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（午後 ６時００分 開会） 

 

○事務局(高山副主幹) 

  本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。定刻になりました

ので、ただ今から第２回大曲地域協議会を始めさせいただきます。 

  はじめに、藤井会長よりごあいさつをお願いします。 

 

○藤井隆夫会長（以下「会長」と表記） 

 

  【会長あいさつ】 

 

○事務局(高山副主幹) 

  ありがとうございました。続きまして、五十嵐企画部長からあいさつを申し上げます。 

 

○五十嵐企画部長 

   

【企画部長あいさつ】 

 

○事務局(高山副主幹) 

  会議に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

【資料の確認】 

 ①次第 

 ②委員名簿 

 ③資料№１：地域枠予算申請一覧表【事前配布】 

 ④資料№１：【追加】ＮＥＷストリングスプラザの会 

 ⑤資料№２：ヒカリオまるしぇについて 

 ⑥資料№３：地域公共交通の再構築について 

以上でございます。お手元にない場合はお知らせください。このあとの進行については、

大仙市地域自治区の設置等に関する条例第８条第４項の規定により、藤井会長にお願いし

ます。 

  

〇会長 

 それでは、会議をはじめます。 

  本日、熊谷委員から欠席の届けが出されております。 

 委員の２分の１以上の方が出席されておりますので、会議は成立していることをご報告

いたします。 
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  次に議題に入ります 

  会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、柴田裕子委員と齋藤健太郎委員

にお願いいたします。 

 

〇会長 

 続きまして、議題の２にうつります。 

  地域予算の申請についてでありますが、今回、市民協働型の事業１件、イベント応援型

の事業１件、市民主導型の事業８件の申請がございます。そのうち新規事業３件につきま

しては申請団体より事業内容の説明をいただくこととしておりますので、これより申請団

体より説明をいただきます。 

「資料№１」と「資料№１－１」から順番にご覧になりながらお聞きください。 

それでは応募番号１番の「大曲小鹿島流し実行委員会」より説明お願いします。 

 

〇大曲小鹿島流し実行委員会 武田統括責任者【以下「武田統括責任者」と表記】 

 【資料に基づき「大曲小鹿島流し事業ついて説明】 

 

〇会長 

  ただいま説明をいただきましたが、内容についてご質問ありませんか。 

 

○佐々木浩委員 

  安全対策の方は大丈夫でしょうか。例えばウェットスーツなど着たりして。 

 

〇武田統括責任者 

  はい。そうですね。一応、消防の方で保護者の方もいらっしゃいますし、学校を通して

消防署にも手伝っていただくような依頼をさせていただきまして、川に入る保護者の方い

ますけれども、事前に消防から指導を受けた後に川に入るようにしています。また、川の

近くなので子ども達も父兄同士で見守って、入らないよう措置をとっております。 

 

〇会長 

よろしいですか。ほかにございませんか。 

 

○山崎委員 

  三年生は何人いますか。 

 

○武田統括責任者 

 三年生の生徒で１０９人です。 

            



－4－ 

 

○会長 

  はい。齋藤委員。 

 

○齋藤委員 

 保護者と子供達ですると思うんですけれども、予算書に支出の部で材料代とは別で、船

制作代とありますが業者さんなどで製作されるんでしょうか。 

 

〇武田統括責任者 

  うちは、角間川の萱農家さんから茅を諏訪神社までもってきてから、諏訪神社さんで船

を制作してもらう形で、船を制作される方への制作代という形になっております。 

 

○齋藤委員 

  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

○会長 

 はい。丸谷委員。 

 

○丸谷委員 

  鹿島流しは古くからずっと続いている事業で、３年生がずっとやっているのですが、今

回補助金の申請をしたというのは、初めてでしょうか。今までは、なんとかしてやってい

たのでしょうけれど、今年申請するに至った経緯があれば教えてください。 

 

○武田統括責任者 

  毎年３年生でやっているということでした。毎年、毎年、子供の数が減っているという

こともありまして、事業そのものが１０万を超える事業になっております。それで、学年

から毎年会費をあげていましたが、前の時は別の団体の方から３万５千の補助金をいただ

いておりました。その分ほかでは、ＰＴＡの会費から９万位は出していましたが、１・２・

３年となれば学校から出る年会費ですと、４万位しか出ないもので、それで３年までで１

２万位しかたまっていないという状況でした。それで積立金を鹿島流しでほとんど使って

しまうような形になるということが、ちょっと財政上苦しいということもありまして、市

役所に相談して、伝統文化を守る活動が対象になる補助金がありますか、ということでま

ちづくり課の方へ相談しました。まちづくり課でそういうことをやっているということで、

依頼をしてこのような申請となったことが経緯となります。このような説明でよろしいで

しょうか。 

 

○丸谷委員 

  はい。ありがとうございます。いらぬ心配なのですけれども、以前に特定の宗教のどう

のこうのということで、中止になりかけたということもあったそうです。市ではそういっ



－5－ 

 

たことに補助金を出すといったことに問題はないですか。 

 

○事務局（田口課長） 

  はい。うちのほうとしましては、宗教的な部分も全くないわけではないですけれども、

ガイドラインの中で地域のなかで、子どもたちの行う伝統継承については地域の事業とし

てとらえるとうたっておりますので、今回の事業につきましては、まさに子供達が地域の

伝統を伝え守って行くという観点から、問題はないと判断させていただきました。 

 

○丸谷委員 

  ありがとうございます。大変喜ばしいことです。 

 

○山崎委員 

  鹿島流し事業をやる学校ありましたよね。予算どれくらいですかね。 

 

○事務局（田口課長） 

  あと大曲地域でやっているのは花館なんですけれども、花館小学校ですがこの鹿島流し

について今回申請されたのは、大曲小学校さんが初めてです。花館小学校さんの方にも、

どうされてますかと確認しましたけれども、とりあえず申請はしないというお返事をいた

だきましたので、それ以上は伺っていない状況です。 

 

○会長 

  ほかにございませんか。 

  ではないようですので、ありがとうございました。 

 

○武田統括責任者 

  それではよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

○会長 

  それでは、次に応募番号２番のまつり大曲推進協議会ですけれども、前々回の地域協議

会において事務局から説明をいただきましたけれども、今年度から新設になりました地域

イベント応援型の事業ということで、地域枠予算から執行する形に変更になりました。詳

細につきましては資料№１の上のところの地域イベント応援型を見ていただければと思い

ます。 

  それでは、まつり大曲推進協議会から説明をお願いします。 

 

〇まつり大曲推進協議会齋藤会長（以下齋藤会長） 

  【資料に基づき、「まつり大曲」について説明】 
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○会長 

  ただいまご説明ありましたけれども、内容その他についてみなさんからご質問ありまし

たらお願いします。 

 

〇高畑委員 

  わたしもこの夏祭りの委員としてやらせていただいているんですけれども、前から企画

のマンネリ化ですとか、メンバーもだいたい同じ方々が中心になっていて、変化がないと

いう部分が気になっていて、例えばこの場でそれこそ、地域おこし協力隊の方とか実行委

員会のメンバーに加わってもらうとかはどうなんでしょうか。 

 

○齋藤会長 

  まず、実行委員会がありますので、そちらで企画とかを練っているわけですけれども、

毎年そういう話もでていますけれども、やっぱり高校生とかそこら辺を組み入れることが

毎年代わる代わるの所でお願いしたり、企画も考えてやったりしているんですけれども、

なかなか思い切ったことができないというのが実情で、ただ先ほども話したとおり８年前

から花火ウィークも開催して、そちらとの連携も図りながら、とにかく一週間、大曲の花

火に向けて地域を盛り上げていこうということで、だいぶ花火ウィークということでネー

ムバリューもだんだん各地に知れ渡ってきたところもありますので、来場者も毎年ですね、

金曜日、土曜日というとこは、非常に多くなって来ていますので、その辺もまた企画を考

えながら、もっともっと来場者が多くなるように考えて行きたいと思っております。 

 

○会長 

  よろしいですか。他にございませんか。 

 

○佐藤委員 

  すいません。冬祭りの事業費のことなんですけれども、これは鳥子舞の会場でお餅を配

るということですか。それとも、綱引きに参加した人に差し上げることですか。 

 

○齋藤会長 

  鳥子舞です。 

 

○佐藤委員 

  鳥子舞は実はお客さんがとっても少ないですよね。例年。どんと焼も高齢者の方ばかり

で、あまり若い人達に親しみのあるお祭りではないような気がしていたので、何かしら工

夫がもっと必要ではないかと思っているのですけど。 
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〇齋藤会長 

  はい。正直なところ、祭り推進協議会では冬祭りにあまりタッチしていなくて、市の方

が中心なので、こちらサポート的なところで進めているところでありまして、今、佐藤委

員から話してもらったところは、市とも協議しながら、先ほど話した通り来場者が多く来

るよう考えて行ければ、と思います。 

 

○会長 

はい。ほかにございませんか。 

  それではないようですので、まつり大曲推進協議会の皆さんの説明は以上にしたいと思

います。ありがとうございました。 

  それでは引き続き、応募番号３番のＮＰＯ法人まることびおらからお願いします。 

  こちらに関しても齋藤さんから説明をお願いします。 

 

〇ＮＰＯ法人まることびおら 齋藤副代表（以下齋藤副代表） 

  【資料に基づき、「まることびおら創立５周年記念大仙市子ども・若者支援推進フォーラ

ム」について説明】 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。それではただ今ご説明いただきました点について皆 

さんからご質問・その他ありましたら、お願いします。 

 はい。齋藤委員。 

 

〇齋藤委員 

  おつかれさまでございます。このフォーラム、今５年を振り返って開催するということ

ですが、そして今後５年の支援のあり方を探るということで開催されるようですが、こち

らの事業は継続事業として毎年やっていくのでしょうか。 

 

〇齋藤副代表 

  いや。これはあくまでも５周年という形で、あとはまた５年を経過して、また１０周年

位の所でまた色々計画していきたいと思いますけれども、いずれ５年を経過したところで

その辺の今までの流れを振り返りながら、先ほど言ったように拡大してもっともっと引き

こもりの若者、不登校の子供達の受け皿になるべく体制も整えていきたいということから、

このフォーラムを開催するということです。 

 

〇齋藤委員 

  素晴らしい事だと思いますので、フォーラムは５年に一度でしょうけれど、ぜひ事業を

拡大していただいて、この補助金を利用してさらに事業を拡大していただければと思いま

す。ありがとうございます。 



－8－ 

 

〇会長 

  はい。戸嶋委員どうぞ。 

 

〇戸嶋委員 

  みなさんのボランティア精神の上に成り立っている大変な事業だと思います。きっと色

んな課題があってそれを解決して、それでも沢山の課題が出てくると思うんですが、その

中でこの事業をやってて良かったな、と思う機会はどんなことですか。 

 

〇齋藤副代表 

  はい。先ほど言いましたとおり、段階がありまして、やっぱりうちから出られない子供

たちがそういうびおらの施設に来てくれる、まずそれが第一歩でありまして、たとえばま

たさっき言った夏祭りに参加するとか、地域事業に参加するとかそうことになると、もう

ワンランクアップとなって来ますし、そういった社会に出た人達が何人いるかという話も

したんですけれども、実際にちゃんと働ける人というのは、５年間やってもまだ２～３人

なんです。あとは、一日ずっと８時から５時までなんて働ける人はなかなかいなくて、ち

ょっとした作業を一日２時間とか３時間とか段階的に踏ませていくというのが、一番大切

なところなので、一歩一歩表にでてくるところ、上がっていく子供達を見ることが一番の

楽しみじゃないかと思っています。実際にさっきも話した通り、まだまだ我々が把握して

いないところで、ひきこもりになっている若者って沢山いると思うんですよね。そういう

人達を世の中に出して来るということが、今この地域の人口減とかという問題もあります

けれども、やっぱりそういった子ども達を世の中に出してやるということも、地域の経済

効果にすぐ繋がってくる部分だと思いますので、企業の方でもあまり変な目で見ないで、

ちょっとしたさっきも言った２時間でも３時間でも会社にきたいという子どもたちを受け

入れる会社をどんどん増やしていきたいな、と思っているところです。 

 

○会長 

  はい。いいですか。 

 

○成田委員 

  私も実際そういう若者に携わっているんですけれども、地域の皆さんのもう少し考え方

を変えていただかないと、なかなか若者が玄関から出ることができないものですから、さ

わらぬ神になんとかって、中々周りの方も遠巻きにはするんですけれども、実際苦情が来

るのは私の所に、色んな人に警察とかに言っていますけれども、なかなか人の目が怖いっ

ていうんですか、それを直していきたいなとは思っているんですけれども、齋藤さんが言

うように少し人の考え方を開拓して行ってもらって、その子たちにもなんとか世の中に出

て行ってもらいたいために活動して行って欲しいと思っています。 
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○会長 

  やっぱりあと親なんですよね。子ども達がそうであっても、親がびおらに相談しに来て

くれるとか、そうなれば色んなアドバイスもできるので、またちょっと変わってくる部分

があると思うんですけれども、やっぱり親も、さっき話したとおり触らない方にみたいな

ところで、親も一緒にひきこもっているような状況があるので、その辺をうまくびおらを

使ってもらって、親もどんどんびおらに相談に来てほしいと思っているところです。 

 

○成田委員 

  それと、親がいる方もいらっしゃいますけれども、意外と皆さん、家庭の事業で親が離

婚して１人とか、祖父母に育てられているとかという人たちも結構いるもんですから、な

かなか行く道ですか、どのように相談したら良いかということがわからないでいるような

ので、そこをもう少し、私達もそうですけれども、その世間がもう少しおいてもらいたい

なと、びおらの存在を、そういうのを頑張ってほしいと思っています。 

 

○会長 

  本間さん。どうですか。 

 

○本間委員 

  ５年間で２００人を超える方を支援したということで、すごいなと思って非常に敬意を

表しますけれども、普段の活動といいますか、活動費というのはどういったところから出

ているのでしょうか。 

 

○齋藤副代表 

  普段の活動費は市からも補助が出ています。これは、あくまでもフォーラムに関しての

補助金の申請ですけれども、普段の活動費や職員の方の、まあボランティアがほとんどで

すけれども、事務局の給与は市の方からの補助金という形で出ています。 

 

○本間委員 

  寄附とかそういったものは。 

 

○齋藤副代表 

  それで、企業支援の会があるのもそこでして、１人、さっき言ったジョブトレとかで見

学に行ったらということで、そちらに関しても市の方から補助金が出たりするんですけれ

ども、その部分を企業の方からびおらの方に、これはだいたい、だからといって企業にと

って３千円もらったからと言って、あまり企業にはメリットないものですから、それをび

おらの方で使ってください、という人達も結構いるのでそれを蓄えて活動費に充てたりし

ています。 
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○会長 

  ほかにございませんか。髙畑委員。 

 

○高畑委員 

  大仙市で不登校とか引きこもりの若い世代はどのくらいいるのか。例えば、人数把握が

できていればどの位いるのか教えていただきたい、というのと、そういった中でも、中学

校とか高校とかどこの世代が特に多いか、とか分かれば教えていただきたいです。 

 

○会長 

  はっきり言って分かりません。 

  どこからどこまでがひきこもりか線引きが難しいですよね。不登校もそうです。不登校

といっても全く家から出ない子もいれば、保健室登校の子もいるし、時間通りに行けなく

て、１０時とか１１時まで行ってお昼に帰ってくる子もいるので、その辺の線引きが非常

に難しいので、こういう子が何人いるかとか数字で表すのはちょっと難しいです。ただ、

びおらに来る子たちで１日平均４～５人は来ています。もちろん、色んな活動をしながら、

学校に普通に戻ってる子供達もいますし、ただ、ある程度年齢になったときに、２０代に

なって引きこもりになった人が、びおらに来たからといって、さっきも言ったように「じ

ゃあ社会復帰できるか」というと、これは一番難しいので、学校の不登校の子が学校に帰

るというのはやっぱり何かのきっかけがあると、戻る子は結構いるんですよ。社会復帰と

なると、なかなか難しいところがあります。 

 

○高畑委員 

  はい。ありがとうございます。 

 

〇山崎委員 

  びおらと活動形態は違いますが、自分が携わっているのは知的障がい者の組織ですけれ

ども、本当に今お話があったように、まず、第一は親の行動のとり方、これが非常に重要

だと思うし、自分の方は定期的に秋田の方とか全県的な立ち上がっている組織のところと

交流しますけれども、運動をやらせるという方が強いですね。４年に１回、世界大会があ

るという形で、そういったところで練習しながら行くのですけれど、支援学校から部活動

で引き出された子供を拾っているという感じ。それで鍛えてあげる。それで日中は作業所

の方に行って作業する。そういう形で本当に逆に言うと恵まれないと言えば、恵まれない

のですよ。市からの補助は無しで、自分達の組織は全部、寄付金でやっております。 

  あと寄附金の中で多くを占めるのは、赤い羽根共同募金、そこら辺でやっていますけど、

やはり、そういう環境を整えないとみんな中途半端になっちゃうという形なんですよね。

やはりそこら辺を理解して携わる人は根気強くやって行かないと、大変だと思うのですよ

ね。結構いらっしゃるんですよね。どこどこのお子さんの家庭の中に３人いて３人ともな

っているという方もいらっしゃいますし、とくに大曲地域はそういう理解をしてあげると



－11－ 

 

いう運動をしていかないといけないんじゃないかなと思います。共に頑張って行きたいと

思います。 

 

○会長 

ほかにございませんか。それではないようですのでこれをもちまして終了します 

 

○齋藤副代表 

  秋山さんの講演は非常にためになるので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。 

ありがとうございました。 

 

○会長 

  ただいま、新規事業３件について、説明していただきましたけれども、引き続きその他

の申請について事務局からお願いします。 

 

○事務局（村上主席主査） 

  【資料に基づき継続事業について説明】 

 

○会長 

只今、継続事業について事務局から説明していただきましたけれども、それでは応募番

号１番から皆さんご意見いただきたいと思います。それでは大曲小鹿島流しについては、

いかがでしょうか。 

 

採択された方がよろしいと思う方挙手をおねがいします。 

（全員挙手） 

 

では採択でお願いします 

 

つづきましてまつり大曲推進事業についてはいかがでしょうか 

賛成の方は挙手おねがいします。 

（全員挙手） 

 

はい。それではＮＰＯ法人まることびおらの申請についていかがでしょうか。 

賛成の方挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

はい。ありがとうございます。 

それでは新規の３件につきましては全員賛成ということで採択したいと思います。 
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続きまして、応募番号４番、曲陽会について皆様からご意見その他ありましたらお願い

します。いかがでしょうか。ございませんか。 

それではないようですので、申請につきまして賛成の方の挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

はい。ありがとうございます。 

続いて応募番号５番、百梅クラブからの申請につきましてご意見・ご質問ありましたら

お願いします。ございませんか。 

それでは採択の方に、賛成の方は挙手をお願いします 

（全員挙手） 

 

はい。ありがとうございます。 

それでは内小友地区コミュニティ会議からの申請についてご質問ありましたらお願いい

たします。はい。佐藤委員。 

 

○佐藤委員 

スポーツに関連したワークショップということですけれども、運動会をそれに替えると 

いうことですか。そうじゃなくて、運動会とは別にスポーツフェアということで予算１０

万とってますけど、そういうことをやるということですか。 

 

○事務局（村上主席主査） 

はい。運動会とは別に新たにスポーツに関する事業を行いたいと聞いております。 

 

○本間委員 

このなかで防災事業とありますが、コミュニティ会議で防災訓練とかをやる場合とここ 

に、防災、３５０００円以内で補助出たりしますよね。購入したりした場合に助成なると

思うけれども。そちらの方とこの事業はかぶらないでしょうか。 

 

○事務局（田口課長） 

そちらの方は防災課で担当されている事業かと思っておりますけれども、そちらの方は 

以前に開催しておりまして、今年度はこちらの地域枠予算で実施されると、これもおそら

く防災課の方で、自主防災組織ですとかそういったもとに基づいて実施されると思うんで

すが、これは全く内小友という大きな地区で地域をあげて実施するものでございますので、

事業内容といたしましても問題はないかと捉えております。 

 

○本間委員 

わかりました。 
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○山崎委員 

  私も同じでした。でも、今大きくやるからということじゃなくて、大川西根も内小友

も大きく一発でやるんですよ。それは防災の方にも届出しているだろうから、ダブらな

いだろうかと心配していました。言葉を少し変えるだけでそういう面がありますので気

を付けていただければいいと思います。 

  

○会長 

それではないようですので内小友地区コミュ二ティ会議の申請につきまして承認のかた 

挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

  

つづきまして応募番号７番、サマーフェスタ inはぴねすからの申請につきましてご意見 

ご質問ありましたらお願いします。 

ございませんか。 

それでは質問がないようですので承認される方、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。 

それでは、つづきまして８番大曲西根小学校ＰＴＡからの申請で「パイプオルガンで地 

域を元気に」という申請に対しまして、ご質問ご意見ありましたらお願いします。 

無いようですので承認される方、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

はい。ありがとうございます。 

９番、音楽ボランティアアダージョからの申請につきまして、ご質問ありましたらお願 

いいたします。 

 

○佐藤久美子委員 

すいません。９番と１０番なんですけど、開催日が同じなのですが、それがとっても気 

になって。対象も同じように小学校・中学校での音楽の普及活動なんですけれども、同じ

じゃないかと思って、同じ日に同じことを別々の会場でやるのかと思って、それがとても

気になったんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○事務局（田口課長） 

それについては、それぞれの団体にお話しさせていただきましたけれども、それぞれの 

団体の母体がありますので、その会の決定したことということで、ぜひこの日にちで実施

したいということでしたので、こちらとしてはそれ以上のことは申し上げられませんでし

た。 
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○会長 

ほかにございませんか。 

今の佐藤委員からの質問について、同じ日程で９番と１０番行われるので、その結果に 

ついて同じ日にやってどうだったのかということをあとで報告してもらった方が良いので

はないでしょうか。委員の皆さんも心配されていると思うので。 

 

○成田委員 

ストリングスの方は弦楽器で、坂本先生が教えてくださっているのですよね。 

 

○佐藤委員 

 クラシックとはちがうのでしょうけれども、お客さんを取り合ってしまうのではないか 

と思って。 

 

○成田委員 

 さっき説明があった中で、中仙地区でやるのですよね。 

 

○事務局（田口課長） 

 はい。そうです。 

 

○成田委員 

 大曲地域でなく、中仙地域でやることに引っかかったのですけれども。 

 

○事務局（田口課長） 

 いずれ実績につきましては、頂戴いたしますし、結果につきましても、事前にお知らせ 

していることに対しての、成果といいますか結果につきましては、確認させていただきた 

いと思っております。 

 

○会長 

  それでは、最後になりましたが、同じ日にちのニューストリングスプラザのものにつき 

ましてご質問ありますか。 

それでは、承認されるかた 挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

それでは、地域枠予算の申請についてはこれで終わりたいと思います。 

  続きまして議題の３につきましてヒカリオまるしぇにつきまして事務局より説明をお願 

いします。 

 

 

 



－15－ 

 

○事務局（村上主席主査） 

  【議題３ヒカリオまるしぇについて説明】 

 

〇会長 

  ただ今、ヒカリオまるしぇについて事務局から報告ありましたけれども、委員の皆さん

からご意見ご質問ありましたら、よろしくお願いします。 

 

○戸嶋委員 

  期待される効果のところで、駅前周辺の賑わいを創出するということがうたわれている

のですけれども、ヒカリオ広場の場所自体はそこに商店があるわけではなくて、イベント

広場として通常人はいない状況なのですけれども、それと賑わいを創出するというところ

のリンクというか、どういう風につながるのかなぁと、どのようなことを効果としている

のか、結果として、終わった後の結論としてそういう所が見えたらいいなと思うんですけ

れども、具体的にいうと、例えば３ページ目の内容の中で、地元経営者による飲食ブース、

イベント自体は、私これでいいと思うのですけれども、最終的な報告の時に聞きたいなと

思うんです。これを賑わいの創出効果があったということを確認するためには、イベント

の当日、売上の結果、前回、皆さん売り上げが良かったという結果を伺ったんですけれど

も、イベント後の効果、お店に対してあのイベントにいったら売上アップした、参加して

良かった、という効果があってこそ賑わいを創出したというところに繋がるのかな、とそ

れは駅周辺の方々ばかりではないので、結果的に客足が伸びたということで、結果的に良

かったのかなという結論に至れるのかなと思いました。または、駅周辺の賑わい創出とい

う部分については、ヒカリオ広場だけじゃなく、近くの商店街の方々、今回出店する方と

しない方々の当日の客足がどうだったかということと、あと、そのあとでイベントに参加

して客足が伸びました、ということであれば、みんなの税金を投入してこのイベントをや

る、結果税収が上がる、という効果があるのかなと。さらに言うと、これをきっかけに空

き店舗で出店する人が増えたと、そこまでつながれば賑わい創出につながったな、と目に

見える効果を感じられるので、アンケートとして、当日の感想結果だけではなくて、それ

によって何か効果がありましたか、というアンケートもとってもらいたいなとおもいまし

た。それでこそ、目的が達成されたということなるのかなと思いました。 

 

○会長 

只今の戸嶋委員からのご意見に対して、何かございますか。 

 

○事務局（田口課長） 

はい。ありがとうございます。当日はアンケートを取らせていただきます。昨年は出店

者の方だけだったのですけれども、今年は来場された方にも取らせていただく予定です。

あと、各お店の紹介チラシを当日配布、各お店においてもらって、手に取っていただいて

普段のお店の場所や普段はどういったもの売っているのか、という紹介をさせていただき
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ます。戸嶋委員がおっしゃってくださったように、例えば、まるしぇに出店してチラシを

見て商品を気に入っていただいて、そのあと常連客になっていただければ繋がって行くの

かなというふうに思います。そこつきましては、聞き方と言いますか、そういったところ

は工夫しながら、できるだけ今おっしゃっていただいた意見に添って検証できればな、と

思っております。ただ、出店しなかったお店について、当日出店しなかったので、でもお

客さんは流れて入ったのかなというところは、スタッフの感想としてとらえさせていただ

ければと思っております。 

  

○会長 

  私からもちょっと補足で、チラシの一番裏面の方にヒカリオまるしぇイチオシ商品とい

うことでありますよね。黄色いマルのシールを作って各出店する人の店舗から自分の店の

いちおし商品をぜひアピールしてほしい。そういうシールを各出店していただいた店の中

からイチオシ商品を作ってもらう催しをやります。なぜ、そういうことをやるかというと、

やはり出店していただいたお店を覚えていただく機会にもしようということです。それで

ヒカリオの賑わい創出と言っても、なかなか地域協議会とまちづくり課でヒカリオの賑わ

い創出できるかと言われれば、一度ではなかなかあれですけど、なぜヒカリオの色んなこ

とを地域協議会で、今年で４年目になりますけれども、それが呼び水になってあそこを利

用したい色んなイベントが多くなってくることによって、地元の大曲地区にいわゆるお客

さんの流れができて行ってほしいなということで、この前、大曲商工会議所祭りが開かれ

ましたよね。非常に多くの方がいらっしゃったようなのですけれども、色んな主催者の方

があそこを使ってイベントをやる回数が増えていく、その呼び水になればいいのかな、と

いう考え方です。 

ですから、地域協議会とまちづくり課でやったもので、すぐ賑わい創出ができるなんて

ことは到底思っていなくて、そういう風になるための一つの呼び水になればいいなという

ことでやってきている事業ですので、ぜひともそういう目で見ていただいて、とくに商工

会議所祭りは毎月でもよいので、商工会議所とＪＡでタイアップして毎月でもやっていた

だければいいんじゃないかと思っているのです。この間の商工会議所まつりでも齊藤委員

の花火屋さんの花火玉を詰める模擬体験などに親子で来ていましたけれども、そういう形

であそこが認知されることを考えております。 

  今回、実行委員ということで、我々の考えている人以外にも入ってもらって色んな意見

がでているというのは、その点は行政主導型から協働型になりつつあるのかなという形で、

まちづくり課では取りまとめに大変難儀はするのでしょうけれども、色んな意見がでるの

は良い事だなと思っております。今回委員のみなさんも資料を見ていただいて、あとでも

結構ですので、ご意見頂戴いただければと思います。ほかにございませんか。 

  それではヒカリオまるしぇについては来月の末になりますけれども、よろしくお願いし 

ます。 

つづきまして、議題の４でございます。 

地域公共交通の再構築について事務局より説明をお願いします。 
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〇事務局（川原主任） 

  資料に基づき説明 

 

○会長 

  ただいま、事務局より説明ありましたが、皆さんからご意見ご質問ありましたらお願い

します。 

  いずれ、ただいまの説明に基づきまして７月６日までに意見書を返送していただきたい

ということですので、どうぞご協力お願いします。 

  

それではないようですので、そういうことで７月６日までご返送お願いします。 

大変長時間協議いただきましたけれども、それでは次第の５その他について事務局からお

願いします。 

 

○事務局(村上主席主査) 

  次回地域協議会日程及び研修会内容のお知らせ 

 

○会長 

次回は９月４日に視察研修と合わせて地域協議会を開催しますのでよろしくお願いしま

す。他に委員の皆様からございませんか。 

 

○山崎委員 

  いつも事務局の方々に迷惑を掛けますけれども、懇切丁寧に会議の連絡をするのは大変

ですから、そろそろ委員のメンバーで一週間前まで参加できません、という方だけ連絡す

るというのはどうでしょうかね。連絡するにしてもお金かかると思うんですよ。それだけ

の時間とられるわけですから、委員の方ですからそろそろ出席します、欠席しますという

連絡を自主的にやった方が良いと思うんですけれど、意見です。 

  

〇会長 

  山崎委員から心温まるご意見でしたけれども・・・ 

 

○事務局（田口課長） 

  はい。ありがとうございます。委員の皆様が本日出席されている方々、皆様次は９月４

日ですということでお伝えして、それを８月１０日までご了解いただければそれはそれな

んですが、やはり開催日が今は９月４日を予定しておりますが、変更になる場合もござい

ますし、大変嬉しいご提案でありますが、今年度はこの形で進めさせていただければとい

うところでありますが、もし委員の皆様が良ければ私達は助かる話ですが、会長いかがし

ますか。 
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○会長 

  いずれ、過半数が出席していただかないと流会してしまうのでそれが心配ですが、資料

を事前に送りますので、返事していただくということでいかがでしょうか。 

  前の日まで覚えていたけれど、当日忘れたという方もいますので。 

 

○事務局（田口課長） 

  それでは、あらためて通知はしませんが、資料を送る際に出欠の報告をいついつまでお

願いしますということでよろしいでしょうか。 

 

○会長 

  はい。 

 

○事務局（田口課長） 

  わかりました。本日９月４日とお伝えしました。ですので、できるだけ早く資料をお送

りして、出欠についてもいついつまで返事をください、という形で。 

 

○会長 

そういうことでよろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。そういうことで統一させていただきます。 

 それでは大変長時間お疲れ様でした。 

 

 

（午後 ８時 ００分 閉会） 
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