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（午後 ６時００分 開会） 

○事務局（高橋副主幹） 

  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、ただ今から平成 29年度第２回大曲地域協議会を始めさせていただきます。 

  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） 

 皆さん、お晩でございます。今日は大雨警報の出ている状況の中でお集まりいただきま

してありがとうございます。前回の第一回目に出席していただけなかった委員の方もいら

っしゃいますけれども、今日も非常に事案が多くなっておりますけれども、スピーディー

に進めて参りたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

今、大曲ではこの間の 24 日にしぇしぇっとまるしぇという、俗称がしぇしぇまるだそ

うですけれども、直売所ができて 10日位ですか、非常に賑わっているという状況でやはり

地域の賑わいを生み出す一環としてはこれからの動きにも期待したいな、という風に思っ

ております。 

また、今月の 15日からは第一回全国 500歳野球大会が本市で開催されるということで、

これから先ずっと続けていくことで、大仙市大曲地区も合わせて全国に情報発信できてい

けたらいいのかな、という風に考えてございます。 

どうか遅い時間でございますけども、会議の方進めて参りたいと思いますので、ひとつ

よろしくお願いします。以上です。 

 

○事務局（高橋副主幹） 

  ありがとうございました。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 地域枠予算申請一覧表（応募番号１～９）関連資料 

   ③ 大仙市大曲地域振興計画及び関連資料 

   ④ （仮称）ヒカリオまるしぇ関連資料 

    

  以上でございますけれども、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

定によりまして、藤井会長にお願いいたします。 

 

○会長 

  それでは会議を始めさせていただきます。 

  本日、山崎委員から欠席の届け出が出されております。また柴田委員からは少し遅れる

旨の連絡を受けております。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申し上げます。 
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  次に議題に入りたいと思います。会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は、

熊谷委員と丸谷委員にお願いしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

  それでは続きまして、議題の２にうつります。 

地域枠予算の申請についてでありますけれども、今回、Ⅱ型の事業２件、Ⅲ型の事業が

８件の申請がございました。 

Ⅲ型の新規事業については申請団体より事業内容の説明をしていただくこととなってお

ります。それでは、これより申請団体より説明をいただきます。 

それでは、応募番号１番の「ミュージックサークル大仙」より説明お願いします。 

 

○会長 

  それではご説明をお願いします。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  「ミュージックサークル大仙」の副会長をしております渡邊と申します。今日は会長の

武藤が事情がございまして、私代わりに概要の説明をさせていただきたいと思います。 

座ってさせていただいてよろしいでしょうか。 

  まず、「ミュージックサークル大仙」がどういった団体であるかというところから少しお

話をしたいと思います。簡単に言いますと、音楽好きな仲間が集まって色んな音楽活動を

行うことによって、地域の活性化を図りたいということで結成した仲良しグループ・サー

クルでございます。今現在２０名ちょっとメンバーがおりまして、中にはすでにアマチュ

アミュージシャンとして活躍している者もおりますし、私のように定年を迎えて押入れか

らギターを取り出して昔取った杵柄とばかりに弾き始めたという者もおります。したがい

まして２０名ちょっとのメンバーの年齢も性別もバラバラでございます。今のところ私が

最年長者ということになっております。 

  それでどんな音楽をするかということですけれども、簡単に言いますとアコースティッ

クによる演奏と歌ということが主体になります。いわゆるエレキギターをかき鳴らすロッ

クだとかベンチャーズ系のものではなくて、フォークソングあるいはニューミュージック

といわれるような音楽が主体で活動をしております。 

  活動はどういうものかといいますと、メンバーが集まって練習をしながらワイワイ騒ぐ

というのはもちろんですけれども、各地域で行われるお祭りでの演奏、外での主体的な活

動ということになります。例えば、大曲の土屋館祭りの時にペアーレの前の広場の所で演

奏させてもらったりだとか、あるいは毎年長野の駅前のちょっと横の所ですけれども、お

祭りの時にテントをステージとしてやったりだとか、その他各地域のお祭りでお声がかか

ればおじゃましてやっている、そんな活動を今しています。そんな仲間が発表する側も聞

いていただく側もうってつけの会場であるヒカリオのイベント広場で演奏会を行いたいと

それで広く交流をしたいということで、今回の申請になったということであります。 

  皆様もお手元に資料がいっているかと思いますが、事業の概要というところを読みなが

ら説明をさせていただきます。最初に真ん中の所に内容をいつ、どこで、というところが
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ございますが、ここから先に説明をします。日時につきましては今年の１０月８日、三連

休の真ん中の日だったかと思いますが、この日に行いたい、１０時から４時くらいまで、

場所が先ほどの大曲ヒカリオイベント広場、それから内容につきましては各ジャンルのア

ーティストという風に書きましたが、我々の会のメンバーはもちろん、その他のミュージ

シャンの方にも一応お声掛けをさせていただいて、やってもらおうかな、という風に思っ

ています。そこには書いていませんが、各ジャンルの中にフラダンスチームも参加してい

ただいて、踊ってもらおうかな、という計画もございます。そんなイベントをやりたいと

いうとこで、上の事業の目的のところですけれども、多少重複するかもしれませんが読み

ながら説明させていただきます。大仙市の中心となるべく大曲からの音楽文化の交流発信

を図りたいと、ここ数年来、横手市や湯沢市などの県南地区でも多種多様な音楽イベント

が開催されております。ご存じかもしれませんが、特に横手市では市をあげて毎年８月に

市内、確か５か所くらいで音楽の発表イベントが開催されております。横手音楽フェステ

ィバル、通称音フェスと呼んでいますけれども、行われております。私も参加したことが

あるんですけれども、県南各市からはもちろんですけれども、秋田県の内外から出場者が

集まってきています。仙台や東京からもミュージシャンが来て発表していると、街中盛り

上がっているというような状況がありました。このたび、この大仙地域にもそういう発表

したいという若者たちがおりまして、そういう声を聞いたところで、この大曲でも各ジャ

ンルのアーティストに参加してもらって、地域の世代を超えた交流の場にしていきたい、

そういうイベントにしていきたい、ということで計画をしたいということです。期待され

る事業の効果というところなんですけれども、初めてヒカリオのイベント広場で開催する

ことですので、今までよりは多くの出演者、あるいはお客様というか聴いてくれる方たち

が沢山来て頂けるんではないかな、という風に期待をしております。それから、大曲コミ

ュニティＦＭ、ＦＭはなびの皆様も協力してくれるというお話になっていまして、例えば

当日の司会の進行だとか、これはちょっとわかりませんけれども、もしかすると番組の放

送の中でこんなイベントがあるよ、とかあったよ、という内容を取り上げてくれるんでは

ないか、と期待をしております。ということで、もちろんあとで予算の方にも出て参りま

すが、ポスターやビラも作る予定でおりまして、先ほど申した横手市のイベントには到底

かなわないかと思いますけれども、そういう音楽のイベントをやっていきたいと、そうす

ることによってアーティスト同士の交流はもとより、お客様同士だとかあるいはアーティ

ストとお客様同士の交流も大いに期待できるんではないかな、という風に考えるところで

ございます。 

  それから予算の概要を説明させていただきます。収入の部というところです。ここでは

大仙市の補助金を３０万という風にお願いしたいと思います。自己資金が１５万、これは

会員がそれぞれ負担をするということです。賛助金というのが出演者にも少し負担をして

いただこうということで、収入のトータルが５１８，４００円ということになります。  

支出の方は音響設備一式と書いてありますが、これはパワーアンプだとかミキサーだとか

マイク、マイクスタンド等々が入ります。これ、一式２１６，０００円、それから各種楽

器のレンタルとありますけれども、各種といいましても主なものはドラムセット、キーボ
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ードなどが主体になるだろうという風に思います。それからステージの制作で１２９，６

００円、テーブルイスのレンタルが２１，６００円、先ほども申しましたポスター・パン

フレットの作成に３２，４００円、それからすべてアコースティックといいながら全てス

ピーカーをマイクを通してならしますので電源が必要です。そのための予備の発電機のレ

ンタル料として、４３，２００円、そして機材を運ぶための車、トラックといいますか、

それが２１，６００円、トータル５１８，４００円ということで予算組みをいたしました。

以上説明を終わらせていただきます。 

 

〇会長 

  ただいま「ミュージックサークル大仙」の方からの説明に際しまして皆さんの方から何

か内容、その他について質問があったらお願いします。 

 

〇本間委員 

  今回は野外ということで結構大々的なステージになるんじゃないかな、と思いますけれ

ども、ボランティアとかそういった方を募集するのか、いすとかテーブルとか設置する場

合に大変難儀すると思うので、そういったボランティア方の募集とか、あるいは一般の方

の出演を認めるのかどうか、というあたりをお伺いしたいです。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  では最初のご質問のボランティアの方をどうするかというご質問ですけれども、今のと

ころメンバーが２１名おりますので、早めに集合して自分達で設営をしようかなと思って

おります。したがって現在の所、ボランティアを頼むという計画はございません。 

  一般の方のステージでの演奏ということですけれども、やっぱりあらかじめスケジュー

リングをして何組いるから一組何分と時間割を決めないとずれちゃうということがありま

すので、横手市みたいにあらかじめ出たい方を公募する募集するという手順は今回取れな

いと思っています。ただ、自分達以外の方にも出演いただきたいので、日頃交流のあるミ

ュージシャン達にはお声掛けをしようと考えております。 

 

〇会長 

  よろしいですか。それではほかにありませんか。 

 

〇高畑委員 

  時間１０時から１６時と結構長いんですけれども、何組くらい出られる想定とか決まっ

てる範囲で確定してるんでしょうか。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  会員だけで２１名おりまして、全員一人づつステージに立つわけじゃないんですけれど 

 も。会員の中では多分７～８組いると思います。一般の方とかフラダンスの方も来ていた
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だきますので、だいたいステージで演奏する一組が演奏する時間はだいたい２０分くらい

なんですよ。それでステージを変える時に、色んな機材を楽器を持ち込んだり寄せたり交

代する時間がありますので、だいたいそこで５分ぐらいとられるんで、一時間に３組まで

は難しいかな、と思っています。したがって結構時間は長いというイメージとは思います

けど出演者の数からするとそんなに我々としては長くないな、という風に思います。 

 

〇高畑委員 

  心配しているのは音の部分なんですけれども、アコースティック、フォーク、ニューミ

ュージックという形でおっしゃってたんですけれども、実際この大曲地域協議会で３月に

フォアブルーという形でバンドを７組呼んだイベントをヒカリオで開催したんですけれど

も、その時はエレキギターやベースとかドラムが入った形でやったんですけれども、その

時に周辺の方が音の問題と言いますか、が出たりしたんですけれども、そのあたりは市の

方からお伝えしてはいるのでしょうか。それで、今回のアコースティックというような形

ですけれども、スピーカーをさっき通すという形でまずドラムもあるので、アコースティ

ックと言えども、けっこう周りに響いたりするんじゃないかな、と思うんですけれども。

その音の面というのは周りへの対策など何か考えているのでしょうか。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  先ほど言いましたとおり、確かにアコースティックとは言いながらドラムセットを使う

グループもありますし、当然ベースギターを使うグループもあります。したがってまず設

営するときのステージの向きと言いますか、どっち側にステージ、いわゆるスピーカーを

どっち側に向けるかというところがひとつポイントになるんじゃないかな、と思います。 

 それから、大きな音を出さざるを得ないグループをなるべく早い時間や遅い時間にもって

こないように、工夫をすれば行けるかなという風に私は考えているんですけれども。 

 

〇高畑委員 

  私は、フォアブルーというイベントをやった時も一応地域の方々へもヒカリオ周辺です

けれども、あいさつ回りでこういうイベントをやりますよ、ということはして回りました

けれども万が一イベント中に例えばそういったことがあって、ちょっと中止をしなきゃい

けないということも、万が一ですけれども、限らないので周りの方々への対応というのは

ちょっと考えられた方がいいのかなと思っているところです。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  はい。 

 

〇会長 

  はい、ほかにございませんか。 はい、齋藤委員。 
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〇齋藤健太郎委員 

  はい、期待される事業効果のところに、多くの集客が期待できると書いてありますけれ

ども１０時から１６時まで開催といいますと、そのお客さんなりが来た場合に飲食ブース

だとか、露天だとか、そういうのは予定しているんですか。 

 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  予定しておりません。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  もう、来た人がただ音楽を楽しんで。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  ええ、我々ができる範囲はそこまでちょっと考えてなかったんで。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  あの、ポスター・パンフ制作で３２，４００円みておりますけれども、先ほど高畑委員

も言った通り、フォアブルーの際はもう少し予算をつけて市内色んな所に配布して掲示も

していただきましたけれども、けっこう人は来るんですけれども、音楽フェスの部分、地

域協議会のフォアブルーの場合はフェスだけじゃなくて、先ほど言ったフランダンスみた

いな感じで地域の子供たちにダンスを踊ってもらったりというそういう部分にはすごい人

が来たんですけれども、実際バンドの所にはそうでもなかったという現実がございました。 

  ブースを飲食ブースをやることによって、そこにはすごい人がきておりましたのでどち

らかというと、バンド、趣味の感じで自分たちがやっているというだけで、せっかく地域

枠予算を使ってやるのであれば集客が期待できるとこの効果にも書いてありますので、来

る人たちが来て楽しかったなと思えるような、自己満足のイベントじゃなくて、そういう

ところも配慮して考えてもらえたらいいのかな、と思います。 

  

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  はい。 

 

〇会長 

  はい。ほかに皆さんございませんか。 

  じゃあ、私からちょっと一つ。このイベントこのさきずっと、できれば継続してやって

いきたいとお考えでしょうか。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  はい。その通りです。 
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〇会長 

  わかりました。ほかにございませんか。 

  はい。丸谷さん 

 

〇丸谷委員 

  今、齋藤委員がおしゃったのと同じなんですけれども、今まで色んなイベントに参加を

されたことはあると、でそのミュージックサークル大仙さんが主催した屋外イベントとい

うのは今まであったんですか。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  主催したというのは、いわゆる自分達だけのステージで演奏したということだろうと思

うんですけど、それは先ほど言った長野のお祭りとそれから土屋館祭は自分達だけのステ

ージで演奏しました。それ以外の行事っていうのはその地域で計画したある時間に行くと、

したがってサークル全員、全体が行くっていうことじゃなかったんです。大きく言うとそ

の２つです。 

 

〇丸谷委員 

  まあ、今齋藤さんが言ったようにその集客って部分で今まで参加されたイベントは主催

者が集客って面ではやってくれていたことなんですよね。多分ね。そこに行って演奏した

ということなんでやっぱり助成金を使うとなると演奏する方の発表の場、交流の場だけで

はちょっとかなり厳しいところがあるのかな、と思います。なので、音楽に興味がない方

でもちょっと足を運べるような何かがやっぱりこれは必要になってくるのかな、と思って

おります。よろしくお願いします。 

  

〇会長 

  はい。よろしいですか。ほかの意見は。はい。熊谷委員 

 

〇熊谷委員 

  はい。やはり今までの委員の方と同じような内容になるんですけれども、集客って意味

ではすごい不安が残るイベントに感じました。どういった方に来ていただけるようにする

んでしょうかね。ポスターとパンフというだけなんですけれども、色んなジャンルの音楽

があるっていうことではあったんですけれども、どういうお客様を想定してのイベントな

のかという部分とか結構予算をみるとそれぞれ立派な設備とかにはなっているんですけれ

ども、設備は良くて発表する場合、呼び込むためのポイントというか売りが弱い、と感じ

ましたし、あと集客に関してそういう部分で考えていただきたいのと、野外フェスなんで

雨天時の対応、もちろんお客様を呼ぶイベントなので雨天時にどういう風な対応ができる

のかという部分、あとは、組合の方以外の方を呼ぶ場合の報酬について書かれていなかっ

たんですけれども、その場合報酬とかなしで皆さんボランティアで出ていただけるような
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形になるんでしょうか。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  そうですね。 

 

〇会長 

  よろしいですか。それではだいぶ時間も経過したので、それではここでミュージック  

サークル大仙さんの方の説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

 

○「ミュージックサークル大仙」渡邊副会長 

  はい。よろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

  それでは、次に応募番号２番の「マイ・フラワーロード推進会 大曲・仙北地区」より

説明をお願いしたいと思います。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」西村さん 

  はい。マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区になります。そうすれば説明の方させ

ていただきます。 

  マイフラワーロード推進会は平成１２年から湯沢雄勝・横手平鹿・大曲仙北の３地区で

建設業者の団体、当初は各地区１０社参加して現在は各地区６社から７社大曲仙北地区は

６社が参加して各社のボランティアと協賛金で運営しております。国道１３号の湯沢市か

ら大仙市までの約９０キロの地域の環境美化・活性化につなげたいと思い、マイフラワー

ロードとして地域の皆さんとともに緑地帯に植栽する活動をしております。私どもマイフ

ラワーロード推進会大曲・仙北地区は大仙市花館柳町地内と美郷町金沢地内の２地域で花

壇に花を植栽しています。大仙市花館柳町地内の花壇ではサルビア、マリーゴールド、ベ

コニア、メランポジュームなど約３００株を植栽して１１月上旬までの期間水やりや草取

りなどの維持管理を実施しております。特に今年の活動で花壇の準備を６月２３日には花

苗の植え付けを実施して完了しております。花館柳町地内の花壇は大曲市街地の入口にあ

たる国道１３号花館柳町交差点にあり、大曲の花火や今年開催されるねんリンピックで大

仙市を訪れる多くの方々を満開の花でお出迎え、お見送りすることで大仙市のイメージア

ップの向上に寄与すると共に交差点で信号待ちするドライバーの焦る気持ちに癒しやなご

みを与え、交差点での交通事故発生の低減に役立つと期待しております。 

  昨年度、当推進会の横手平鹿地域で横手市から補助金を受けたことを知り、大曲仙北地

区が大仙市から補助金が受けられないものかと思い、今回この地域づくり事業に申請した

次第です。今回は花館柳町地内の花壇で７月から１１月までの期間で行う花の維持管理に

かかわる費用、水やり・草取り片付けでダンプや水撒き用ポンプ、草刈り機の借り上げ、 
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 及び草取り草刈りの処分費を補助してくださるようお願いします。以上で説明終わります。 

 よろしくお願いします。 

 

〇会長 

  はい。ただいまマイフラワーロードから説明がありましたけれども、委員の皆様から質

問その他ありましたらよろしくお願いします。 

  はい。戸嶋委員。 

 

〇戸嶋委員 

  毎年これまでもやってこられたということなんですが、ずっとここの場所でやってこら

れたということでしょうか。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」西村さん 

  国道１３号に付随する箇所をやっていまして、ここの花館柳町については平成１３年か

ら植栽の方行っております。その前は西仙北地区で一年、神宮寺の旧国道１３号線沿いで

１５年位今のバイパスができるまで行っておりました、そちらの方終わって美郷町の方に

一か所移しまして今言った花館の方は続けてやっております。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」立原さん 

  バイパスなって払い下げになってしまったので、神宮寺の方はやめたということです。 

 

〇戸嶋委員 

  この国道脇に花壇が設けられている場所は他にもいくつかあるんですか。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」西村さん 

  はい、大仙市管内でも何か所かありまして、それぞれ企業さんの方で自社の出入り口に

ついてはやってくれているところもありますし、ずっと放置している所もあります。代表

的な所で大仙市の戸地谷交差点、三建塗装さんとかゴシンさんとかあるところなんですけ

れど、あそこのところは別のボランティアさんが参加して花の方やってもらってますし、

個人で家の前の所やってくれている所もあります。 

 

〇戸嶋委員 

  ありがとうございます。 

 

〇会長 

  はい、みなさん他に質問はございませんか。 
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〇成田委員 

  質問ではないんですけれど、私は国道の１３号線通るたびに玉川の橋の手前の方ですよ

ね、あそこ夏なんか皆さん汗かきながら水やりしたり草取りしているのを見て本当に頭の

下がる思いで見ていました。あそこと戸地谷の国道のあそこは田沢湖事務所とか言ってま

したか。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」西村さん 

   秋田に向かって右側の方、三建塗装さん側の方は確か商工会の婦人部さんの方でやら

れてまして、上り車線側の方は去年まで国交省のＯＢの方がやられていました。それも

なんだか、別の団体さんのほうで、確か地元の方々が花壇をやるということで申請受け

たと国交省から話をきいております。 

 

〇成田委員 

   朝早い五時頃から水まきしたりして、本当私たちは花好きですので、癒されています。

皆さんの頑張りには私たちもちょっと何かあるのかな、と思ったりもおりましたけれど

皆さんボランティアということはやっておりましたので、いつも楽しませていただいて

おります。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」西村さん 

   ありがとうございます。そうして見ていただけてれば助かります。なかなか外の方に

伝わらなくてどこでやってるとか、なかなか出てくれる人もいなかったのでそう言って

もらえると非常に助かります。ありがとうございます。 

 

〇会長 

  はい、他にございませんか。 

 

〇丸谷委員 

  去年までにはお金はどうしていたんですか。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」西村さん 

  こちらの収支表の方にもありますけれども、協賛各社の方から協賛金の方をいただきま

して、それで今大曲仙北地区は大仙と今の花館の２か所やってましてだいたい半分の１５

万円くらいずつかけています。去年までは花の苗代、あとはそれぞれの花壇の肥料花苗代

あとは草をおさえるための黒マルチだとかそれぞれの資材の購入、残った部分につきまし

ては人の方はほとんどボランティアの方でお願いしておりまして、かかる車両代や機械代

の方もできる限りは自社の方で出しましたけどなかなかそれもちょっと予算オーバーにな

ってしまうことが多いので、できるだけ持ち出しで頑張ってましたけど、これからも続け

るようであれば今回このような事業があるということでお願いできないものかと思いまし
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てお願いした次第です。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」立原さん 

  それの話１９社で５万円ずつのお金を出し合って、９５万集まるんですけれども、それ  

を３地区で分けて３１万円くらいになるんですが、私の方では美郷町と今の花館あります。

１５万ずつでだいたい分けながらやっているということです。 

 

〇丸谷委員 

  はい、大変難儀をかけていたんだな、と思います。今、建設業界さん若い方が成り手が

少ないという話をちょっと友達から聞いたりしたこともあったものですから、今回補助金

もらうにあたって、何か子供なりなんなりをちょっと一緒にやるとかとすると印象は良く

なるのかな、と。印象といえばおかしいですけれども、今後続いていくとなるとそういう

面では業界さんの若い参加してもらえれば、そういうお話できるだろうしそういったアイ

ディアもどうかな、と思いました。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」立原さん 

  ゴミ拾い関係はやっぱり子供さんも連れてやっているんですけれども、そっちのボラン

ティアが連れて、この花についてはちょっと植える時とかはいいんでしょうけれども、水

やりとなるとやっぱり時間がいつもその時間で済むなというところで、なかなか時間を合

わせるの容易でないのかな、というところもあります。 

 

〇丸谷委員 

  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

〇会長 

  はい、他にいかがでしょうか。 

  それではないようですので、説明の方は終わらせていただきたいと思います。どうもお

つかれさまでした。 

 

〇「マイフラワーロード推進会大曲・仙北地区」立原さん・西村さん 

  どうもありがとうございました。 

 

〇会長 

  それでは、新規事業について各団体から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の方から説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料１に基づき応募番号３～１０の説明】 
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〇会長 

  はい。ありがとうございました。 

  それではこれから一件ごとに皆さんからご意見を伺って採択かどうか承認をお願いした

いと思います。それでは最初に１番の「ミュージックサークル大仙」の内容について皆さ

んからご意見どうかありましたらよろしくお願いします。 

 

〇齋藤委員 

  さきほどもいいましたけれども、市の方ではヒカリオでフェス的な事をやるということ

に関しては、どのようなお考えなのかお聞かせください。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい、私がそのクレームを直接受けた者ですので、非常に周りの人達は少しきつめの言

い方をされました。今回の申請に当たっては、まず音楽のジャンルが違うというのが一つ

大丈夫な点かな、というのはありますし、この間、申請しに来ていただいた時には担当の

方からそういうことがあったので、音には十分注意してください、ということは伝えてあ

ります。 

 

〇齋藤委員 

  ありがとうございます。さきほども言いましたけれど、やっぱり自分たちの満足するた

だのイベントにしか過ぎないような感じが私は聞いていて思えたので、やっぱり来場者の

ことも考えておりませんし、雨が降ったら自分たちで辞めるか、というようなイベントな

のかな、とポスターの配布先も多分決まってなさそうでしたし、もう少しこう、もんでも

らってまだ時間もありますしここで採択しない方が私個人的な意見ですけれども私はそう

思いました。以上です。 

 

〇会長 

  みなさん、いかがですか。はい。髙畑委員。 

 

〇高畑委員 

  さきほど、課長は「ジャンルが違うので」と言っていたんですけれども、多分ドラムが

あってベースも使ってスピーカーを通すとなると、当日音どのくらい出すかわからないん

ですけれども、多分音の問題って払拭できないんじゃないかと個人的には思っています。

あと団体の名前、前地域協議会をやった時に確かペアーレ大仙だかでやった時あったんで

すけど、その日行ってみようかなと思って行ったんですけど、その日雨が降ってたんです

けど、そのときちらっとペアーレの付近を時間内に行ったんですけど、あまりやっている

形跡がなくて、どういう経緯だったかは定かではないんですけれど、雨天時のこととかも

ちょっとどうなのかな、というのが気になっております。 
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〇会長 

  事務局の方では感想としていかがですか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい、今回のところは皆さんが疑問に思っている通りかな、と思うんですけれども、例

えば採択を前提としてお話をさせていただくと、そういう音に注意してくださいとか集客

いわゆるＰＲについてこういったことにしてください、というような意見を附してやると

いう手法もあるかと思うので、そういう風な考え方もできるのかな、という風には思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

〇会長 

  今事務局の方からそういった条件を付けるということじゃないけれども、そういった形   

 の助言をしながら、実施の方向でどうかというようなことですが、皆さんそれについては 

 ご意見ありますか。はい。 

 

〇戸嶋委員 

  自分達が日ごろやっている何かを披露するという意味では、お花やっている方とか色ん

な方々が、稔りフェアの時とか交流センターとかで展示するときありますよね。そういう

機会皆さんあるかと思うんですけど、それと同じ感覚だとすると稔りフェアとかどこかに

乗っかって人が来るタイミングで披露するなら、まだいいのかな、という気がします。確

かに集客、私も自己満足で終わっちゃうんじゃないかな、と思います。なので、この独自

のイベントとして日にちを設けてやるということに、どうかな、と、そういう選択肢もあ

るんじゃないかな、という気がします。 

 

〇会長 

  ほかにご意見ございませんか。 

 

〇佐々木浩委員 

  私の勘違いかもしれませんが、武藤さんて駅前の何か。 

 

〇会長 

  そう、クロスロード。 

 

〇佐々木浩委員 

  俺も一回行ったことあるような気がするけど、あれけっこうそれなりの楽器を使って、

音は結構しますけれども、というようなことをやっていたんです。中で。外部の方でやる

っていうのは、その辺はどうかな、と思いますが。勘違いではなかった。 
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〇佐藤久美子委員 

  前もあの人達３０万もらいましたよね。ペアーレでやったり土屋館のイベントに紛れ込

んで演奏会をやってましたでしょ。でも、彼らだけであそこのヒカリオの場所をお客さん

でいっぱいにできるとはちょっと思えないです。もっと一所懸命一所懸命考えてメンバー

が２１人だけじゃなくて、もっと他の人も巻き込んでキチッとした組織でこの日のために

向かっていくのだったらば、期待して応援したいなという気持ちもあるんですけれども、

今のこれだとちょっと１０時から４時までは無理かな、と思いました。 

 

〇会長 

  うん。多分皆さんの共通の色んな課題というのは、１つは外部に対しての広がり、地域

に対しての広がりというものを、例えば飲食ブースを設けたり色んな物で、一般市民の方

に広がっていくかどうかという点に疑念を持っていると思うんですよね。 

どうですか皆さん。 

 

〇本間委員 

  参加者から、もう少し広げてもらってですね、子供からある程度、若者って書いてるん

ですけれども縛られないで、誰でも応募した中から参加者を出すというような形にしたら

もう少し盛り上がるんじゃないかなとは思います。 

 

〇佐藤久美子委員 

  せっかく「ヒカリオを使ってやります」と手を挙げて下さったところなので、応援した

い気持ちはとてもあって、成功してもらいたいなと思っています。なので、一応賛成にし

て、賛成にはするけれど「もっと詰めないとダメですよ」ということを事務局の方から言

っていただくという方法はありますね。 

 

〇会長 

  多分、これ皆さんと同じだと思うけれども、やっぱり計画をもうちょっとふくらませて

もらって内容も練ってもらうという条件付きで、という形じゃないとやっぱりちょっと、

すぐもろ手を挙げて賛成という訳にはいかないんじゃないかということですよね。 

  では、そういう形で内容をもうちょっと詰めてふくらませてという条件付きで採択とい

う形でよろしいでしょうか。皆さん。 

 

 （「はい」の声あり） 

 

〇会長 

  ではそういう形で採択という、事務局の方からそういうお話をさしていただいてそうい

う条件付きで採択という形になりましたということで行きたいと思いますので、よろしく

お願いたしします。もし、これからもずっと続けて行きたいという考えであるとすれば、
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多分そういったことをやっていかないと続いていかないんではないかと思うんですよ。で

すから、そういうことをお話していただくということで、採択という形にしたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

  それでは２番の方のマイフラワーロード推進会の方からの申請について皆さん、ご意見

ありましたらよろしくお願いいたします。 

  内容については疑問の点は何もない事業だと思いますけれども、それではないようです

ので賛成の方挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 はい。全員挙手ということで採択したいと思います。 

 

〇会長 

  それから事業Ⅱ型ですけれども、中上町の会館敷地内の立木の撤去作業についての申請

について皆さんからご意見ありましたらお願いします。 

 

〇打川委員 

  質問ですが、会員は６５名となっているんですが、これは住民数ですか。世帯数ですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  世帯数になります。 

 

〇会長 

  あ、世帯数。その会館を利用している方の世帯数。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうです。 

 

〇打川委員 

  その土地はどなたのものになるんですか。 

   

〇会長 

  会館の所在地ですか？ 

 

〇打川委員 

  会館の所在地の土地は個人所有ですか。それとも大仙市の？ 
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〇事務局（高橋次長） 

  はい。会館は中上町のものになっております。土地は市のものになっております。 

 

〇会長 

  はい。ほかにございませんか。 

〇会長 

  それではないようですので、中上町町内会の方からの申請について、賛成の方挙手をお

願いします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。皆さん賛成ということで採択したいと思います。 

 

 

〇会長 

  それではその次に申請ナンバーの４ですね。曲陽会からの古四王神社の見学会の申請に

ついて皆さんからご意見ありましたらお願いします。 

  はい。髙畑委員。 

 

〇高畑委員 

  今回、秋の大祭に変更するということだったんですけれども、秋の大祭ってだいたい毎 

年どれぐらい人が来ているかってそういうのは、わかりますか？ 

 

〇事務局（田口参事） 

  秋の大祭は曲陽会というところが東大曲小学校区となりますので、小学校も一緒に事業

に参加しています。各小学校、各地区からミニぼんでんを奉納するというような事業もや

っておりますので、子ども達プラス地域の方々が参加するという、保護者がメインですけ

れども、そういった方々が参加しております。 

 

〇高畑委員 

  確か、去年までお盆でしたので、帰省した方々とかにも、というような意味も込められ

ていましたよね。この部分が秋にやると狙うターゲット層がずれてくる、狙うところが別

になってくると思うんですけれども、多分秋に移すとさっき聞いた感じだと、期待される

事業の効果のところで「地域の子ども会や周辺地域の参加も期待でき」と書いてあるんで

すけれども、下手したらそこだけの参加になりかねないのかなとちょっと思ったりしてま

して、改めてずらす認知であるとかチラシも今年どうなるか分かりませんけれども変更し

て、例えばこの日は秋の大祭もあります。大祭は何をやってといったようなことも記載し
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たうえでやっていかないと、前やってたくらいの人が来るようになるのかな、と気になっ

たところです。 

 

〇事務局(田口参事) 

  はい。まず８月のお盆の帰省の時期から９月に変更した理由の一つは、年々帰省の時期

に開催しているんですけれども、来て下さる方が年々減っているというのが一つの原因で

す。昨年の地域協議会の時でしたけれども、日程等の変更・開催する内容をもう少し検討

した方がいいのではないかという意見が地域協議会の方からありました。曲陽会の方でも

協議をした結果、夏も開催したいのはやまやまなんですけれども、見て下さる方がいない

ことにはやる費用対効果といいますか、そういったことが薄くなるというところで、であ

れば地元の子供たちにみていただいて、そこから広げていく、チラシについてもこの予算

の中にはございませんけれども、曲陽会という別のチラシが地元では出ているんですけれ

ども、そういったところに９月のお祭りに合わせて開催するのでこれまで来る機会のなか

った方々もおいでください、というような形で実施していきたい、という風にしておりま

す。ただ、ポスターについては神社の大祭と言いますと、やっぱり少し宗教的な部分もご

ざいまして、一緒に掲載できるかどうかはちょっとわからないんですけれども、そこの部

分は少し気をつけながら、ただこの日は大祭は大祭でやるし、このライトアップもやるん

だけれども、その曲陽の地区でお祭り的なものも一緒に例えば舞台もやるですとかそうい

ったことも全部合わせて開催したいというような計画があるようでしたので、ターゲット

は高畑委員もおっしゃるようにこれまでのターゲットとは少し変わるかもしれませんが、

子供のうちから地域のことを学んでいただくというような機会にはつながるのかなという

風に思っております。 

 

〇佐藤久美子委員 

  会計のところなんですけれども、予算額のところで食糧費が３万円発生していて来客用

お茶代が１万円と協力者の賄いが２万円なんですね。で、今お話を聞けば来客者は地元の

子供達であったり地元の人であるわけだから、その人たちにもちゃんとお茶代を出して地

元の集まるところのあれに、この賄いがちょっと私今まで出ていなかったな、と思ったん

で気になったんですけど。 

 

〇事務局(田口参事) 

  ここは、出ていたんですけれども、ちょっと説明の中で触れましたがⅡ型ですので食糧

費は補助対象にはならないので、地元でいらして下さった方子供たちも含めてですけれど

もそういった方々にお茶とか、歩いてきたあとなのでお茶を出したいというような考えの

ようでした。 

 

〇会長 

  例えばさっきの説明ですと、予算額が 341,880円なんだけれども、自己資金の 3万円を
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この食糧費に充てるということだったのでそうかな、と。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。わかりました。 

 

〇会長 

  いかがですか。他に質問ございませんか。 

  まあ、大仙市では数少ない国の重要文化財に指定されている神社でございますので、ぜ

ひともいろんな形でほかにも外部発信していきたいという内容だと思います。それではご

意見の方ございませんので、採決したいと思います。賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

はい。それでは採択という形で行きたいと思います。 

 

〇会長 

  それでは続きまして５番の百梅クラブの地域交流線香花火大会と梅の種飛ばし大会のこ

とにつきまして皆さんからご質問ありましたら、お願いいたします。 

 

〇本間委員 

  私、角間川ということで何回かこちらのお祭りの方に行ったことがあるんですけれども、

皆さん一生懸命頑張ってやってます。それでちょっと確認したいのはこれ出店が出るとい

うことでほっぺさんですけれども、売り上げた物はほっぺさんの方に入るのか、というの

と、それから同じように出店でイベントの方では一番最後の方になりますけれども、サマ

ーフェスタですね、こちらも子ども達が出店を出すということで、こちらの方は予算の方

に売り上げたものが収入となって、例えば売り上げたお金が非常に多かったという場合に、

補助金の額が削られることになるのか、売り上げたお金の取扱いというところで事務局さ

んの方で何か基準のがあるかどうかというところをお聞きしたいです。 

 

〇事務局 

  はい。百梅クラブの方の売り上げと言いますか、ほっぺさんの方で出店している分につ

いての収益については全てほっぺさんの方の収入になるかと思います。その材料につきま

してもほっぺさんの方で調達しておりますので、それは通常の売上げとかわらないのかな、

と考えております。ハピネスの方につきましては申請している総事業費の中で、焼き鳥で

すとか様々なものを実行委員会の方で準備しますので、売り上げの方がこちらの歳入に見

込まれているというような状況でございます。これが、仮にすごい売れて補助金の部分を

食い込むのか、と言いますか補助金を返還する必要が出てくるんじゃないかというような

所については、これまで例がなかったのであまり想定はしていないのですが、そもそも販
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売しようと思って準備するものがそれ以上にはならないというような想定で予算が組まれ

ているようでございましたので、そういったところは作るところと買うところと販売する

ところが同じですので、あまりそういうことにはならないのかな、と考えております。 

 

〇会長 

  あの、サマーフェスタでも屋台が売り上げが確かに１５万円あるんだけれど、屋台の材

料費が１７万ですしね、やっぱり祭りの屋台なんかは非常に安くやると思いますので、そ

れでもうかる事業はないんじゃないか、という気がします。 

  ほかに質問ございませんか。なければ、採決したいと思います。それでは、百梅クラブ

の申請について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した。それでは採択という形にしたいと思います。 

 

〇会長 

  それでは次の６番の大川西根小学校ＰＴＡの方からありました“パイプオルガンで地域

を元気に”事業の申請について皆様からご意見ありましたらお願いします。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。これ、どうしてこう金曜日と日曜日にはなれてしまってるんでしょう。 

 

〇事務局(田口参事) 

  はい。子ども達をパイプオルガン教室というところに参加してもらうためには各学校の

協力といいますか、先生の付添いだったりということがありまして、学校のある日という

ことで金曜日になっています。日曜日の理由といたしましては地域の方々が土曜日よりは

日曜日の方が参加しやすいという地域の状況を学校の方で考慮した形で、日曜日の開催で

す。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。わかりました。 

 

〇会長 

  はい。ほかにございませんか。なければ、大川西根小学校ＰＴＡからの申請について採

択したいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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  それでは採択ということにしたいと思います。 

 

〇会長 

  それでは続きまして西根が続きますが、西根地区コミュニティ会議の方から出ておりま

す第１０回ＷＥＳＴフェスタについて皆さんから質問ご意見ありましたらよろしくお願い

します。 

西根地区のコミュニティ会議では一番大きい事業ですね。中心となる毎年やっている事

業です。いかがですか。 

 それでは質問ないようですので、賛成の方挙手お願いしたいと思います。 

 

 （全員挙手） 

 

 はい。 

 

〇会長 

  それからもう一つ西根の事業でございます。大川西根子ども会育成連合会の方から出て

おります「生きる力」豊かな体験活動 in西根小学校という申請につきまして、皆さんから

質問その他ありましたらお願いします。 

 

〇打川委員 

  その活動というのはよく小学校の中で田植えとか稲刈りとかやっていると思いますが、

それと何が違うんですか。 

 

〇会長 

  そうですね。それのさつまいも版です。それと子ども会で主催してですね。学校でやっ

てるんじゃなくて、子ども会で主催、子ども会連合会で主催しているものです。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  これは、じゃあ、休日に開催するということですよね。 

 

〇会長 

  そうですね。子ども会ですからね。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  この上旬とかって書いてますけれども、これって休みの日に開催をするのでしょうか。 

 

〇事務局(田口参事) 

  休みの日とは聞いているんですけれども、やはり天候にもよりますので、可能な限り休
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みなんですが、保護者の方がお手伝いできる方もいらっしゃるようですので、平日という

ことも天気次第ではあると思います。 

 

〇打川委員 

  参加者は西根小学校の生徒さん全員になるんですか。 

 

〇事務局 

  そうですね。全員です。１年生・２年生はあまり詳しくわからないんですが、３・４・

５・６年生は全員参加するとのことです。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。指導者ってどなたなんですか。 

 

〇佐々木浩委員 

  指導者ですか、農業指導者ですけれども、判田さん。あと畑作りの専門の農業の方が来

て色々指導しているようです。 

 

〇佐藤久美子委員 

  あの、地元の住民も老人クラブの方も参加しているので、その方たちはもう十分指導者

なのではないかと思ったので。 

 

〇佐々木浩委員 

  いや、老人クラブ全員がくるわけじゃないので。うん。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。わかりました。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  前から私質問しているんですけれども、すごいいい事業で素晴らしいと思うんですけれ

ども、地域によっては地域協議会で一つ申請して、そこで何個かの事業をやっているとい

う形で一括して地域協議会からいただいているという地域もございますけれども、大川西

根さんとか内小友さんとかというのは、まあ団体が違うのでそれはもちろんいいとは思い

ますけれども、例えば子ども会でやっている事業が学校の平日にやっているのであれば、

ＰＴＡ活動とほぼ一緒なのでは、団体をただ変えて補助金申請をしているのではないかと、

私は思うんですけれども、こういう感じで申請していいのであれば、ほかの方にもそうい

う風に平等にしてやるべきだと私は個人的に思います。ぜひ、四ツ屋もよろしくお願いし

ます。 
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〇会長 

  というご意見があるんですが、いかがですか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい。大川西根につきましては途中から分離したではなかったと思っています。明らか

に別団体として過去から受け付けていた記憶があります。今、齋藤委員から言われたこと

は都度出てくる話ではございますので、ただそれが別の団体だと判断できるかどうか、そ

こだと思うんです。事務局としては、別だと言われればそこは信頼関係でそういう風に受

けることになると思いますが、例えばこの委員会の中でこれまで一つにあったものを二つ

に分けたということはいうことは、逆に補助金をもらうためにではないか、という言われ

方をすることがあります。どっちとして判断するかというのが非常に難しいところではあ

りますので、そこは充分な検討協議が必要かと思います。私どもでは全部良いよ、という

風には言い難いのかなと感じております。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  あの、コミュニティ会議の中に各ＰＴＡの会長さんだったりとか、保育園の保護者会長

さんだったりとか、色んな長が付く人方が入っておりますし、その中で事業をやるという

よりもどちらかというとコミュニティ会議の中でもんで、全員でやるという形をとってお

りますので、最終的にコミュニティ会議の中で申請、その中で分けてやるという形ですの

で、今後新しい事業をやるときはコミュニティ会議の中でやらないでその事業に対して関

わる団体から申請するというのは、良いんですよね。 

 

〇事務局(高橋次長) 

  その団体がコミュニティ会議の一部でないかという風に見られなければ大丈夫だと思い

ます。例えばコミュニティ会議の下部組織であるとか、中の部会的なものであるとか、そ

ういう風であるとちょっと見方は変わると思いますが、そこは委員の皆さんで判断してい

ただく、最後はそこに委ねるしかないのかな、と思います。 

 

〇佐藤久美子委員 

  じゃあ、前の時にお花見の時に、余目さんで予算をいただいた時に同じような時期のそ

の場所でやるのに、花火だけは別のとこから予算をもらったことがありましたよね。それ

も別の団体という。 

 

〇事務局(高橋次長) 

  それは同じ日に花火をやる団体と花見を実施する団体ということで別という風に皆さん

からご判断を最終的にいただいたと思っております。 
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〇佐藤久美子委員 

  難しいですね。とっても難しい。わかりました。 

 

〇戸嶋委員 

  全体のこういう事業をやる予算の枠内で色々やりたい人が手を挙げてやって、おさまる

のであればいいと思うんですが、こうやって申請できればなんとかなるんだ、みんなが手

を挙げてきた時に、もう予算なくなりました打ち切りとなるのでしょうか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい。今まで大曲地域の地域枠予算についてこれまで満額いったことはないんですけれ

ども、他の地域の例を見ますと、正直言って打ち切りということになっています。 

 

〇佐々木浩委員 

  他の方はもっとあるの？申請が。予算をオーバーするだけの。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  他の方は予算額そのものが大曲より少ないです。大曲は１千万。他の地域は５百万プラ

ス全体の１千万を人口割で割り振りするということで、高いところでは７百万ちょっと位

のところなんですけれども、だいたい執行率が９０％は超えております。９９％、１００％

という時もたまにあるんですが、突発的に出たものに対応できないというか、年度末に近

くなってから申請あがったものについては、対応できないという例も生じております。そ

ういったことから、連続している、３年連続したⅢ型の事業については検証を行いながら、

だめなものはやめていただく、良いものは続けていただく、直してもらいたいものは直し

てもらうというような検証をしていただいているということもあります。枠内であるから

どうでもよいということにはならないと思いますが、まず何度も言いますが、その団体が

その事業をやるにふさわしいのかどうかというところが一番注目して判断しなくてはいけ

ない部分かなという風には思っています。 

 

〇会長 

  いずれ、どちらかというと大曲地域は内容を皆さん厳しく見てくれているので、非常に

ちょっと怪しいなと思う団体は事務局の方でも指導して、これではダメだな、と思う団体

は取り下げたりしてきていますので、それが各ほかの旧市町村は色々な基準が微妙に大曲

地域とは違っていたところがあったので、それで２～３年前に事業検証という形で内容を

ある程度統一した形で検証しようというようなことで、今進めてきている状況です。です

ので、事務局の方でも、多分この後も、他の地域と大曲と、やっぱりきちっとした同じよ

うな基準で、こういう風に皆さんから採択かどうかといったことを、やって行きたいとい

う風に考えていると思いますので、まず辞めさせるための審議ではないので、出てきた計

画がもうちょっと一ひねりした方が良いという場合は、そういった意見をつけてより良い
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事業にしてもらうというのが一つの地域協議会の使命でもあると思うので、できれば色ん

なところから申請が出てあちこちで活発になってくれることがやっぱり本来的な目標です

ので、そういう形で検討していただければ良いのでないか、と思います。 

  それでは西根子ども会育成連合会の方の申請につきまして採択したいと思います。賛成

の方挙手お願いします。 

 

  （全員挙手） 

   

はい。ありがとうございます。それでは採択という形で行きます。 

 

〇会長 

  はい。それでは次に第６回サマーフェスタ inはぴねすの方からの申請についてきまして

皆さんから質問・ご意見お願いしたいと思います。 

 ありませんか。 

 佐藤さんはこれは毎年行ってますか？ 

 

〇佐藤久美子委員 

  毎年は行ってません。地元にいながらすみません。わりと防災意識を高めるとか、地域

の町内同士の交流とか色々盛り込んでいるので、ぜひそれに向けて頑張ってほしいな、と

思っています。代表さんだけが集まってやってる感じがあります。やっぱり役員さんが主

体になって町内会の３役とか子ども会がいてやっているので、もっと意見交換とかを色ん

な場所でしてほしいな、と思いますし。 

 

〇会長 

  これ、四ツ屋の水辺の楽校祭と同じ日なんですけれども、私これ午後なので去年行って

みたんです。結構賑やかで盛況でした。多分特にこの地域というのは新興住宅地ですので

やっぱり住民同士の交流が希薄になりがちなので、やっぱりこういった事業でお互いに一

緒に一つの事業を成し遂げていく、ということがやっぱり地域のまとまり作りには非常に

大事なのかな、と思っています。特にやっぱり旧大曲地区のコミュニティ会議ではなかな

かこういう風なまとまった事業を各地域でやってくれればいいのだけれども、なかなかそ

うなってないので、このサマーフェスタの幸町の方のこれは伸びてほしいな、という感じ

はしますね。 

 

〇佐藤久美子委員 

  幸町の子ども会の人数だけで７０人以上いますので、だから幸町７０人、大花町５０人、

福田町５０人位いますので、子ども達の人数がとっても多いところなんです。だから子ど

も会で何かしようにしてとしても、なかなか大変な場所なのでこういう風にして町内会と

ハピネスの方の地域のコミュニティの場所でできるのは、とても子ども会としてもありが



－26－ 

 

たいのではないのかな、と思います。 

 

〇会長 

  皆さんからご意見あります？ 

  では、なければ、このサマーフェスタ inはぴねすについて採決したいと思います。では

賛成の方挙手お願いします。 

 

  （全員挙手） 

 

はい。ありがとうございます。それでは全員ということです。 

 

〇会長 

  それでは最後になりました、これも毎年やられている事業ですけれどもＮＥＷストリン

グスプラザの会からの申請につきまして、皆さんからご意見・ご質問ありましたらお願い

します。 

 

〇会長 

  この事業に関わっている委員の方はいらっしゃいますか？ 

  結構続いてきてますし、大仙市の音楽の事業でも結構大規模な事業で進んできてる事業

だと思いますね。 

  それでは、ご意見ご質問ないですか？ないようですので、それでは採決お願いします。 

  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。これで地域枠予算の申請事業に関する審議を終わりたいと

思います。 

 

〇会長 

  それでは続きまして議題の３にうつります。 

  大曲地域振興計画について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料№２に基づき、大曲地域振興計画について説明】 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございます。 

  それではただ今事務局の方から説明がございました大曲地域振興計画の内容につきまし
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て質問その他ご意見ありましたらお願いします。 

 

〇佐々木浩委員 

   空き家を利用する対策支援ということなんですけれども、要するに使えるものを利用

するということだと思うんですが、空き家は大仙市にいくら位あるんでしょうか。まぁ、

空き家対策の方の管轄になるんでしょうけど。 

 

〇事務局（高橋副主幹） 

  はい。空き家の数ですけれども、大仙市で 1,000件は超えております。ちょっと、はっ

きりした数字は言えませんけれども、その中で住める・住めないというのもありまして、

両方合わせまして 1,000件を超えているという状況でございます。 

 

〇会長 

  空き家に関しては総合防災課が主管課となって調べているんですよね。この計画の中の

空き家というのは、いわゆる空いてる空き家を利用して体験住宅を作って、移住定住を考

えてる方に体験していただいて、移住定住につなげたいというための事業のことで、純粋

な空き家対策とはこの中に書かれている内容とは違うんですよね。 

 

〇事務局（高橋副主幹） 

  はい。 

 

〇佐々木良悦委員 

  資料№2－１なんでけれども、これは丸を付けて書いてください、という用紙なんですか。 

 

〇事務局(田口参事) 

  すみません。その２－１はですね、昨年、前の地域協議会委員の方々にお出しした資料

になっております。例えば、昨年 16人の委員の方がいらしたんですけど、8人から回答を

いただきました。例えば、施策の柱①若者から高齢者まで元気に暮らせるまちづくり、こ

れについて委員の皆様、各地域の状況はいかがでしょうかという問いかけをさせていただ

きました。それに対して回答が満足・普通・不満というような欄がございまして、満足さ

れている方はいなかった。まあまあかな、という方が 7人、不満という方が 1人いらっし

ゃった、というような表になっております。施策②も同じような形でその他のご意見とし

ては、「学校の行事なら参加するけど、親が関心を持てないでいると進めないと思う。」と

いうような自由記載の欄がございまして、この未来を担う人材を育むまちづくりという部

分に関してご意見をいただいたところ、こういう自由記載があったということです。これ

が各地域の状況というようなところでございます。 
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〇佐々木良悦委員 

  私も今年から初めてなもんで、よくわからないんですけど、そうすると今年終われば、

またこういうのが来るということですか？ 

 

〇事務局(田口参事) 

  そうですね。これは地域が取り組むというところの皆さんの地域はどうですか、という

ような状況を私達も把握したい。皆様にも色々認識を持っていただきたいというために出

させていただいた内容ですので、今年度も項目は同じになりますけれどもこれは地域振興

計画からひろった内容になっておりますので、これをまた皆様の地域ではいかがでしょう

か、というような問いかけをさせていただきたいと思います。 

 

〇佐々木良悦委員 

  地域ですね。私は四ツ屋なんですけれど、そうすれば四ツ屋のことですね。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうです。四ツ屋地域です。 

 

〇佐々木良悦委員 

  これを見れば、大曲全部をみればいいのかわからなくて、とまどってしまいました。 

 

〇事務局(田口参事) 

  そうですね。それぞれの地域それぞれの団体から推薦されてきている委員の皆様ですの

で、それぞれの地域のご事情を記載していただければよろしいかな、と思います。 

 

〇佐々木良悦委員 

  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

〇佐藤久美子委員 

  資料の２－２の所で「だいせんライフ」体験住宅事業があるんですけれども、今年度、

来年度のために体験住宅はもうあるんですか？ 

 

〇事務局（田口参事） 

  ないです。ないので、市としては体験住宅を整備して大仙市の生活を体験していただき

たい。それを提供するために、そういう住宅を整備していきたいのですが、委員の皆様、

お考えはどうでしょうか、という形になっています。 

 

〇佐藤久美子委員 

  他の県内では体験住宅をもう用意している市町村があって、そこをどんどん体験して、



－29－ 

 

その町に住み着いてる方もいらっしゃる話は聞くので、ぜひその空き家がどうとか言って、

所有者とうまくいかない空き家をどうこうしようというんじゃなくて、ちゃんと市の持ち

物として、そういう住宅を用意していかないとダメなんじゃないかなと、市がちゃんとオ

ーナーさんになってその住宅を用意していかないと、ものすごくめんどくさい問題が控え

ているような気がして早く用意して頂きたいな、と思います。 

 

〇事務局（田口参事） 

  ありがとうございます。大変心強いご意見でございます。ぜひ、書いてください。 

 

〇会長 

  昨年度は地域協議会で羽後町の体験住宅を見学に行きましょ、と。でも参加者が少なく

て取りやめになって、それで私と健太郎君と四ツ屋の方だけで行ってきました。やはり結

構利用はされているそうです。最低３日、２泊３日から体験住宅の利用してもらうという、

そのかわり、羽後町の盆踊りのためにはダメだよ、とそのために来るのはうまくない、と。 

 あれは新築だったので結構快適な、インターネットですぐ接続できるということで、いず

れやっぱり結構年間８０日位で。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  やっぱり羽後町に行って思ったことが、ただハードの部分をつくるだけじゃなくて、  

やっぱりネットワークだとか体験させるための仕組み作りというのが一番重要になってく

るのかな、と思いました。そこら辺は書きますけれども。 

 

〇事務局(田口参事) 

  はい。 

   

〇会長 

  結局、体験住宅ってただあの役所の担当部署が管理していて鍵を預けて、はい、どうぞ。

だけではダメな訳ですよ。来た方が例えば一週間いるんだったら、こういったこと、こう

いったこと、というプログラムをある程度いくつか作っておいて、それから合うようなそ

れを例えば農業体験したいとなったら、稲作体験だとか野菜作り体験だとかとしたい場合、

それを受け入れてくれる地元の組織、いわゆるボランティア組織みたいなものを作ってあ

げないとスムーズな運営ができないですよ。あと、役所の方が一週間ずっとはりついてや

れるわけでないので、だから受け入れ組織をきちんと作ってそういう要望が役所を通じて

体験住宅に滞在して、その地域の色んな行事に参加したり、農業体験したり、レジャー体

験したり、そういったところを作ってやってそういうことをやる組織というのも作ってい

かないと、やはり絶対に「ココはいいところだ」とは思ってくれないと思うんです。だか

らそういった形を作っていくというところがひとつ目標としている所だと思います。 

 これについては、このあとみなさんから意見をいただくという形でよろしいですか。 
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〇事務局(田口参事) 

  はい。そうですね。これにつきましては、ご意見をご記入いただいて、またそれについ

て、皆さんで協議を重ねて参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。７月２０

日までになっております。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。それでは議題の４番、仮称ヒカリオまるしぇ開催につ

いて事務局の方から御説明をお願いします。 

 

〇事務局(田口参事) 

  【資料№３に基づき(仮称)ヒカリオまるしぇについて説明】 

 

〇会長 

  はい。ただいま事務局から御説明いただきましたけれども、まだ仮称の話なので、細か

いところまでは詰める必要があると思いますけれども、今の段階のところでご意見ご質問

ありましたらお願いします。 

 

〇高畑委員 

  これ結局、何型の地域枠予算なんですか。 

 

〇事務局(田口参事) 

  これはⅠ型で考えております。 

 

〇高畑委員 

  １００万円？ 

 

〇事務局(田口参事) 

  いや、そこまでは。Ⅰ型イコール１００万ではないので、そんなにかからないかなと。

今、看板ですとか、チラシですとかオブジェの部分ですとか、そんなにかかる部分は少な

いのかな、と思っております。 

 

〇会長 

  はい。ほかにご質問ありますか。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  実行委員会に私も入らせていただいておりますけれども、継続事業でやるために出店す

る人の参加料をいただくということで、市としても継続事業でやって行きたいという気持
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ちはあるようですので、できればこの協力というところの実行委員会よりはＪＡ関係者だ

ったり出店して頂ける方を極力入れていただいて、私たちも協力者として実行委員会には

参加させていただきますけれども、実際そういうことやったこともありませんので、一緒

になってやっていくという形がいいと思いました。あと、やっぱり思うのが秋の稔りフェ

アがすぐ近くにあるのでどう違うのかな、という気持ちもありますし、前回この地域協議

会でやらせていただきました、フォアブルーというのが若い世代があの時フォアブルーが

立ち上がった段階の時に、私が意見したのは皆さん地域協議会で参加されている各地域か

らの人たちが、地域に若い担い手がいないと話をされているのが、私がはじめてこの地域

協議会委員になってて印象的でした。ですので、多分地域にはこの地域を何とかしなきゃ

と思っててもやり方をすべをわからない人達が結構いるのではないかと思って、フォアブ

ルーどんな形でもよかったんですよ。若い人達が敷居をさげて参加するというようなイベ

ントをやろうということで、フォアブルーというものをこの地域協議会で開催する経緯が

ございます。このヒカリオまるしぇというどちらかと産直という形ですので、若い人達が

これのヒカリオまるしぇにも参加できるような企画を練るというのも、私は一つだと思い

ます。何をやるかというと、私今の所具体的にはでてきませんけれども、そういうような

フォアブルーで手伝ってくれたメンバーいますので、そういった人達が参加できるような

仕組みを作るのも一つじゃないかと思います。以上です。 

 

〇戸嶋委員 

  例えば、秋田の公立美大に応援してもらうとかいうことできないでしょうか。大曲から

の学生さん通って行ってて、作品作ってたりすると思うんですけれども、卒業した人のこ

の作品を見れるとか、地元の人、大曲仙北地域の卒業生達がここで販売するきっかけがつ

かめたりだとか、そういったつながりがあったら・・・。 

 

〇事務局(田口参事) 

  それは、いいんじゃないでしょうか。決してこの野菜だとか山菜だとかそういったもの

にとらわれたものでないですので、私達ちょっと繋がりもなくて思いつきませんでしたけ

れども、そういった方々がいらっしゃるようでしたら、それは手芸品とは書いていますけ

れども、手作りの個人で作られた作品でしょうからそれは決してダメではないと思います。 

 

〇打川委員 

  日程が１０月１日というのは決定ですか。 

 

〇会長 

  色んな大曲地域の色んな行事とかそういったものの兼ね合わせから、ちょうど空くのが

１０月１日位なんですね。その前後。 

 

 



－32－ 

 

〇打川委員 

  地元の農家さんを、となると、その頃農繁期で忙しいと思うんですけど。 

 

〇会長 

  うん。まあ稲作に関してはね、その頃忙しい時期、私も家で作ってるけど。だいたい終

わる頃四ツ屋のライスターミナルも１０月の４～５日で終わるので、それも花火米とか後

半はね。だいたい９月いっぱい位なので、きわどい所ではあるけれど、ターゲットをもう

ちょっとこう、齋藤健太郎委員が言ったような若い農業従事者、そういった方に声掛けし

て色んなものを実行委員になって出店してもらうというのがいいんじゃないか、という考

え方してるので、いわゆる農家の大黒柱の父さん方が来るいうよりは、そちらの方がきて

一日だから特に秋の農作業というのは、継続してずっとあるという訳じゃなく、一日一日

区切りになるような作業なのでできるんじゃないかな、と思います。 

 

〇佐藤久美子委員 

  あの、体験コーナーをもっと充実して、若い人達も参加できるようなコーナーを増やし

ていかないと、なかなかお手伝いの人もやりたいことがないイベントになってしまうので、

それを食料品だけにしないで、クラフトの体験だとか色々工夫が必要じゃないかしらと思

います。 

 

〇事務局(田口参事) 

  その体験についきましては、やっぱり不足なところは有ると思いますね。委員の皆様か

らこういったのはどうでしょうか、というのがあれば逆にご意見をいただきたいと思いま

す。 

 

〇佐藤久美子委員 

  たとえばリースみたいなのは。協和の人たちがよく森林体験でやらせてくれるんですけ

れども、小枝に木の実をつけたりして、部屋のネームを作ったりとか、リースにして飾り

を作ったりとかそういう体験をさせてくれる団体さんがありましたので、高校生のボラン

ティアに習ってきてもらって教えてもらうとかあるかもしれないですね。 

 

〇柴田委員 

  地元野菜、山菜、青果物、加工食品ということで書いていますけれども、まずかぶって

るといいますか、出品者がそれだけいるかな、というのが心配なんです。というのは、Ｊ

Ａのオープンしましたけれども、ＪＡのマルシェもあるし、それからイオンとかタカヤナ

ギにも地元の方々がもうすでに出品していて、固定客もついていますので、その方々にま

たもうちょっとこっちにもって言えるのかな、というのが一番の心配です。それから、そ

のあとにすぐ秋の稔りフェアがありますので、そこにターゲットを絞って売る物を準備し

たりしていると思うんですが、その時に出しても地元野菜と言っても採れる野菜って全部
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同じものになってしまいますよね。秋野菜だとすれば、白菜だと白菜がずら～っと並ぶと

か、そうなると種類が選べないとか、しいたけと白菜しかなかったよ、というのではちょ

っとさみしいものがあるのでやっぱり地元の物というのは大変良いですが、ここで花館の

サケとかそういうのを取り込むとかというのはできないものでしょうか。ちょっと目先を

変えないとなんかいつも同じようなものが提示されているというか売っているというだけ

では、あまり新鮮味がないのではないか、と思いまして。 

 

〇事務局（田口参事） 

  あの、実行委員会の中でも例えば大仙の野菜でめずらしいモロヘイヤとか花館のサケを

新しい食べ方を紹介するようなコーナーがあってもいいんじゃないか、というような話が

出たんですけれども、サケの時期、加工品はあるのかわからないですけれども、もうちょ

っと先なのかな、というのがあって、ただ花館のサケというのはすごくいいなという風に

思っています。 

 

〇柴田委員 

  川カニとか。 

 

〇会長 

  まあ、実行委員会の中の話では今変わっただんだん西洋野菜みたいな、まだ若い人達に

しかなじみのないような野菜をレシピをつけた形で出店してもらったらどうか、というよ

うな話をしました。ただ、野菜を並べただけだとどこにでもあるのでやはりだんだん今ま

での我々以上の年代の人達が食べる食べ方と、若い人が食べる食べ方って変わってきてい

ると思うんですよ。例えば玉ねぎ一つにしても、昔はカレーとかなんかで、今は例えば魚

介を混ぜてカルパッチョにするだとかやっぱりそういう提案型の販売会、そういった形の

産直にしたらどうかと話をしました。今農業だよりでも色んな所で地元に帰ってきて野菜

を作っている若い人達に声をかけてやってみないか、とこれに出してみないか、と、そう

いう若い人達だと意欲もあるだろうし、新たな反応だとか新たな食べ方の提案だとか、そ

ういうのを絶対考えていると思うんですよ。なのでそういう形のこういう催しにしたらど

うかな、という話をしましたけど、どうでしょうか。 

 

〇柴田委員 

  レシピだけだと、わからないというか、めんどくさい、というのがあるので、やっぱり

試食といいますか、食べてもらって「こうだよ」というのが一番薦め易いと思いますので、

今スーパーで魚を売るにしても試食を出してこういう風にとレシピをだすので実際に食べ

ていただくというのが一番いいかなと思います。 

 

〇佐々木良悦委員 

  野菜の品ぞろえの件ですけれども、野菜というのは時間がかかるんですよね。ですので
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もしやるとすれば今のうちから女性の方の欲しいようなものを作ってもらうような段取り

をしていかないと、品ぞろえは、やはり柴田さんの言うように、月物の材料一種類になっ

てしまうと思いますので、やはりそういう面からも実行委員会には女性目線が重要だと思

いますので、どんどん入れて、あとは生産者を巻き込んで早いうちにお願いしないと、品

ぞろえは大変だと思いますので、そうした方がいいと思います。 

 

〇会長 

  まったくその通りです。今までの実行委員というのはとりあえず仮実行委員みたいなも

ので、実際に作業と計画をやっていくためにはやはり今までにプラスしてそういった人た

ちに入ってもらって早急につくっていかないといけないんじゃないかと思います。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。私ちょっと食に関してありまして、たとえば、ピクルスなんかはわりとそ

の場で切って、調味液を用意しておけば作って持って帰ることができます。他の野菜でも

かぼちゃだったらケーキになるし、色んなやり方があるので今からこの時期にでそうな野

菜をピックアップしてそれを提供してくれる農家さんと今から連携して、私レシピを出し

てもいいですので、それを作ってもらえるような人を用意した方がいいのではないか、と

思います。体験みたいな感じで。 

 

〇齋藤健太郎委員 

  手法だったりマルシェという部分で多分地域協議会メンバーにしてもまちづくり課さん

の方でも先ほどのことでもわからないことがあるみたいなので、例えば農業に長けている

課、農政課とかでしたっけか、とかの人をメンバーに入れるとか、あとＪＡ青年部の方に

入っていただいて、その手法の部分、見せ方もそうですし、あと久美子さん食に関しては

詳しいと思いますので、久美子さんの知り合いとかで広げていってという形でやっていく

ことが、このまちづくり課のやるイベント、うちらだけでやってしまうとか決めてしまう

のではなくて、野菜を早く頼まなきゃいけないのであれば、そこら辺をもっと早くやった

方がいいのではないでしょうか。やり方は多分色んな人がでてくれば色んな良い案が出て

くると思いますので、そういう感じでやっていければと思います。 

 

〇高畑委員 

  やはり、地域協議会、我々の関わりというのがやっぱりどうなんだろうな、というのが

すごくあって、これ見るとテント立てて我々の役割終了するんじゃないか、というような

気がするんで、夕方５時半位に線香花火ってありましたけれど、下手するとそれまでちょ

っと路上駐車のやつとかもそんなに必要かな、というのはちょっと思ってまして、となる

とフォアブルーの時、地域協議会のブース出しましたけれど、それがどこまでできるか分

からないんですけれど、地域協議会としてブースを出して、例えば産直の品物にイベント

を後押しできるようなブースを作るとか、そこで我々が頑張る運営プラスそういった部分
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で頑張るとか、まるしぇの実行委員会が我々も先に集められた人中心に関わっていくと思

うんですけれども、そういったところにさっき言ったＪＡであったり、農の方に長けた人

中心に動かしていって、我々はブースとかできるならそういうのをやって関わって行った

方がいいのかな、と個人的に思いました。 

 

〇会長 

  課長、何かありますか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  今日は皆さん、集まっていただいてる機会ですので色々な意見を出していただいてこの

ことを実行委員会でもむといいますか、整理してやって行くという風に運んでいくのがス

ムーズな進め方かな、とは思います。 

 

〇会長 

  例えば、農協の方とも話して農協の各地域で一生懸命やってる若い人達を紹介してもら

って、その人達から協力をもらうという、例えば今農協でしぇしぇまるできてるんだけれ

どもその一日に関しては、若い農業者に協力もらうという、それがやはり大曲地域の活性

化にもなるし農業の活性化にもなるし、やっぱり将来的に自分のうちに戻ってきて農業や

ろうという移住定住の人たちのにもなるし、そういう形のものも一つの流れに盛り込んだ

らどうなのかな、という感じはしています。今、やっぱり若い人達、色んなものを売るに

しても、インターネットで売ろうとか色々なことを、我々の時代と違うことを考えていら

っしゃるので、そういった方紹介してもらえたらどうかな、と考えてます。 

 

〇柴田委員 

  農業研修者いますよね、その方々にもぜひ協力もらうというようなことはできないもの

でしょうか。実際に農業をやろうとしている方々なので、若い感性をこういうのがあった

らいいな、とかこういうことをしたいな、というお話を聞けるんじゃないか、と思うんで

すが。 

 

〇会長 

  西部と東部にある農業研修センターに入っている人達の協力を仰ぐという、あれは確か

農業振興課の管轄になっていますよね。 

 

〇事務局(高橋次長) 

  はい。 

 

〇事務局（田口参事） 

  先ほど、市の農政関係の職員に入ってもらってというような話がありましたけれども、



－36－ 

 

そこの部分で市の施設で研修施設であります、西部と東部とありますけれどもそこに職員

も派遣されていっております。本庁の農業振興課の職員というよりは研修センターの職員

の方が直接作るところにも関わっているし、若手の農業経営者というか今まさに勉強して

いる方々に一番近いところにいらっしゃるので、そこにお声掛けするのがいいのかな、と

いう風に今思っているところでございます。 

 

〇会長 

  いわゆる農業研修センターの研修の一環みたいな感じでこちらの催しに入ってもらうと

いう形にできれば最高だと思います。 

 

〇事務局(田口参事) 

  そこで生産しているめずらしいものというのもありますので、そういったところをセン

ター長に相談したいなと思います。 

 

〇柴田委員 

  そうですね。植物も作っているのでそれを出品してもらうという手もあると思います。 

 

〇会長 

  あと、今大仙市で奨励している例えばダリヤとか、そういう花も出してもらったほうが、

花のエキスパートの丸谷さんもいるし、ちょっと賑わいも出て華やかになって良いんじゃ

ないかと思います。だいたい、時間もだいぶ押してきましたのでそういったことを取りま

とめして、これから実行委員会でもんでいくという形でどうですかね 

 

〇事務局（田口参事） 

  お日にちだけこの日で了解をいただければ、と思っております。 

 

〇会長 

  日にちに関しては先ほど打川さんから質問もありましたけれども、やはり前後の事を

色々考えればその日で、ということなんでしょ。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。９月はさきほど打川さんも会長もおっしゃった通り農繁期でございますので、９

月は難しい。１０月の第２週、第３週になると新秋田の行事、大曲の花火秋の章、秋の稔

りフェアということになりますので、後半になると天候の関係もでてきますので、１０月

１日にぜひ１回目をやらせていただければな、という風に思います。 

 

〇会長 

  ぜひ１０月１日でなんとか。というお話ですので、いかがでしょうか。 
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（はい。の声あり） 

 

〇会長 

  じゃ、そういうことでよろしくお願いします。 

  そういうようなことで、時間もだいぶ遅くなりましたので、議事の方閉めさせていただ

きたいと思います。それでは、その他につきまして皆さんから何かありませんか。なけれ

ば事務局の方から何かありましたら。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。次回の開催につきましてですけれども、農繁期ではございますが、９月１９日  

火曜日１８時からを予定したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

  次回が９月１９日火曜日の１８時からということで、ひとつお願いしたいと思います。 

  それでは、皆さんから他にないようですので、今日はこれをもちまして会議を閉じさせ

ていただきたいと思います。皆さん、長時間にわたり大変ご苦労さまでした。 

 

（午後 ８時 ３２分 閉会） 
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