなかったのですが、今は洒落たレスト

ランとカフェになっていて、馬肉シチューなどでたくさんのお客さんが来てくれていますが、そこでハ

ローキティのラテなども出しています。注文すると、期間限定だけどもコースター等を出して、それを

目当てに来てくれる人もいて賑わいができています。 

 買えるものとしては、缶バッジしかありませんが、ハローキティの北秋田市独自のマタギバージョン

がありますので、販売できるものがあればぜひ揃えていきたいと思いますし、それが地元にお金が落ち

るような方策を目指さないといけないと思っていますので、ぜひ地元の業者にやっていただきたいとい

う話をしているところです。 

 ちなみに、ハローキティの大使就任式の日の夜に、大館市の人からグッズが無いかと聞かれました。

グッズを欲しがる人がいるという事は身にしみて感じています。 

武田さん 

 キティを、今後はグッズ展開をしながら、地元にお金が落ちるようにするというのが良いと思います

し、それだけではなく、これまでのキャラクターたちとかを地元の人々に愛される伝え方というのがこ

れから必要だと思います。 

 中心市街地の話も聞いてみたいと思います。 

 商店街でこういったものがあれば良いという希望があれば教えてください。 

市長 

 北秋田市に無くて大館に遊びに行くとの事ですが、どういった遊びがあるのかも教えてもらえればと

思います。 

 カラオケに行く事が多いです。 

 最近、大館は喫茶店が多くて、駅の周りにいろんなカフェがあるので、そこで友達とおしゃべりを

しています。 

 ゲームセンターでも遊びます。 

 一番学校帰りにみんなで行くのはカラオケです。学校帰りや打ち上げなどで行ったりします。 

武田さん 

 鷹巣にもカラオケはあると思いますが、どうして行かないのでしょうか？ 

 曲が少ない。大館のカラオケは新しい曲がすぐ入るし、リモコンなども新しい感じがしますが、鷹
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巣のものは一昔前の感じがします。 

武田さん 

 ゲームセンターはどうですか？ 

 そもそもゲームセンターにはあまり行かないです。休みの日は、秋田に行って映画を見て、帰りに

スタバに寄ったりします。 

武田さん 

 それ以外はどうですか？ 

 秋田に行く時に、アニメイトに行ってアニメのグッズを買ったり、大館のマクドナルドは安いので、

高校生の財布にも優しい値段の食べ物が食べられるところがあればいいと思います。 

市長 

 とても面白いと思います。 

 仮に北秋田市に曲数がたくさんあるカラオケ店があれば行きますか？ 

 行きます。 

 高校生は普段の学校との往復だけでなく、休みの日に友達とどっかに行って、なんか一緒にやろうと

いう時に使うのが今のような場所だと思いますが、そういった場所が北秋田市には不足していると思い

ます。 

６．「どんな仕事をしたいか、仕事に何を求めるか」 

武田さん 

 次に二つ目のテーマ「どんな仕事をしたいか、仕事に何を求めるか」をテーマにします。 

 「挑」むという漢字を選んでくれた三浦さんから時計回りにお願いします。 

三浦さん 

 私は、将来は病院で働きたいと思っています。 

 具体的には、放射線技師になりたいと思っています。 

 これまで何度も怪我をして支えられてきたので、これからは他の人の役に立てるようになりたいと思

います。 

川村さん 

 私は、具体的にはまだ決まっていませんが、人と関わってモノを作る仕事をしたいと思っています。  

 買い物する人などが、働いている人と関わってニコニコしながら帰っていくのを良く見るので、自分

も相手をニコニコさせられるような仕事をしたいと思います。 
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金さん 

 私は、少子高齢化でお年寄りが増えてきて、誰にでも必要な仕事という事で、栄養士など身近に人と

関わっていけて、元気に暮らしていけるような街を作るような仕事をしたいと思っています。 

 栄養士などでは人との距離が近いので、会話をしたりして、地域に貢献できるような仕事をしていき

たいと思っています。 

成田さん 

 僕は、将来医療系の職に就きたいと思っています。 

 具体的には現在、医者を目指して勉強しています。 

 高齢化社会の進行に伴って、病院や看護施設の充実が必要だと思うし、医者を求めている人のために

なると思うからです。 

菅原さん 

 私は、部下と上司との間や、利用してくれる人など、皆とコミュニケーションが上手に取れる仕事に

就きたいと思います。 

 今、過労死とかパワハラが問題となっているので、大変過ぎない事ややりがいのある事や安定さも必

要だと思っています。 

安井さん 

 私は、今まだ具体的にどういった仕事をしたいのかを悩んでいる最中ですけれど、その中でも将来秋

田に戻ってこられるような仕事がいいと思いながら将来について考えている途中です。 

 仕事をやる上で、やっぱりやりがいのある仕事だったり、さっき北秋田市に住んでいて思うことで出

てきたような問題点を解決できるように、地域に貢献できたらいいと考えています。 

羽澤さん 

 僕は、将来は美容師になりたいと考えていて、それに楽しい雰囲気のある場所ややりがいとか、閉鎖

的ではなく開放的であればいいなあと思っています。 

 僕が知っている限り、北秋田市では美容室は２件で、後は全て理容室なので、もう少し美容室が増え

た方が若い人に喜んでもらえると思っています。 

藤本さん 

 僕は、自分の趣味である仕事に就きたいと思っています。 

 まだ悩んでいますが、第一に農家と趣味である釣りに関係のある仕事に就きたいと思っています。 

藤嶋さん 

 僕は将来、医療関係の仕事、人命救助に関わる仕事に就きたいと思っています。 
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 たまにテレビなどで、交通事故に遭った人を救う番組を見ていて、とてもかっこいいと思うし、小さ

い頃から「海猿」などを見ていて、自分の命を懸けてまで助ける姿がとてもかっこいいと思いました。 

森川さん 

 僕は、将来理学療法士になりたいと思っています。 

 理由は、親が介護士なので、その姿を見て他の人のためになる仕事だったり、地域を支える仕事とし

て、その仕事が自分にとってやりがいを持てるものだと思ったからです。 

武田さん 

 ありがとうございます。今のお話を受けて市長からお願いします。 

市長 

 皆さんの話を聞いて嬉しいと思ったのは、誰一人、自分だけのためとか、所得のためとかではなくて、

人との関わりや人命など周りの方を慮っている仕事に就きたいとして、はっきりとしていないとしなが

らも、明確な希望を言えるという事はすごいと思います。 

 それを達成するためには、これから皆さんがどういう方向・勉強をしなければいけないというのがい

ろいろあると思いますが、今からはっきりと明確な目的があるとすれば必ず道は開けると思います。 

 ぜひ自分の目的が実現できるように、希望を叶えられるように頑張っていただきたいと思いますし、

我々行政がどういった手助けができるのかを含めて、とても勉強になりました。 

 ありがとうございます。 

武田さん 

 将来、北秋田市に戻って来たい人って何人いますか？ 

 （８人が挙手） 

 皆さんが仕事を決めていく時は、近い大人の仕事など何かで仕事を見て決める事が多いと思いますが、

今日は傍聴席にいろんな大人がいますので、こんな仕事をしているという事を、コンドウダイスケさん

にお話してもらいたいと思います。 

コンドウダイスケさん 

 こんにちは。カメラマンをしていますコンドウダイスケといいます。 

 北秋田市を拠点に、県内外の企業や自治体の広告用の写真を手がけています。 

 大学卒業後に広告代理店を経て写真の道に進み、25歳に北秋田市に戻ってきて、大館の写真スタジオ

で働き、30歳で独立して現在５年目になります。 

 北秋田市で仕事をする事については、皆さんは電車移動なので意識することが無いと思いますが、車

を使うようになると、意外といろんなところにアクセスがいいと思います。遠い遠いと言いますが、県
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南・青森・岩手など全ての場所が程好い遠さで行けます。例えば、ここを拠点にして東北全体をエリア

にした仕事を探す・作るというのもアリなのかと思います。 

 カメラマンで広告関係の仕事というのは、秋田県、特に県北ではほとんど無く、珍しいところがあっ

たので、ライバルがいなくて良かったところもあるし、都市部でやるよりも余計に自由にクリエイティ

ブな事ができると思っています。 

 特に美容関係についても、逆にこういうところだからこそ、思いっきり面白い事ができると思ってい

ます。 

長谷川さん 

 長谷川と申します。７年前に神奈川県から帰ってきました。 

 神奈川にいる時は今と全く違う仕事をしていて、アパレル関係の仕事に就いていましたが、アパレル

の広告を良く目にするようになり、広告を作る側になりたいと思うようになって独学で勉強しました。 

 東日本大震災があり、将来子育てをするなら地元で子育てをしたいと思うようになり、自然がいっぱ

いあるところでのびのび育って欲しいという思いがあったので地元に帰ってくる決意をしました。 

 帰ってくる時に、自分のやりたい仕事が無いと思っていたのですが、ちょうど農作業着をプロデュー

スする仕事がありまして、その中で地域のキーマンとたくさん会う機会があり、自分がどう生きて行き

たいのか勉強させてもらいました。現在は編集の会社でデザインなどをしています。 

 秋田はアピール下手と言われていますが、それを打破するために、自分なりに都会や海外の人に届く

ようなデザインをして、秋田をアピールしていきたいと思って仕事をしています。 

 自分達の子どもが、北秋田市でのびのびと育って、地元に帰って来たいと思えるような仕事を、私も

作るお手伝いができればと思って日々生活をしています。 

武田さん 

 ありがとうございました。 

 近くの大人の話を聞く事はすごい大事だと思います。 

 家族や街の中だけではなく、北秋田市にはまだまだ若くても色々仕事を起こしながら頑張っている方

（ＫＩＴＡＫＩＴＡ、ＨＯＬＴ、ＤＥＬＴＡ等）がいますので、そういったところに行きながら大人の

姿を見る事はいいと思います。 

 皆さんの今の夢とは別ですが、これからは新しい仕事がどんどんできてくる時代だと思っています。

今の小学生の８割が既存の仕事ではない新しい仕事に就くと言われています。これからテクノロジー等

のＩＴ化が進むことで、１０年前には無かったような仕事がどんどん出来てくると思うので、この北秋

田市で新しい仕事を起こすのか作って行くのかは分かりませんが、これから先の未来はとても可能性が



15 

 

あると思います。 

 僕も東京との行き来をするのに、この空港のある街はとても便利で、東京まで約１時間で行くことが

できるので、地方にいるから出来ないという事はなく、あらゆるところに行きながらここに住みながら

子育てをしながら暮らすという働き方が、これからどんどん出来てくると思うので、皆さんもその事を

ちょっと視野に入れていきながら、外に出て行くのでもいいし、地元の企業で就職するのもいいですの

で、ぜひ未来に希望を持ちながらこの北秋田で働いていただければ嬉しいなと思います。 

市長 

 我々の年代になると、親がやっているのでこの仕事をするとか、この仕事についてしまったから一生

続けていかなければならないというような固定概念がありますが、皆さんはどんどん殻を破っていける

方々ですし、今まで気がつかなかった部分で伸びる部分の仕事もありますので、どんどん伸ばしていか

なければいけないと思います。ただリスクをどう背負っていくのか。例えばお金がかかるし、起業する

にしても失敗したら大変だと言う思いもあると思いますが、今は昔と違ってそういう方々にも金融機関

も貸し出しをしてくれますし、行政としても後押しをする事ができるので、どんどん活用してもらえれ

ばと思います。一つの事に捉われずにやれるという事は若い人の特権だと思いますので、ぜひ頑張って

欲しいと思います。 

武田さん 

 地域のために何かしたいという最初のステップとして「地域おこし協力隊」というのがあります。 

 北秋田市にも地域おこし協力隊がおりますので、そのお話をお願いします。 

米倉さん 

 北秋田市の地域おこし協力隊で、移住のコーディネーターをしている米倉と申します。 

 私は米内沢の出身で、高校卒業後に宇都宮に行き、東京に出て総合商社のシステム関係を１０数年や

り、その後監査法人でシステムや内部統制のような仕事をしておりました。 

 秋田や北秋田は元気が無いと思っていたところに、ちょうど北秋田市の地域おこし協力隊の募集があ

ったので応募をして、昨年の春にこちらに来ました。 

 今は首都圏や県外から北秋田市に移住したいという人をサポートしています。 

 ここに戻ってきて自分がやりたい事は、北秋田できちんと雇用を創出できる会社や企業を作りたいと

思っているので、残り１年ちょっとの任期の間にそういう活動をしていきたいと思っています。 

 今回は高校生の方とのタウンミーティングですが、それ以外にコムコムを利用して「雑談カフェ」を

先月から始めています。もっとざっくばらんに大人と話して語らい、雑談ができる場所としてやってい

て、１月以降もやっていますのでぜひ参加していただければと思いますのでよろしくお願いします。 
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武田さん 

 地域おこし協力隊といって、いきなり地元に戻ってきていきなり働くのではなく、戻ってきながら、

市の仕事をしながら、２年から３年を自分のやりたい事や市の活性化に向けて働くという事ができると

いう制度もあるので、いきなり移住していきなり起業するよりはそういった制度を使いながら、街の事

を見ながらなど、色々な関わりあい方ができると思いますので、もう少し働くという事に対して広い世

界観をもって、自分は何をやりたいのかと言う部分を軸にもってもらえればこれから先の未来はどこに

いてもやりたい事ができるのではないかと思います。 

 ぜひ戻ってきて僕らで一緒に楽しい街づくりができればと思っております。 

７．「１８歳になって思うこと」 

 では次のテーマを「１８歳になって思うこと」にします。 

 それでは、喜ぶという漢字を選んでくれた藤嶋くんからお願いします。 

藤嶋さん 

 １８歳になって思う事は、公職選挙法改正で選挙権年齢が１８歳に引き下げられるらしいので、より

多くの国民の意思が反映されると思います。年配者と自分たちの世代では考えている事が違うので、こ

れまでとは違った政治になる可能性もあると思うし、今でも政治の間では不祥事とかがあるので無くな

って欲しいと思います。 

 成人式が２０歳から１８歳になるニュースを自分は知らなかったのでびっくりしています。中学を卒

業してから会っていない友人もたくさんいるので、楽しみにしていたいと思います。 

森川さん 

 １８歳になって思う事は、選挙する際に今までよりも若者の意見は取り入れられると思いますが、高

齢者の割合が多い地域がだんだん増えてきているので、若い人の意見が反映されない事によって、地域

の高齢化などがどんどん進んでいって、若者が出て行ってしまうのではないかと思います。 

三浦さん 

 私は、選挙ができるようになるのですが、選挙者の公約があまりよく分からないので投票しにくいと

思いました。消費者問題などが起きても、大学などにいった人は親のお金で生きていかないといけない

ので、そういったところを考えたほうがいいと思いました。 

川村さん 

 今まで大人の話だと思っていた選挙が、自分たちが次やる順番になると思うと、できるのかなという

不安もあるし、小さい頃に親と一緒に行って見た投票所の雰囲気が会場に入りづらいなあと思うところ
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がありました。選挙の事なので簡単に変えられないと思うのですが、小さいところからちょっとでも変

えていけたら若い人達も自分達から積極的に投票に行くのではないかと思いました 

金さん 

 高校生の内に１８歳になった人と、まだ１７歳の人に分かれて、クラスの半分が選挙権を持っている

けど、半分の生徒が選挙権を持っていなかったりなど、投票権などがばらばらなのが、選挙するにもま

だ子どもなのになあと思ったりする事があります。 

 また、選挙の仕組みがまだ分からないまま、社会のしくみが分からないままに適当に選挙したり、投

票しなかったりなど、無駄になってしまう票も多くなってくると思うので、もう少し分かりやすく説明

したりなど、身近に選挙を感じられるようにして欲しいと思いました。 

成田さん 

 自分は政治や選挙に関してあまり考えたことが無かったので、知識がとても少ないため、投票を行う

こと自体に対してとても不安があります 

 誰を選んだら良いのか、誰がどのようなことを行おうとしているのかという公約等も全然知らないの

でとても不安を感じます。若者向けに分かりやすく伝える事も必要だと思います。 

菅原さん 

 １８歳で選挙権を得ることはできるものの、自覚とか責任は１８歳ではなかなか簡単に持てるもので

はないと思います。 

 また、成人式をやるタイミングが、１年を通して大学受験・就職等でとても忙しい人がほとんどだと

思うので、いいタイミングが無いと思います。 

安井さん 

 若い人の意見を取り入れようとする動きはいいと思うのですが、正直言って誰に投票したらいいのか

分からないというのと、そもそも政策とかの情報をどうやって入手しているのかも知らないです。投票

する側が調べればいいとは思うのですが、自分みたいに考えている人もいると思います。 

 高校をまだ卒業していないのに、成人だと呼ばれても実感がわかないと思います。 

羽澤さん 

 本格的に社会に溶け込んでいかなくてはいけないと思います。 

 秋田の問題についても、もっと向き合っていかなくてはいけないと思います。 

 １８歳で成人になることは、全ての行動や選択が自己責任となるのでしっかり考えていかないといけ

ないという事と、世界で見ると９割ぐらいが１８歳以上での成人なので、世界的に考えると日本は遅い

と思うので、そういうところも心配だと考えました。 
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藤本さん 

 公約などが一人ひとりに興味を持たせるものが無いので、あまり選挙に行く人が少ないと思うので、

公約に興味のあるものを入れると選挙をする人が増えると思います。 

武田さん 

 選挙とか成人式とか少し難しいテーマだと思いますが、市長から分かりやすくお話して頂きたいと思

います。 

市長 

 自分が皆さんの年代の時の事を思い出すと、全然関心が無かったです。 

 ただ、自分は地元の高校ではなく下宿でした。当時、大学紛争が起きていましたが、なぜ大学生が角

棒を持ってヘルメットをかぶって人を傷つけるなど、日本中を混乱に巻き込んだのかなあと思っていま

した。 

 その後、地元に帰ってきた時にも政治の事は考えてはいなかったのですが、この地域がどうなるかな

あと考えるようになって、実際に青年部活動などで、まずは自分たちの意見を出してみようと思ったの

が政治に足を踏み入れたきっかけです。 

 １８歳で参政権を付与されたといっても、おそらく誰に投票すればいいのか分からないと思います。 

 自分の身近なところで、市がどういうことをやっているのか、自分達の感覚と少しずれているなあと

思った時に、どういう時に自分たちの意見を出していけるか、それが始まりだと思います。 

 参政権を持って投票をするのであれば、棄権をしないで欲しいと思います。まず公約を見てもらって

比較してもらって、そういう事で関心を持ってもらいたいと思います。 

 また、投票前のトレーニングをする必要があったのではないかと思います。もっともっと行政や政治

の仕組みを皆さんに分かりやすく教えていけるようなトレーニングをする場が必要だと思います。皆さ

んが客観的な自分の判断が出来るようにする事が必要だと思います。 

 皆さんはそういう状況におかれてきていますので、いろんな情報を貪欲に集めていただいて、一時の

感覚だけではなく、将来の事を考えて判断してもらう事が必要だと思います。 

 成人式についても、日本では成人になるためのトレーニングができていなかったと思います。しかし、

皆さんは将来に対する確たる目的を持っている、意思がしっかりしていると思うので、いろんな知識を

吸収していってもらいたいと感じています。 

 正直、当時の自分は皆さんのように成長していなかったのですごいなあ、頼もしいなあと思います。 

武田さん 

 僕も自分が１８歳のときは全然興味を持っていなかったなあと、市長と同じ感覚でいます。 
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 ちなみに、成人式を１８歳にする理由は何だったのですか？ 

市長 

 諸外国の動きやいろんな声があったり、これから社会人として生きていくため、国としてもある程度

のトレーニング期間が必要という事など諸々のこともあり、１８歳での成人としたと思われます。 

武田さん 

 政治に興味を持つのは、僕も仕事をしてからであったり、地域の事を考え始めたりしてからなので、

なかなか社会の仕組みを知らないと政治に興味を持つのも難しいと思います。 

 政治の見え方が固い気がして、自分達があまり関われる余地が感じない気がします。見え方の問題な

のですが、大人ばっかりのイメージがあると思います。これで高校生議員等がいたりすると全然変わっ

てくると思いますが…。例えば福井県にはＪＫ課といって、そこで女子高生が街の取り組みを考えてい

くというのがあるので、そういう事を始めていくと高校生ぐらいから政治の事を考えていく事になると

思いますが、なかなか自分達が主体になっていない時は人任せになってしまいますし、特に政治につい

てはそれがあると思います。 

 とはいえ、社会に出ていない１８歳の皆さんでも、自分の街について思っていることがあると思うし、

社会に出る前、他県に引っ越していく前に、街の政治に対して思っている部分があると思うので、そう

いった街に対する意見は、１９歳２０歳になってしまうと外に出てしまって北秋田市に帰ってこない人

もいるので、ある意味１８歳で選挙権を持つ事は、外に出ていない人達の民意を反映できる場なのかな

と思います。たぶん、こういったタウンミーティングのような場がたくさんあると本来はいいと思いま

す。市長の話を直接聞いたり、分からない事をぶつけたりすることが出来るということが、政治には必

要なことだと思います。 

 たぶん、街づくりに対して、皆さんが自分の住んでいる街に対して、今時点でどのくらいの興味を持

っているのか、というのが政治に直結してくると思います。 

 その上で、選挙の見せ方や情報発信の方法等が大事だと思っていまして、今と今までとは情報の発信

の仕方がすごい変わってきていますが、皆さんはどのようにして情報を見ますか？ 

（ＴＶ・ニュース番組・新聞・ＹａｈｏｏやＬＩＮＥのニュース・ツイッターについてそれぞれ挙手を

求めた） 

 情報源がこれだけ様々だとは思いませんでした。 

市長 

 都会では新聞を取っていない家庭が結構増えているとの事です。 
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武田さん 

 発信はしていると思うのですがキャッチしていないのではないかと思います。 

 知らないとかもっと発信方法を変えた方が良いという話はありましたが、たぶん情報はたくさん出て

いて、取りに行っているのかどうかということもあるし、ただ、今の時点だと政治はあまり関係が無い

と思っていると思いますので、両方の歩み寄りが必要なのかとも思います。政治はネットでの配信はど

れくらいできるのですか？  

市長 

 特定の政治家のＰＲにストレートにつながるような、例えば一票をお願いしますなどはダメで、ＳＮ

Ｓやホームページ等では良いが、選挙直前には制限がかかってきます。 

 ただ、選挙だけではなくいろんな意味で高校生が関心を持ってもらえるようなニュースの流し方が行

政は下手だと思います。関心があるものだと見てくれると思うのですが。 

武田さん 

 若い世代と僕たちの情報の差が違うのをどう埋めるかが課題だと思います。１８歳の想いを届け、街

に反映していくためには、高校生が発信できるところ、キャッチできるところ、情報を得て考えられる

ところが大事だと思います。 

市長 

 高校生だけに限らず、市のホームページに対してこちらから一方的に情報を流すのではなく、皆さん

からも意見を出してもらう事も必要だと思います。 

 今、地域おこし協力隊もＳＮＳで発信していますし、できればそういったものにも返してもらえれば

面白いと思います。 

武田さん 

 共通で話ができるオンライン上のコミュニティみたいなものがなかなか無いと思うので、そういった

のを作っていく事が行政としても必要になってくるのではないかと思っています。 

 投票所の雰囲気が悪いとの事ですが、どうしたら良いと思いますか？ 

川村さん 

 具体的には思いつかないのですが、投票所自体を変えるのは無理だと思うので、選挙を行う前に学校

単位で模擬投票などを行って少しずつでも慣れて行けるような事ができればと思います。 

武田さん 

 自分も投票所は固い雰囲気があったので、あそこの空間を変える事ができれば、誰もが行き易い空間

になればいいと思います。 
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 模擬投票はやっているのですか？ 

市長 

 学校単位でやっていると思うのですが、森川さんどうですか？ 

森川さん 

 模擬投票は投票式でやりました。 

武田さん 

 生徒会でも選挙をやりますよね。 

三浦さん 

 公約等はステージで話しましたが、投票はクラスでＡ４の紙に書いて封筒に入れるだけなので、投票

箱に入れる形ではなかったです。 

市長 

 生徒会選挙の時に、市の選挙管理委員会から投票箱を貸与して、模擬投票みたいな形で練習してもら

う事も良いと思います。 

武田さん 

 その時に、政治や投票の仕組み等も授業的に教えながらやった方が、効率が良い感じがします。 

若い人の意見が反映されていないと言う意見がありましたが、どんな意見を反映して欲しいのでしょう

か？ 

森川さん 

 具体的にははっきりと分からないのですが、高齢者の方々のためになることができればと思います。 

市長 

 教育委員会が様々な施策を展開していますが、直接的に高校生への施策としては、ワンコインでの医

療費支援をしています。 

 なぜワンコインにしたのかといえば、小中学校と違って、行政の仕組み等に興味を持ってもらいたく

て行ったものです。文句を言ってもらってもいいし、まずはこれをきっかけに学んで欲しいと思ってい

ます。 

 若い方が一旦北秋田市を出ても、また帰って来られる状況を作ることが我々の仕事だと思いますし、

皆さん自身も帰って来てこういう事をやるという明確な目標を持って起業などをしてもらいたいと思

っています。 

 皆さんたちが帰って来てくれないと、我々も含めて高齢者を支える方がいなくなってしまいます。 
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 ただ、我々を助けてもらうために帰って来てもらうのではなく、皆さんの後に続く方々もいなければ

いけないと思うので、そういう方々のために、必死に北秋田市を作り上げていただきたいし、維持して

もらいたいと思っています。 

武田さん 

 これで、３つのトークディスカッションは以上とします。 

 最後に、一人ずつ市長への提案や要望をお願いします。 

 「試」みるという字を書いてくれた成田さんから時計回りでお願いします。 

８．「市長への提案・要望など」 

成田さん 

 質問になりますが、市で今注目している企業や職種や人々があると思うのですが、自分は全然知らな

いのですが、ＰＲする方法を取っていたら教えて欲しいです。 

市長 

 注目している人は、北秋田市をＰＲするためにふるさと大使として、豪風関、ハローキティ、高橋克

典さんになっていただきました。 

 豪風関は、普段場所が無い時には帰って来てくれて、学校や施設訪問をして、子どもたちに相撲を教

えてくれるなど、北秋田市のために大変頑張ってくれています。 

 ハローキティは、小さいお子さんからお年寄りまで人気があり、世界中に名前が知られているキャラ

クターですので、どんどん北秋田市のＰＲをしていただきたいと思っています。 

 高橋克典さんは、国内でとても人気がある方です。この間の就任式直後から北秋田市の観光スポット

等のいろんな情報をブログで発信してくれています。俳優部門でのブログのランキングも１位か２位の

方ですので、非常に北秋田市を売り込んでいてくれています。そういう意味で注目しています。 

 企業関係では、大野台工業団地に来ている企業で、一部上場企業とつながっていて、日本を代表する

企業に製品を納めていたり、人の交流もあるような企業が何社かあります。そういうところが好況で、

人や工場の面積を増やしてくれているので、頑張ってもらいたいと思っています。 

 製造業は昔から、きつい、汚い、危険だと言われていましたがが、いまはどこの工場もきれいになっ

ているし、働く環境も本社並みのレベルであります。ただ、秋田県は給料体系が少し低いので、人手不

足の時代でもありますので、もっと企業の内容のＰＲに力を入れてもらいたいし、働く人の環境をもう

少しレベルアップしてもらいたいと思っています。その事によって、一旦外に出て、知識を持っている

方々に帰って来やすくなるのではないかと思っていますし、そういう企業に注目しています。 
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菅原さん 

 よくニュースで都会より仕事が無いと言われていますが、北秋田市では若者が仕事に就けるための対

策は考えているのですか？ 

市長 

 自分が就きたい職業と仕事先が無いというミスマッチがありますので、うまくつなげられるように  

商工団体と協力しながらやっています。 

 資格や奨学金については市が支援をしながら、奨学金を返さなくても良い制度や資格をとるための援

助をしています。 

 その他に、企業が人を雇った時に補助をする等、できるだけ北秋田市に若い方を含めて、仕事を持っ

ていただけるように、また北秋田市に来て頂けるような施策を展開していきます 

 まだまだ足りない部分はあると思いますが、良いところは真似をしますし、作らなければならないも

のは作って行きたいと思っています。 

安井さん 

 提案になりますが、ホームページがあるのをはじめて知ったのですが、高校生とかはフェイスブック

よりもインスタグラムやツイッター等のツールを楽しんでいる人が多いので、ホームページはあまり見

ないと思います。ＳＮＳを使って宣伝活動をして行けばいいと思います。 

市長 

 北秋田市のホームページが来年リニューアルをするのですが、若い方々は、インスタグラムの方を見

ているのを何人からか聞いています。 

 少し、やり方を変えていかなくてはいけないのかなあと思いますので、我々の研究課題だと思ってい

ます。 

 年齢層にあったＳＮＳの発信の仕方を研究して行かなくてはと思います。 

羽澤さん 

 人口が減っていて、限界集落が増えているという話ですが、自分たちが高校を卒業後に、大学や仕事

などでいろんなところに行った後に秋田に戻ろうかと考えた時や、他県から秋田に呼び込むためにどん

なことをしているのかが気になります。 

市長 

 県と一緒に首都圏などに出向いたり、市でも移住定住支援室を４月に立ち上げたりして、そこで専門

に相談や呼び込みなどを行っています。 

 また、県外に就職した方には、こちらの情報も必要だと思うので、情報提供をやらせてもらっていま
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す。まだまだ始まったばかりですけど、結構関心を持ってくれている方もいますので、これからも力を

入れて行きたいと思っています。 

藤本さん 

 情報についてですが、毎月広報を見ていますが、スマホ世代であるため、紙や新聞を見る機会が少な

いです。例えば、北秋田市専用のアプリを作って、週１回のペースで更新する等をすれば、どんどん情

報を知ってもらえると思います。 

市長 

 ホームページリニューアルに関して、スマホでも見ることができますので、できるだけ身近な媒体か

らホームページに入っていけるようにできればと思います。 

藤嶋さん 

 将来大学を目指していますが、なかなか模試などで偏差値が上がらなくて困っています。市長は今頃

どんなことをしていましたか？ 

市長 

 私は受験戦争から逃がれて、高校から大学まで一貫でした。中学から高校への受験以来やっていませ

んので、明確なアドバイスができませんが、まずは頑張って勉強してください。 

森川さん 

 要望になると思うのですが、人口減少が進んでいますが、空き家などの有効活用や、崩れそうな家を

たまに見ることがあります。また、あんまり人が通らないような道路でも凸凹していて、夜通る時に危

ないと思う事があるので、整備等をお願いしたいです。 

市長 

 空き家が増えていて、我々も心を痛めているところです。 

 持ち主が住んでいなくても定期的に見に来て、持ち主の責任で管理してもらわなくてはいけないので

すが、こっちにいなかったり持ち主が亡くなったり、誰も管理していない空き家があって、周囲の住民

に危害を与えてしまう可能性があるのが一番困る事です。 

 そういう建物を特定空き家に指定するための調査をしていて、まずは危ないところをピックアップし

て、有識者の意見を聴きながらどうするかを検討しています。 

 壊すにしてもお金がかかるし、誰に請求するのか分からない、持ち主がはっきりしないのに勝手に人

の財産に手を加えることができないというのが難しいところです。 

 そのような処理の仕方について、今年度は調査をしながら、来年度から手をかけて行きたいと思って

います。 
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 また、道路も含めた危険なものに対しては、安心安全な街づくりを目指す中で、地域の自治会長など

に要望を上げてもらって、直せるものは市が手をかけていっています。 

 できるだけ心をかけて、市民ファーストで頑張っていきたいと思っています。 

三浦さん 

 阿仁スキー場に良く行くのですが、スキー場に行く前に広い土地があるので、そこにテニスコートや

ローラースキー場があればいいと思います。 

 また、アスレチックをつくれば合宿所やレジャースポットとして活用できるのではないかと思います。 

市長 

 昔は人を呼び込んで、スポーツ合宿等をしていたのですが、時代の流れでもっと便利なところに行っ

てしまっています。 

 北秋田市ではスポーツ合宿をする場合には補助をしていて、それで来てくれているところもあるので

すが、練習施設を整備するにはお金がかかったり、アクセス面の問題もあったり、難しいことは事実で

あります。 

 阿仁スキー場は、樹氷の売り出しの観点から、ゴンドラやビジターセンター等いろんな形で手をかけ

ています。 

 また、雪が珍しいという事で、台湾の観光客がよく来てくれていて、最近はそちらの方に力を入れて

いることから、合宿所の整備はなかなか難しいと思いますが、これにめげずに注文をつけてもらえれば

有難いと思います。 

川村さん 

 北秋田市は結構イベントの開催をする事が多いと思っていますが、開催のポスターを目にする機会が

少ないと思っています。もっと駅やショッピングモールなど人が多く行き来するところに大々的に掲載

してもいいと思いますし、過去はこんな感じで楽しみましたという感じの写真を、地域で頑張っている

コンドウさんに撮ってもらうなどして、過去の頑張りを交えながらイベントの開催状況を多く人が来る

ところで広げていってもいいのかなと思います。 

市長 

 発信・ＰＲがすごく下手です。気づいてもらえないポスターや発信は何の意味も成さないと思ってい

ます。 

 旧４町で行っているイベントが色々あって、それなりに盛り上がっていますが、それが伝わってこな

い状況です。 

 市の観光物産協会の事務体制もてこ入れされて、皆さんやる気がありますので、そういったところか
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ら発信してもらいたいですし、もちろん市としてもＰＲをしていかなければいけないと思っています。 

 せっかくチラシを作っても目に付くところに置いておかなければいけないし、ただポスターがあるの

ではなく、見てもらえるものにしなければならないと思います。 

 今、地元の新聞社さんにできるだけ情報を流すようにしています。そうしないと、せっかくいろんな

事を企画しても我々の独りよがりになってしまうので、できるだけ情報発信をしていきたいと思ってい

ます。 

金さん 

 北鷹高校では、１学期は体育大会と文化祭、２学期は球技大会とそれ以外にほとんど行事が少ないの

ですが、唯一の北秋田市の高校として、もっと地域との交流や、昔は大綱引き大会など商店街と協力し

てやったので、もっと北鷹高校と連携したような行事や地域の方々との交流をもっと増やして欲しいと

思います。 

市長 

 鷹巣農林高校時代から、四校が統合して北鷹高校になってからも続けていた大綱引き大会がやられて

いないのはとても残念です。 

 その他にも北鷹高校にはいろんなイベントに参加していただいてとても有難いと思っています。高校

生に参加してもらうことで、商店街や市民にとても元気を与えてくれていますので、できるだけ、勉強

とか部活とかに邪魔にならない範囲で協力をお願いしていきたいと思っていますし、お願いする以上は

皆さんに対する感謝の気持ちを持って行きたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

９．「市長から高校生への一言」 

武田さん 

 ありがとうございました。皆さんからいろいろ意見を聴けてよかったと思います。 

 逆に市長から高校生の皆さんに期待・感謝・お願いなどがあれば一言お願いいたします。 

市長 

 我々行政としても、こういう施策は若い人たちに喜んでもらえるだろうという想いで進めているわけ

ですが、あくまでも大人の目線でのものです。 

 コムコムを作った時のワーキンググループのように、高校生の皆さんから市政に対する意見や提言を

してもらう機会があればいいなあと思っています。一緒になって北秋田市を盛り上げて行きたいと思っ

ていますので、またこのような機会があればご協力をよろしくお願いいたします。 

 本当に今日はありがとうございました。 
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１０．「その他、傍聴席からの意見」 

武田さん 

 最後に、せっかくの機会ですので、傍聴の皆さんからも高校生や市長に何か期待や感謝、お願いがあ

る方がいらっしゃったらお願いいたします。 

傍聴者１ 

 皆さんお疲れ様でした。 

 市長や高校生の考え方を聞けて、とても楽しかったです。 

 若者の意見になりますが、キティとのコラボはとても良いと思います。例えば、シャッター街へのキ

ティの絵を描いたり、アーケード街や市全域に「隠れキティちゃん」を配置して、見つけた人に景品や

豪華商品等をプレゼントするなどして、来るだけではなく、楽しみながらお金を落としてくれればいい

なあと思っています。 

市長 

 今、駅前にタペストリーがありますが、何枚かはハローキティバージョンになっています。 

 昔、シャッターに絵を描いてもらったことがありますが、本来シャッターは絵を描くものではなく、

開けてもらう方がいいので、出来るだけ開けてもらう努力をしていきたいと思います。 

 隠れキティについて、阿仁で「ＷＡ ＲＯＣＫ（わろっく）」といって、石に絵を描いてあちこちに配

置して探すという町おこしが阿仁を中心に広まっていますが、そういったゲーム感覚でできるのはある

のかなという感じがしますので、参考にしていきたいと考えています。 

傍聴者２ 

 現在６４歳で、高校生と話しをすることが全く無いので、どういう話をするのかを聞きたくて来まし

た。スマホでＳＮＳやゲームばかりしていると思っていたのですが、皆さん将来の展望をしっかり捉え

ていたのでびっくりしました。 

 今日の話を聞いてとても楽しく思いました。できれば、将来は北秋田市に戻ってきていただいて、北

秋田市で活躍してもらえればと思っています。 

 また、タウンミーティング全体についてですが、一つのテーマについて、例えば市長が発言をした後

にＡさんが発言して、それに対してＢさんが発言するなどのトークバトルのようなものをしていけば、

その中からいろんなものが生まれてくるのではないかと思っていますので、そういうような事も工夫と

して取り入れたらどうかと思いました。 
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１１．コーディネーターまとめ 

武田さん 

 ありがとうございました。 

 では、以上でお時間となりましたので、コーディネーターの役目を終えて、進行をお返しいたします

が、今日はアプリの話があったと思いますが、ここにいる人が全員つながれるアプリケーションがあり

ます。全員で継続的にお話が出来るチャットアプリみたいなものでして、タウンミーティング限定のグ

ループを作ってみましたので、そこで継続的に皆さんで会話が出来れば、情報発信とかもいちいちホー

ムページを見なくても、例えば市長からこんなことがあるよとか、地域おこし協力隊からこんな場があ

るよとか発信があったら、皆さんは見るだけでも良いので、つながっておけば、わざわざフェイスブッ

クとかＬＩＮＥなどを交換しなくてもいいかなあと思って作ってみましたという紹介でした。 

司会 

 このアプリについては、試行的にやってみたら良いと思いましたので、後ほど皆さんにご紹介いたし

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 皆さん、長時間にわたりましてありがとうございました。 

 それでは最後に、市長から本日の感想を交えまして、締めのご挨拶をお願いします。 

１２．市長締めのあいさつ 

市長 

 長時間ではありましたが、とても短く感じました。 

 先ほど傍聴席からの話でもありましたが、私も皆さんの年齢の時には、政治などにあまり興味が無か

ったわけですが、皆さんからお話を聞いて、北秋田市のことを本当に思ってくれているのだなあという

思いがしました。 

 我々としては、皆さんがまじめにミーティングに参加していただいたし、一人ひとりが素晴らしい考

えを持っている方々ですし、将来きっと望む道に進んでくれるものと思っていますし、ぜひそうなって

いただきたいと思います。 

 そして、できれば皆さんが北秋田市に戻っていただいて、ここでまた一緒になって、この北秋田市を

作っていただきたいと思っています。 

 どうか皆さんがこれから大成してくれるように、そして、健康が何よりですので、体には気をつけて

いただきたいと思います。 
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年の瀬ですので、来年が皆さんにとって良い年になりますことを心からご祈念して、今日の御礼といた

します。 

 ありがとうございました。 

１３．閉会 

司会 

 以上をもちまして、市長と語ろう！タウンミーティングを終了いたします。 

 ご参加いただきました皆様、どうもありがとうございました。 
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