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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３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。前回の地域協議会７月３日にやりまして、今日９月４日、

ちょうど２ヶ月の期間でございます。その間に大仙市では全国５００歳野球大会とそのあ

と２２日に大洪水がありまして、そして、ようやくお盆が終わったと思ったら今度は花火

の前にまた洪水、そういうことで、このたった２ヶ月ですけれども、非常に皆さんには長

く感じられた２ヶ月でなかったのではないかと思います。その間、市の職員の皆様、消防

団の皆様、花火においては実行委員会の皆様、大変なご苦労なされまして、本当によく今

回の花火競技大会が実行されたな、という感じでおります。やっぱりその苦労に対して心

から感謝申し上げたいなという風に感じております。それではだいぶ気候も涼しくなりま

して秋に向けて色々な地域協議会としても活動の予定もございますし、色々審議していた

く内容もございますので、今日も忌憚なきご意見をいただいて会議を進めて参りたいと思

います。どうかよろしくお願いします。 

 

○事務局（高橋副主幹） 

  ありがとうございました。それでは、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（応募番号１～４）関連資料 

  ③大曲地域進行計画アクションプランについて 

  ④ヒカリオまるしぇ開催について 

  ⑤立地適正化計画について 

 

  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、戸嶋委員、齋藤委員、丸谷委員から欠席の届出が出されております。また打川委

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
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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。 

  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、

佐々木浩委員と本間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。 

  大仙市立地適正化計画について、都市管理課の冨樫参事から説明をお願いします。 

 

○都市管理課 冨樫参事 

  【資料に基づき大仙市立地適正化計画について説明】 

 

〇会長 

  はい、ありがとうございました。 

  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。 

 

〇会長 

  ありませんか。まだ具体的な形にはなっていませんけれども、そういう形で進んで行く

ということだと思いますけれども。ございませんか。 

 

〇山崎委員 

  終わったら個別にお願いします。重要な事なので。 

  ここでもいいんですけれども、まだ書面化もしていないのですが、さっき図面見たんで

すよ。何か規制引っかかってるかと思って。要するに人口を増やすという方法もあるんで

すけれども、いわゆる工場を誘致しようということで、その場所まで県の方と交渉して予

算もらっているんですけれども、大仙が具体的にまだ話にのって来れないので、横手の方

にっていう訳にもいかないし、やっぱり５００人集めれるかって、賑わいっていうくらい

だから大丈夫ですって言ったんですけれども、あと、それにちなんでこの大仙、大曲の中

には道の駅ってないんですよ。だから川の駅という形のものを作ったらどうですかという

提案を何人かのメンバーで検討しているんですよ、そこら辺あとで説明に伺いますけれど

も、人を集めるにしても桜の木を植えて、年に２回咲く桜を植樹しようと、道も全部川沿

いに沿って整備して植えればいいんじゃないかと、そして非常に畑、田んぼを一面なんに

も耕作していないというところもあるんで、そういうところも含めて長野県をモデルにし

て、売るんじゃなくてお客さんが買いに来るというものにしていきたい、という考え方な

んです。だから国道端じゃないんです。考え方はそういうのを申請していく予定でいます

けれども。まあ、そういう形のものもあればいいのかな、と思います。簡単に言うとそう

いうことです。 

 

○都市管理課 冨樫参事 

  大変貴重なご意見ありがとうございました。確かに人を集めるということも大切ですし、
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ここに住んでいる人の賑わいというのも大切です。そういったものについて行政がどうの

こうのと新しい建物を作って行くというよりは今ある公共施設をうまく利活用する、リノ

ベーションするというような、そんなことも今世の中の潮流といいますか、主流になりつ

つあると思いますので、また空き店舗だったり、空き家だったり、空き地だったといった

ところをうまく利用するといった事例も全国で多々あるように見受けられますので、そう

いったところも取り入れながら施策に反映させていきたいと思いますので、是非山崎委員

からも今後とも貴重なご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇会長 

  はい。他にございますか。 

  まあ、いずれまたこういう具体的になる課程の中で地域協議会に説明に来る機会もある 

 と思いますので、それでは議題の３に移りたいと思います。ありがとうございました。 

   

〇会長 

  それでは次に、議題３、地域枠予算の申請についてでありますが、今回Ⅲ型の事業４件

の申請がありました。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。 

  それでは、応募番号１番の「中町にぎわい創出協議会」より説明をお願いします。 

 

○「中町にぎわい創出協議会」鈴木会長 

  お晩です。私は角間川町にあります「中町にぎわい創出協議会」の鈴木と申します。よ

ろしくお願いします。今お配りしている用紙の方をご覧になっていただければと思います。

皆様のお手元にお渡ししました資料なんですけれども、１つはカラーでコピーをしました

旧本郷家住宅のリーフレット、あともう一つが本郷家住宅の前にある本郷家を中心とした

御三家を地図状にした２枚です。私の方は角間川町の資産、旧地主の方が現在３件ござい

まして、昨年文化庁の重要文化財として認定がおりました。こちらを利用して中町という

小さなコミュニティなんですけれども、活性化できないかな、ということでこちらの方の

協議会を立ち上げまして、賑わいを創出しようと思っています。旧地主の説明なんですけ

れども、こちらの方が本郷家、北島家、荒川家という３件がございます。今回文化庁の重

要文化財に指定されたのが、その１件の本郷家という家でございます。中にあるのが北島

家という家なんですけれども、こちらの方は長い間、人が住んでいなくて、ほぼ昔の趣が

感じられるところとなっています。今年になって落語の会を催しまして、内外から交流人

口を増やそうということでイベントを行っております。もう一つの家、北島家という家な

んですけれども、こちらは７～８年位人が住んでいなくて、今回使い方をどうしようかな、

という風に考えていますけれども、この３つの資産を利用しまして、中町というところの

交流人口を増やして、資産形成を増やしてやっていきたいな、と思います。今現在なんで

すけれども、地主の１件、荒川家に栗の木が古くからありまして、その栗を利用して同じ

町内にありますお菓子屋さんなんですけれども、栗のケーキを作ったりということで、今
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現在こういう所から少しでも多く資産を活かした活動をしていけたら、と思っています。

今回事業名として「川のまち歴史交流の杜交流イベント事業」として申請します。事業費

は３６万円、申請額は３０万円となっております。事業概要とすれば江戸時代の川港の文

化から昭和にかけて米の流通で盛んになっていった角間川の歴史文化を基に整備を進めて

行きたいな、という風に思っています。この部分に関しては交流人口増ということで、町

内外はもとより、留学生や大学生を招いて内外の情報発信やもしくは定住促進歴史文化の

継承を目指していきたいな、と思っております。事業に関しては、１０月１４日、１５日

に「川のまち歴史交流の杜交流イベント事業」として計画をしています。期待している効

果とすれば、留学生などの訪日外国人や大学生を招き、昨年、国登録有形文化財に指定さ

れた本郷家住宅の見学や角間川特産の花火巻き寿司、花火模擬製造体験などを地域住民と

連携して行うことにより、国内外への情報発信や歴史文化の継承、将来の定住促進への効

果が期待されます。年度の収支予算とすれば、先ほども申しました通り、全部で合計３６

万円の予算を挙げております。内訳はお手元にある資料の通り、パンフレットやバスのレ

ンタル代、講師代など考えております。「中町にぎわい創出協議会」の規則が皆様のお手元

にある通りでございます。以上、手探り状態なんですけれども、こういうもので少しでも

きっかけを作って行って、町民の人達が今現在携わることによって、町民の人が今後の何

かのきっかけに活かしていただきたいと、自分の活動に繋げて行けるようにということで、

今回の事業を提案しました。以上でございます。 

 

〇会長 

  はい。「中町にぎわい創出協議会」より説明いただきましたが、内容についてご質問あり

ましたらお願いします。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。資料１－１の方を見ていたんですけど、支出のところに宿泊に関するとこ

ろがあがっていないんですけれども、１泊２日ですよね。そうすればこの宿泊は民泊かな

んかですか。それとも、個人負担になるんですか。 

 

○「中町にぎわい創出協議会」鈴木会長 

  これは個人の方で会費を募りますので、個人負担と考えております。 

 

〇佐藤久美子委員 

  はい。わかりました。 

 

〇会長 

  はい。他にありませんか。 

  ございませんか。 

  はい。他にないようですので、それでは中町にぎわい創出協議会の方の説明はこれで終
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わらせていただきたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○「中町にぎわい創出協議会」鈴木会長 

  ありがとうございました。 

 

〇会長 

  次に応募番号２番の「大曲農都協議会」様より説明をお願いします。 

 

〇「大曲農都協議会」伊藤さん 

  皆さん、今日は大変お忙しい所ご参集くださいましてありがとうございます。よろしく

ご審議をお願いします。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  事務局を担当しております照井と申します。今、お手元の方に資料を配らせていただい

ておりますけれども、当協議会は平成２０年から菅江真澄の遺してくれた歴史的なものを

使用しながら、市民との交流ということで事業を展開しております。その中で色々菅江真

澄の歴史的な文化をさがした結果ですね、平成２２年に歴史観光マップというものをつく

りまして蛭川の薬師堂とかですね、そこら辺の歴史的なものを散策しながら市民との交流

というのを続けてきました。今回、蛭川の三十三観音という所で昔から薬師堂ということ

で歴史的にはかなり賑わった時期がありましたけれども、今あまり観光の方も入れてない

んですけれども、大曲の花火を観てくれたお客様に少し大曲のことを知ってもらうために

三十三観音を紹介したいということでございます。形としては現地の方に行ってもらうの

が一番いいんですけれども、なかなか急所なところでございまして、今回１０月後半に大

曲のヒカリオという所で模擬参道を作りましてイベントを展開したいと思っております。

お手元の資料の方に、一つ目はマップということで、平成２２年に当協議会の方で作った

物でございます。今写真４枚組のものなんですけれども、カラーのものですが、これが三

十三観音像の９番目のところの観音様でございます。これが三十三体、同じ番号のものが

２つありまして、３５体ありますけれども、こちらが薬師堂の参道の脇にございます。も

う一つが三十三観音の歴史を語った資料でございます。今回はそういうようなことで、事

業の内容としましては１０月２８日の土曜日に大曲ヒカリオ中心に地域の小中学校や住民

を招いてミニ灯籠で作った参道を散策するイベントを開催する予定でおります。薬師如来

堂や三十三観音像の文化を紹介することがひとつと、滞在型の観光地づくりになんとか結

びつけたいということでございます。また、小中学生の方々に歴史文化の継承ということ

で、これを機会に地元の三十三観音像をはじめとする歴史に触れていただきたいというこ

とでございます。事業の内容といたしまして全体で５５万を予定しております。支出の中

といたしましては、三十三観音堂のミニ参道体験事業として灯籠を作りたいと思っていま

す。写真を４面に張りまして下に足を付けた簡易的なものを作りたいとおもっております。

それと参道を作るための材料として５５万を予定しております。そのあとの協議会の規約
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でございますので、一番最後に見積書ということで灯籠を作るための見積もりです。こう

いう風な形になっております。よろしくお願いします。 

 

〇会長 

  ただいま、「農都協議会」様から説明いただきましたけれども、これについて皆さんから

質問などございましたらお願いします。 

 

〇佐藤久美子委員 

  すみません。観音像の写真を張った灯籠がイメージできなくてそれにかかる５３万も想

像できないというか。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  ４面のだいたいＢ５版を４面に張りまして、これをただヒカリオ広場の地面に置きまし

てもなかなか見てもらえないと、それに足を付けて灯籠型にしてまして代替１ｍ位の高さ

にしましてそれを並べながら参道を作ることを考えております。 

 

〇佐藤久美子委員 

  これ、１回だけじゃないですよね。そうすれば。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  これ作っていただければ、来年以降も使わせていただきたい、と思っております。 

 

〇佐藤久美子委員 

  わかりました。 

 

〇会長  

  はい。ほかにございませんか。 

 

〇本間委員 

  はい。そうすると今のお話ですと、その灯籠を使って毎年ヒカリオでイベントを行うと

いうことではないのですか。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  まず、来年以降、物がありますので、本当は現地の参道に行ってもらいたいのが本当な

んですが、その前段としまして市内の人達にも親しんでいただきたいということで、今回

作らせていただければ来年以降も使えますので、今の所はこういう形で、最終的には参道

に来ていただきたいと思っております。 
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〇山崎委員 

  今、灯籠のお話あったんですが、それはそれで結構だと思うんですが、これ全部野ざら

しですよね。これ崩れませんか。自分何を言いたいかというと、これを囲む保護するよう

な形をとれば、もっと先々まで使えるんじゃないかと。これをいずれ観光コースにするの

であればそこまでやっていた方がいいんじゃないかと。 

 

〇「大曲農都協議会」鈴木さん 

  この観音さんができてから１６０年位になっていますが、まだ１回も倒れたことはない

です。ただひとつ２１番観音はお産の観音さんになっていますが、それはお堂の中に入っ

ています。ただこれ大川西根公民館に常に飾っておきます。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  写真のパネルとしては灯籠にしないで、パネルだけ公民館の方に地域の人々に何らかの

イベントの時に見てもらえるようにやりたいというお話で伺っております。 

 

〇山崎委員 

  写真の前の方に隙間あれば、うしろからトンとやると倒れるという心配がありますので

そういった意味では補修とかそういうものをきちんとしておいた方が良いんじゃないかな、

という考え方です。 

 

〇「大曲農都協議会」鈴木さん 

  これ、私たちの蛭川という所の観音様ですけれど、老人クラブの方にいつもは手入れ、

草刈とかやって、傾きかかったものは直しております。いまだかつて倒れたことは一度も

ないです。 

 

〇山崎委員 

  今は理解ある人達で対応しているでしょうけど、これから先やってくれるだろうかとい

う心配がありますので、せっかくこういう歴史ある物があるんでしたら。 

 

〇佐々木良悦委員 

  山崎委員さんの言うことももっともですけれど、私はこういう歴史ものは風化も一つの

趣だと思います。さきほど鈴木さんが話されたようにそういう風にして事業を継承するこ

とが一番の目的だと思いますので、これでお堂のようなものを作るとまた多額予算が必要

だと思いますし、しかも、しっかりしたものとなるとなかなか難しいと思いますので、私

は現状のまま保存に努力した方が良いと思います。 

 

〇会長 

  今の佐々木さんのお話はこれでなくて、観音像そのものの話ですよね。 
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〇佐々木良悦委員 

  今、山崎委員からそういう話がでましたので、そこの部分では私はこう思いますという

ことです。 

 

〇会長 

  今回、審議していただくのは、ヒカリオで行うイベントについて皆さんからご意見いた

だければと思います。 

 

〇高畑委員 

  これのそもそもの場所ってマップで言えばどこですか。１０番と考えていいんでしょう

か。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  そうですね。この１０番の蛭河邑薬師堂です。 

 

〇高畑委員 

  はい。あと、この目的のところで大曲の花火に訪れる観光客に、と言っているのであれ

ば、なんでこの１０月なのかな、というところを聞きたいんですけれども。 

 

〇照井さん 

  今年の場合、１０月に入ってから色々行事がありまして、２０日の週は大曲の秋祭りで

すね。１１月になるとちょっと寒くなるのでできれば１０月の最後の週にという風に考え

ているんですけれども、将来的には主に花火に来てくれるお客様たちに、花火の他にこの

ような素晴らしい場所がありますので、というところをＰＲしていって、できればもう１

泊といいますか花火の前に見てもらうとか、なんか観光のルートに繋げられればと考えて

おります。 

 

〇高畑委員 

  今回は１０月って結構行事あるので、そういう所に合わせたという考えですかね。時期

の設定は。夏の大会ではなくて。 

 

〇照井さん 

  そうですね。今回は２８日はそのようなイベントが終わったあとに試験的にやってみよ

うということです。 

 

〇高畑委員 

  個人的には何もない時よりは秋のショーとかに合わせて、観光客も流れたりするのかな

と個人的な意見としては思いますが。 
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〇会長 

  ほかにございませんか。 

 

〇佐藤久美子委員 

  時期的にとても寒い時期になると思うので、ヒカリオでイベントやるときはお天気のこ

となども考えていただけたら良い集まりになるのではないかなと思います。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございます。 

 

〇高畑委員 

  灯籠って何個ぐらいになるんですか。 

 

〇「大曲農都協議会」照井さん 

  ３３体を予定しております。 

 

〇会長 

  ほかにございませんか。 

  それでは無いようですので、大曲農都協議会の皆様の説明を終わらせていただきます。 

 

〇会長 

  それでは応募番号３番の「四ツ屋を語る会」より説明をお願いします。 

 

〇「四ツ屋を語る会」佐藤会長 

  おばんでございます。「四ツ屋を語る会」の佐藤でございます。今日はふるさと四ツ屋と

いう本を出版するということで来ましたけれども、なんとかご支援をお願いしたくお邪魔

したところでございます。詳しい内容につきましては児玉館長から説明をさせていただき

ますので、なんとかよろしくお願いします。 

 

〇「四ツ屋を語る会」児玉四ツ屋公民館長 

それでは私の方から説明させていただきます。事業といたしましては、「四ツ屋を語る

会」では平成２３年１月から毎月発行しております「四ツ屋公民館だより」に四ツ屋の

歴史というものをシリーズで載せております。平成２６年に２３年 1月から２６年まで

のものを「ふるさと四ツ屋」と題して本を発刊しました。こういった形で発刊していま

す。（委員に回覧） 

四ツ屋公民館だよりにも歴史シリーズということで毎月載せております。そこで平成

２６年の発刊以来３年が経過して四ツ屋公民館だより連載のシリーズの菅江真澄や戊辰

戦争、と土地改良や四ツ屋にかかる原稿も多くなってきました。そこで地域住民が続編
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の発刊を心待ちにしていることから「ふるさと四ツ屋続編」として冊子を発刊したいと

考えました。今回も四ツ屋全戸に配布するほか、大仙市アーカイブズ、市内各施設、学

校等にも置いていただき、歴史資料として後世に伝える郷土愛を育んで行くことが定住

促進にもつながると考えております。さらには首都圏大曲会をはじめ他地区にも発信し

ていくことで四ツ屋地区の移住促進にもなると考えております。何卒よろしくお願いい

たします。 

それでこちらの方が今度発刊しようと考えるサンプルでございます。（委員に回覧） 

 

〇会長 

  平成２６年に完成しました水色の冊子は地域協議会にも前委員には全員に読んでいた

だいています。その続編という形で今回また計画しているということです。 

 それではただ今説明ありましたけれども、皆さんからご意見などありましたらお願いし

ます。 

 

〇本間委員 

   事業費見ますとほとんど印刷代ということですが、冊子を使って何か例えば学校に行

って子供たちにわかりやすく伝えるとかそういった地域を巻き込んだ事業ということで

はないですか。 

 

 〇「四ツ屋を語る会」児玉館長 

   この「四ツ屋を語る会」では地元で小学校とタイアップして毎年１０月下旬に三世代

交流というものをやっています。それで去年なんですけれども新たにこの四ツ屋の歴史

について会長の方から生徒を対象にお話をしていただいたりしております。この今回の

冊子も今風の言葉で書いておりますので、わかりやすいのではないかなと思っておりま

す。 

 

 〇本間委員 

   冊子を使ってイベントをするという所までは考えてないですか。 

 

 〇「四ツ屋を語る会」児玉館長 

   今の所、後世に伝えていくというように考えています。記憶だけだとなくなってしま

いますので。 

 

〇会長 

   はい。他にございませんか。 

 

 〇「四ツ屋を語る会」佐藤会長 

   今、館長の方から説明ありましたけれども、この本の内容についてできる限り優しい
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言葉で書きたいと。誰でもわかりやすいような文句で、そうすれば読める範囲がずっと

幅が広がりますので。そういう考えで書いてもらいましたけれども、この後もこういう

形で進めていきたい、と。それから出版した本の内容について地域の子供達、小学生は

館長から話ありましたけれども、私の頭で考えているのは毎年１回くらいは四ツ屋の歴

史というものを小学生に伝えていきたいな、とそれと要望があれば地域の集落やそうい

う方面にもお話をしていきたいな、とそういう考えでおります。以上です。 

  

〇会長 

  はい。皆さんから他に質問ありませんか。 

 

〇山崎委員 

  今、予算的なお話があったんですけれども、これ冊子として出すんですけれども冊子

というのはこれ無制限に必要となってくるんですよ。逆に言うと学校とかそういう類の

ところには、ＤＶＤやＣＤで作成すればコピーいくらでもできますから、教材でも使え

るしそういうことは検討されなかったですか。これ全部やめた方がいいですよ、という

意味じゃないですよ。 

 

〇会長 

  データで渡すということ。 

 

〇山崎委員 

  そうです。 

 

〇「四ツ屋を語る会」児玉館長 

  冊子で各施設、小学校とかそういうところに前の全部配布しているんですけれども、

あと首都圏の方にも送ってあるんですよ。 

 

〇山崎委員 

  いや、だめだとかいうことじゃなくて。後世に残しやすいしかも更新もできるような

形であれば、便利じゃないかな、と思っただけです。そういうこと検討されませんでし

たか。こんなにお金かからないですよ。 

 

〇「四ツ屋を語る会」児玉館長 

  まず、検討させていただきます。紐解いてみるとすれば、やっぱり冊子もあった方が

良いと思います。 

 

〇山崎委員 

  はい。なので冊子を否定しません。冊子は必要だと思います。自分も前回いただいて
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ますから、よくわかっています。見させていただきましたから。 

 

〇会長 

  もし、これからの参考にしていいただければと思います。 

 

〇「四ツ屋を語る会」児玉館長 

  はい。そうですね。  

 

〇会長 

  他に皆様ございませんか。 

それではないようですので、四ツ屋を語る会の説明を終わらせていただきます。今日

はありがとうございました。 

 

〇「四ツ屋を語る会」佐藤会長・児玉館長 

  どうもありがとうございました。 

 

〇会長 

  新規事業を説明してもらいましたが、引き続きその他の申請について事務局より説明

お願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料に基づき応募番号４の説明】 

 

〇会長 

   はい。ありがとうございました。それでは、新規事業を含む４件の説明をしていただ

きましたので、ただいまより協議してまいりたいと思います。皆さんからご質問の方よ

ろしくお願いします。最初に応募番号１番「中町にぎわい創出協議会」からの申請事業

についてはいかがですか。ご意見ありましたらお願いします。 

   （質問・意見なし） 

   それではないようですので、承認の可否を確認したいと思います。 

  賛成の方は挙手お願いします。  

   （全員挙手） 

   はい。全員賛成ですので、承認という形に取りたいと思います。 

 

   続きまして応募番号２番「大曲農都協議会」についてはいかがでしょうか。皆様から

ご意見がありましたらお願いします。 

   （質問・意見なし） 

   それではないようですので、賛成の方は挙手お願いします。  
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   （全員挙手） 

   はい。ありがとうございました。 

  

続きまして応募番号３番「四ツ屋を語る会」についてご意見がありましたらよろしく

お願いします。 

 

〇本間委員 

   はい。地域の歴史を残すということでは、非常に良い事業だとは思いますけれども、

今聞いても広がりというか、その会だけでその事業を行っているという感じがするもの

ですから、そういった物をせっかく作ったのですから、それを使って事業を展開すると

か、そういったところを考えていただきたいのと、あと事業を評価するときに、人を集

めてイベントするとかじゃないので、評価するときに果たしてどういった評価ができる

のかな、と思ったんですけれども。ちょっと事務局の方にですね。評価するときのどう

いったことをというのを確認したいです。 

 

〇事務局（高橋次長） 

   今回、歴史シリーズの発行については、発行したものが地域の皆さんに伝わるという

ことが、第一の目的だと思うんです。そういったことから説明にあったとおり、皆さん

が読みやすい形に修正というか、読みやすい文句という説明がありましたので、そうい

った形で作り上げられて、それが四ツ屋の地域全域、各公民館に設置、首都圏大曲会に

も配布されてそれが伝わっていくということが、まずは第一かと思いますので、まずは

間違いなく皆さんに行き渡るということが第一と思っております。また、さきほど説明

にもありましたとおり、「四ツ屋を語る会」の方々と子ども達との交流の場があるという

ことで、学校にも伝えていきたいというということで、そこら辺は活用した事業として

とらえていいのではないかと感じております。それ以外につきましては、地域協議会の

意見として、これらを活用した事業を今年の活動に限らず継続していただきたい、とい

うようなご意見を添えるということは良いのかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇本間委員 

  シリーズ化するということでしたので、これからもまた何年後かには申請があると思い

ますが、わかりました。 

 

〇会長 

  それではほかにございませんか。 

  それではないようですので、賛成の方は挙手願います。 

  （全員挙手） 

  はい。ありがとうございました。 
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続きまして応募番号４番「音楽ボランティア・アダージョの会」についてはいかがで  

しょうか。申請に対してご意見がありましたらよろしくお願いします。 

  

〇柴田委員 

  はい。反対ではないんですけれども、申請の中に会場費１１万というのがありますが、

会場使用料減免とか、こういう場合は会場料がお安くなるというようなものはないんでし

ょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  通常、市民の方が利用される場合は、減免という措置もありますけれども、アダージョ

さんが任意の団体ということで、そういった捉え方で会場使用料がかかるということでこ

ちらの方では伺っております。 

 

〇会長 

  よろしいですか。 

 

〇柴田委員 

  はい。 

 

〇会長 

  ほかにございませんか。 

  それではないようですので、賛成の方は挙手お願いします。  

  （全員挙手） 

  はい。ありがとうございました。 

それではこれで４件の地域枠予算の申請事業に関する協議を終了します。 

 続きまして、議題の４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） 

  【資料に基づき大曲地域振興計画について説明】 

 

〇会長 

  ただいま事務局より地域振興計画の前期アクションプランについて説明がありました。 

  皆様より、質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

 

〇山崎委員 

  今、交通の関係で循環バスという問題がありますけれども、循環バスの現状は羽後交通

が主体と思うんですけれども、これはどこまでも羽後交通にこだわる必要はあるんですか。
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今、現状の路線が決まっているところは、色々法的に問題ありそうですけれども、たとえ

ば今の話で大花町とか新しい路線だと、民間と相見積もりさせる方がいいんじゃないかな、

とだいぶ金額に開きが他の市と比べるとやっぱり民間の方が全然安いという形があるよう

ですので。そこら辺は検討されますか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  大仙市にこういった形のバスの運行資格がある業者さんが、今の所、羽後交通さんのみ

でございますので、例えば普通の観光バスでお客さんを運ぶとういうような一時的なもの

とは違いまして、安全性や様々な問題がございます。そういった資格をクリアできるのは

今現在、羽後交通さんのみですので、ほかの民間の業者さんが同じような免許取得をして

参入してくるようなことがあれば、その時はもちろん検討はさせていただきますので、今

のところはそういった業者さんがいらっしゃいませんので、羽後交通さんという形になる

かと思っています。 

  

〇山崎委員 

  スクールバスは良いんですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  スクールバスはまた違う基準ですので。会社名をここであげて良いのかわかりませんが

仙建さんで運行されております。一部、羽後交通が請け負っております。 

 

〇会長 

  ほかにございませんか。 

 

〇本間委員 

  これは空き家の改修工事についてですが、空き家の選定については、何件ぐらいを目途

にするとかそういったことは。 

 

〇事務局（田口参事） 

  この体験住宅の建設についきましては、今の所、１件ないし２件と捉えております。ま

ずは１件整備させいただいて様子を見させていただきたいと思っています。 

 

〇会長 

  よろしいですか。ほかにありましたらお願いします。 

これはあの、まちづくり課が関わるものという形で良いですか。それとも全市の中でまず

２件ということでよろしいですか。 
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〇事務局（田口参事） 

各支所で地域振興計画を策定しております。それぞれ別々の事業に取り組んでおります。

大曲地域におきましてはこの２件について、この地域振興計画に基づいて取り組ませてい

ただきますが、幸い２件ともまちづくり課が担当する業務でございますので、進めさせて

いただきたいという風に考えております。 

 

〇会長 

  それでは大曲地域としては、この２件を取り上げてやっていきたいと。これがこの後の

展開にかかっていって承認されて具体的になるということですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。これにつきまして、今後の日程ですけれども、１０月の中旬に来年度予算のヒア

リングがございますが、その際に、この地域協議会でご承認いただければその席でお諮り

して参りたいと思います。 

 

〇会長 

  そういう形で進んでいくということです。もし、それをお聞きになって意見ある方い  

らっしゃいますか。 

  ないですか。それでは議題の５にうつります。 

  ヒカリオまるしぇ開催について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料に基づきヒカリオまるしぇについて説明】 

 

〇会長 

ただいま事務局より説明がありました。皆様より質問、ご意見等ありましたらお願いし

ます。 

 

〇高畑委員 

  今の時点で、テントをどこが持ち込むかという把握はしていますか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  資料４の５ページ目の会場レイアウトの中で、点線枠で囲われた出店者は自分でテント

を持ち込むところでございます。 

 

〇高畑委員 

  そこは自分でテントを立てて、それ以外は基本、協議会メンバーがテントを立てるとい

うころですか。 
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〇事務局（田口参事） 

  はい。そうです。 

 

〇高畑委員 

  フォアブルーの時よりテント数が多くて、やっぱり出店者が自分達でテントを出しても

らったほうが負担が減るんんじゃないかという話があったので。その辺はどうでしょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうですね。実行委員会の時はそこまで話題に上らなかった部分でしたけれども、今日

お渡しした事前準備や当日のスタッフ出欠報告書の人数次第では出店者の方にもお声がけ

をすることもやぶさかではないかと思います。 

 

〇高畑委員 

  ちなみに実行委員会メンバーにきらきら農園が入っていましたけれども、きらきら農園

は出ないのでしょうか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  そうですね。きらきら農園さんは連絡がなかなか取れなくて、何度かご連絡しているん

ですが、とうとう最後までお話できない状態でして、今回は見送らせていただきました。 

 

〇会長 

  ほかに皆様からご意見ご質問ありましたら。 

  それではないようですので、できる範囲でスタッフのご協力をお願いしたいと思います

のでどうかよろしくお願いします。今日予定のわかります方はこちらの出欠報告書の提出

をお願いします。 

 それではこれで第３のその他にうつりたいと思います。皆様から何かお願いします。 

 ありませんか。それではないようですので、もし事務局から何かありましたらよろしくお

願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。事務局からですけれども、次回の開催につきましてですけれども、今の所１１月

１６日木曜日を予定しております。ただ地域づくり事業補助金の申請等がございますれば、

もう少し早い時期での開催になると思います。１１月１６日木曜日午後６時からを予定し

ております。あと、もう一つですけれども、各地域協議会では研修会を開催しております。

これまでも研修会を開催しておりましたが、時期としましては１１月位と考えております

けれども、これにつきまして、後日、委員の皆様に視察したい内容等について書いていた

だく用紙をお送りさせていただきますので、こちらにつきましてもご希望の視察先がござ

いましたらご記入いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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○会長 

  はい。他に皆様から何かございませんか。 

ないようですので、本日の議題に関しましては以上になります。これをもちまして本日

の会議を閉じさせていただきます。長時間にわたり大変ご苦労様でした。 

 

（午後 ６時 ５５分 閉会） 
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