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■日  時： 平成３０年１月１８日 午後６時～ 
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村 上 範 子（まちづくり課主席主査） 

 

■次  第： 

   １ 開  会 

   ２ 議  題 

   （１）会議録署名委員の指名 

（２）地域枠予算の申請について 

（３）地域枠予算の検証について 

（４）ヒカリオまるしぇについて 
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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５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。今年は初雪が根雪になったので、非常にこの冬どうなるの

かな、と思っておりましたけれども、年明けから比較的穏やかな天気が続きまして、今日

も雨でまた雪がだいぶ消えるんじゃないかな、と思います。なるべくこの穏やかなまま春

になってくれれば良いな、と思っている所でございます。それでは、今年度５回目の地域

協議会を開催させていただきますので、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だきます。 

  【資 料】 

   ①次第 

②資料№１   平成２９年度地域枠予算申請一覧表（Ⅱ型） 

③資料№１－２ 大曲地域枠予算活用事業申請書（水呑場会）  

④資料№２   地域づくり推進事業検証シート（Ⅲ型） 

⑤資料№２－２ 地域づくり事業補助金実績報告書（角間川地区コミュニティ会議） 

⑥資料№３   ヒカリオまるしぇ開催の経過について 

⑦資料№３－２ ヒカリオまるしぇ開催要項 

⑧資料№３－３ ヒカリオまるしぇ実行委員会名簿 

⑨資料№３－４ 平成２９年度ヒカリオまるしぇ出店者リスト 

⑩ヒカリオまるしぇ出店者アンケートについて 

⑪第４回大仙市シェイクアウト訓練について 

 

  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。 

  また、正確な議事録作成のために、ご発言の際はマイクを使ってご発言くださいますよ

うお願い致します。 

  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、藤井会長にお願い致します。 

 

〇会長 

  それでは会議を始めさせていただきます。本日、齋藤委員、髙畑委員、成田委員、丸谷

委員から欠席の届出が出されております。なお、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いたします。 

  次に議題に入ります。会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は佐藤久美子

委員と戸嶋委員にお願いします。 

  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事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（村上主席主査） 

  【資料に基づき、Ⅱ型地域枠予算申請（水呑場会）について説明】 

  

〇会長 

  はい。ありがとうございました。ただ今事務局から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。 

  Ⅱ型といいますと、重機などを借りてその他は地域の人達で実施するという事業形態で

す。 

  どうでしょう。皆さんからご質問ございませんでしょうか。 

それでは特別ないようですので、採択に移らせていただいてよろしいでしょか。 

（はい。の声あり） 

それでは賛成の方、挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

はい。全員賛成で採択といたします。 

次に議題３に移らせていただきます。地域枠予算によって事業を３年継続している団体

については３年目に検証作業をすることにしています。今年度、角間川地区コミュニティ

会議について実施することになります。事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（村上主席主査） 

  【資料に基づき、地域づくり事業検証（角間川地区コミュニティ会議）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、２ページ目から行きたいと思います。それではマルのついているところはす

でに事務局で検証しているところですので、それ以外のところを委員の皆様の意見を聞き

ながら進めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  それでは②の地域枠予算を活用して実施する事業であるか、というところでございます

がいかがでしょうか。 

  （マルの声あり） 

  それでは５番の政治色・宗教色の濃い事業ではないか。 

  （ない、の声あり） 
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  ６番の営利を目的とした事業ではないか。 

  （ない、の声あり） 

  ８番のその他不適切と認められる事業ではないか。 

     （ない、の声あり） 

  次に１１番、多くの地域住民のための事業であるか。公益性ですね。 

   （マル、の声あり） 

  １２番、具体的な成果が期待できるか。有効性です。例えば参加人数が減少していない

かなどのマイナスのことですが。角間川に関しては事業も増えているし、参加人数も増加

しているということです。また角間川の旧家の関係も地域の皆さんで盛り上げて行くとい

う形になってきていますので、マルでどうでしょうか。 

   （はい、の声あり） 

  １３番、この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。 

  この角間川地区は色々な形で変わって行くのではないかな、という風に見ておりますが、 

 このあと改善する余地というよりも、期待できるということで、マルでどうでしょうか。 

   （はい、の声あり） 

  この事業は必要性のあるものか。 

   （マル、の声あり） 

  この事業は必要性のあるものか。 

   （マル、の声あり） 

  それでは今後の方向性ですが、Ａが現状のまま継続、Ｂが改善ということですが、いか

がでしょうか。 

   （Ａの声あり） 

  はい。それでは現状のまま継続ということでよろしいですね。 

  角間川地区の検証シートについては以上です。よろしいですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  はい。 

 

〇会長 

  そういうことで、来年度以降も続けて行っていただきたいな、と思います。 

  次に議題３、ヒカリオまるしぇの開催について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料に基づき、ヒカリオまるしぇの経過について説明】 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。ただいま事務局の方から、ヒカリオまるしぇの最初の

立ち上げから結果まで報告いただきましたけれども、出店して頂いた方からは、ぜひ「継
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続してほしい」というアンケート結果でございました。まず、前回の反省の中の一つとし

て実施する日が準備期間から考えますと“その日しかない”という状況の中でスタートし

たので、非常に難儀したという結果がございます。ただ、結果的には、天候に恵まれ来場

者の人数も多くて出店して頂いた方も非常に喜んでいただいた。結果オーライだったけど

準備面の段階で非常に難儀したということがあります。それで今回１月の地域協議会で提

案をされたということは、来年度もやるのであれば、今の段階から決定しておいて、ある

程度準備期間を設けながら行きたい、ということで今提案させていただいたと思います。

その件について、「来年度実行した方が良い」とか「実行するならこういう風にした方が良

い」というご意見をぜひ皆さんからいただきたいと思います。まずご意見ある方いらっし

ゃいますか。 

 

〇戸嶋委員 

  色々なことを模索しながら、あれだけ賑わって人が来て、「とても良かったな」と思いな

がら、スタッフを務めさせていただきました。その中で、この事業の目的ですけども、こ

の大曲地域の地域協議会とまちづくり課が共同でやる事業、「まちをつくる」ということは

未来につながる要素というのがあっていいのかな、と思います。そういう意味では、プラ

スカフェさんとか、新しく出店した人とか、新しく農業を始めた方が入ってそれぞれの人

達の商売が賑わいに繋がるという意味では未来に繋ぐことができたのかな、と思います。

市の財政が厳しい中で公費を入れながら事業をすることなので「大曲の未来につながる」

という要素が目的にあれば、より良いのかなと思いました。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。他にございませんか。 

 

〇佐藤委員 

  フォアブルーに代わる事業ということだったんですけれども、フォアブルーとはやっぱ 

 り全く違うものだったので、今戸嶋さんがおっしゃられたように、フォアブルーが若者を

多く参加させて、彼らがいっぱい活躍することによって未来につながったとすれば今回の

まるしぇはちょっと物足りないような感じがしました。実際若い農家さん達の出店があっ

て、珍しい販売の仕方だったり、ちょっとおもしろい取り組みが見られたので、秋祭りと

はまた違った雰囲気だったのは良かったです。ただ、もっとまるしぇらしい出店者を集め

られないものだったのかなと思いました。ちょっとクラフト系が少なかったというか、も

うちょっとユニークな出店があっても良かったのではないか、と思いました。 

 

〇会長 

  はい。ほかにございませんか。まず皆さんからご意見を出してもらって取りまとめして

いきたいと思いますので。柴田さんはどうですか。 
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〇柴田委員 

  ちょっと毛色の変わった秋の稔りフェアっぽい感じがありまして、農繁期がずれたから

なのか、若い人というよりは出店者もちょっと年配の方が多かったりして、それはそれな

りにまた味わいがあったかな、とも思いますが、また同じような形でやるとすれば、やっ

ぱりちょっと趣旨が違うのかな、という思いがあります。新聞等ですと、商工会議所の方

でも賑わい創出みたいな感じでイベントを計画しているような報道もありましたので、そ

れと競合するのではなくて協力しながらといいますか、まちのにぎわい創出となった場合

には、商工会からも応援に協力をもらうのか、こちらから協力するという形なのかはわか

りませんが、タイアップしていかないと少ない人口の取り合いみたいな感じにもなります

ので、事務局だけでなく、実行委員の方が決まったとしたら、その方々にもう少し活動し

ていただきたいなという思いはあります。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。高橋文雄委員はいかがでしょう。 

 

〇高橋文雄委員 

  まず、私の意見ですけれども、アウトドアでやるものですので、天候が良ければいいの

ですが、１０月１日は秋晴れということでその時期にやった方が良いなと思っております。

そして、私は日の出町ですけれども、サンクエストまつりも１０月１日、西根の祭りも  

１０月１日、結構ダブっていますけれども、時間がある方は各イベントをはしごをしなが

ら、駅前を見たり、サンクエストをみたりしていますので、実行委員も私も２年目になり

ある程度内容わかってくると思うので、日程を先にきっちり決めて、そして実行委員が協

力しながら進めて行った方が良いんじゃないかと思います。以上です。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。それでは佐々木良悦委員はいかがでしょう。 

 

〇佐々木良悦委員 

  はい。当日は稲刈り作業と重なってしまい参加できなくてすみませんでした。内容につ

いて今日の資料と新聞の報道で見て、大変すばらしかったということで大変感激していま

す。そのうえで、やはり活性化するというのは行政がどこまで手を貸したらいいのかな、

というのを考えなければならないと思いました。だんだん実行委員会の方を主力にしてア

イディアを出し合って進めていけば、また違うような気がしますし、いつまでも事務局や

こちらで進めていればまた同じような感じで行くと思いますので、できればなんとか実行

委員の方たちで主体的に行うような形で持っていければ長続きすると思います。 

 

〇会長 

  実行委員会の話のなかで、時期的に１０月１日頃は農産物関係では端境期なので、出す
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品が無いというような話が実行委員の若手農業者の方から出ました。また、今年は稲刈り

作業が遅れてしまって時期がぶつかってしまうということで、最初に日にちを決め、話合

いをした時からこの話が出ましたので、今度はそういったことと併せて考えていく、もし

これから３０年度も継続するとすれば、それはかなり検討しなければならないのかな、と

最初の準備を進めて行く段階から思っておりました。それでは商工関係の熊谷委員からご

意見お願いします。 

 

〇熊谷委員 

  はい。当日は私も所用のため出席できなくて、皆さんには申し訳なかったと思うんです

けれども、これだけの準備期間の中で来場者が１２００名、長蛇の列など、報告書を見る

限り大成功の事業だったと思いました。そんな中で、実行委員会が上手く機能する、とい

う所は時間が解決する事だと思うので良いと思います。けれども、アンケートを拝見した

中で、皆さん「満足している」ということなんですけれども、どういった世代の方がいら

っしゃって、どういった楽しみ方をしたのかな、という所が知りたかった、と思いました。

内容としては地産地消と農家の方も多く出店されているので、イメージでは年配ではなく、

農家に興味ある方や野菜を買いに来る方、お子様連れが多かったのかなというイメージで

す。まるしぇのイベントの形を他の地産地消系の秋の稔りフェアと一線を引くようなイベ

ントに成長して頂けたらと思います。例えば、Ｂ１グランプリなどではステージでそれぞ

れの出店者がＰＲを、踊ったり歌ったり色々してＰＲしていますので、そういうことも力

を入れていけば若い人とか、私自身は中学生とか高校生にイベントを見ていただきたいの

ですけれども、そういう工夫なども行っていっていただければと思います。以上です。 

 

〇会長 

  ありがとうございました。次、遠田委員お願いします。 

 

〇遠田委員 

  私も確か商工会議所の研修と重なってしまって参加できなかったのですが、終わったあ

たり少し見に行ったら、もう撤収してしまっていた状態でした。アンケートを見ると、概

ね好評なので地道に続けることに一番の意義があるのかなと思います。今回色々な意見を

拝見しましたが、次回もまたやるということが一番良い事と思っています。ただ、開催時

間は１２時から４時までというのは適正なのでしょうか、１１時からの方がお客さんが多

く来てくれるのかな、とは思いました。いずれ天気に左右されるイベントですので、今回

どうだったということじゃなくて続けて行くことが一番大事かなと思います。 

 

〇会長 

  ありがとうございました。山崎委員お願いします。皆さんから頂戴したいと思います。 
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〇山崎委員 

  すみません。自分はこの時ちょっと入院してしまったもので参加できなかったのですが、

自分が思うには、まず一つはこの事業は継続するべきだと思います。個人的にはそう思い

ます。 

  先程、戸嶋さんからご意見ありましたけれども、今後の問題として、組織体制として、

実行委員会とそれのほかに運営委員会があるべきじゃないかなと思います。どういう方向

に誘導していくかということが、実行委員会は比較的これからの若い人達、そういう人達

にどんなふうに我々がサポートできるのか、という形に持って行った方が良いと思います。

商工会との関わり方もいつかの機会に話し合いをしなければならないんじゃないかと思い

ます。これはやっぱり今後の大きな方向を生み出す一つの要素だと思いますので、この事

業は続けて行っていただきたいと思います。先程からずっとお話を聞いていますと、やは

り準備期間がなさすぎる。そこら辺をどういう形で持って行くのか検討していただいて、

自分は継続するべきだと思います。 

 

〇会長 

  ありがとうございました。それでは、本間委員お願いします。 

 

〇本間委員 

  はい。私は当日参加させてもらいました。当日は大変天気が良くて、なぜかこういった

催しをやるときは、非常に天気が良くて、我々自身もやっていて非常に楽しかったです。

隣の保育園の子たちも来て、私はポップコーンとか綿あめの方を担当させていただきまし

たけれども、我々自身が楽しみながらできたということで非常にそういう部分で我々自身

も楽しんでやらないと皆さんも楽しんでくれないのかなと思います。この１回に限らず、

もしかすれば、色々なやり方というのがあると思うんですけれども、２回でも３回でも駅

前の活性化という考えでは、そういった形で盛り上げていくような形でやっていければ将

来的に継続してやって行くということが大切だと思います。 

 

〇会長 

  ありがとうございます。それでは、佐々木浩委員お願いします。 

 

〇佐々木浩委員 

  私も１０月１日は西根のイベントがありまして、会場に行けませんでした。当日はみな 

さんおっしゃった通り、非常に良い天気でした。西根の人口は１５００～６００人ですけ 

れども、こちらも盛り上がりました。私もその委員になっていまして、準備期間は結構あ 

りました。こちらに出席できなくて申し訳なかったのですけれども、皆さんおっしゃった 

通り、当然天気にも左右されますけれども、駅前でやるわけですから、ある程度の人数は

集まると思います。ここは農業圏であるので出店も色々なものが出品されています。それ

を受けて、どこまでが成功でどこまでが失敗なのか、というのはよくわかりませんが、や
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はり運営委員を設置してそういう人達の意見をよく聴きながらやるのが良いと思います。

また、このあとに大仙市の秋祭りもあり、そういったところのからみもありますので、先

ほども言ったとおりここは農業圏でありますので、私を含め農業に携わる人が多いと、ど

うしてもイベントが重なってしまうという部分はネックになります。ただ、アンケートに

ありますとおり、これ辞めてしまえばまた一からになってしまいますので、どこまでやっ

たらだめなのかというところまでやった方が良いんじゃないかと思います。 

 

〇会長 

  ありがとうございます。それでは、打川委員お願いします。 

 

〇打川委員 

  すみません。当日は稲刈りのピークで、どうしても９月後半から１０月中頃までという

のは天気が良ければ稲刈りするし、天気が悪ければ中の作業というのがありまして、なか

なかこちらで参加することができなくて申し訳なかったです。今年初めて地域協議会委員

ということで参加させていただきまして、今まで専業主婦で家の中で暮らしいたので、皆

さんが色々なことをなさって、色んなまちづくりのために意見交換やそのための活動をな

さっているんだなっていうことを初めて知りまして、何も意見も言えないまま、ただただ

皆さんの活動なさっているのを見ていたわけなんですけれども、この１０月初めのイベン

トなんですが、行ければ良かったんですけれども行けなかったので、この資料を見させて

いただいておりますが、自分が想像していたよりは沢山の方がいらっしゃったのですごく

盛会だったので良かったなと思いました。スタッフの方も大変ご苦労なさったことと思い

ますが、どういう方たちが集まってどんなことをどういう年代層の人達が集まったのかな

という話とか子ども達がどんだけ集まったのかな、というのがちょっと知りたいなと思っ

て、その中で子供達が集まるっていうことは、どうしても親もその子供達を連れていかな

ければいけないとなるので、結構人が集まる機会が増えると思うので、もっと子供達が集

まりやすいようなイベントを同時にやったらいいのかな、というのもちょっと思いました。

やっぱりテーマパークでも子ども達が集まったら大人も集まるということがあると思うの

で子ども達が集まる環境というのを作って行ったらいいのかな、と思いました。 

 

〇会長 

  ありがとうございました。今、皆さんから意見をいただいたんですけれども、まず一つ 

は「やる」「やらない」ということよりも、準備期間がある程度必要じゃないか、それから

本当に白紙の段階から実行委員の人達で実行委員会を作って、その中から時期とか内容と

かもやっぱり審議してもらった方が、実行委員の人も力が入るのではないかな、という感

じを受けました。それから、今、打川さんからお話をいただいた、子どもさんですが、非

常に子供連れの若いご夫婦、家族が非常に多かったです。その点は多分、ポップコーンと

かの地域協議会ブースが行列できたのもそういうことで、当日は保育会のイベントがあり

その後で来てくれたということで、子ども連れの家族が来てくれたのが賑わいの要因だっ
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たと思います。それでは、皆さんに内容はともかくとして、「実行する」という形でこれか

ら進めていいでしょうか。良いと思われる方は挙手をお願いします 

（全員挙手） 

全員の方が「実行した方が良い」という意見です。ただ、時期的な問題、今年度の場合、

日にちが１０月１日しかないような状態で、周りに色々な行事が集中してしまったので、

農家の皆さん、稲作やっている方々は本当に出てこれない時期、農産物を出品する方も野

菜に関して非常に端境期で品物がなくて、協力したいけれども難しい、という意見が多か

ったので、１０月１日頃というのは検討課題になろうかなという感じはします。ただ、救

われたのは若い農業者の方で出品した方々、自分の奥さんや子供さんを連れてブースに入

っていただいた方は、「直接お客さんと顔を合わせて売り買いする機会が今までなかったの

で楽しい」という話をしてくれた方もいました。その点は良かったかな、と思います。そ

ういった方々が沢山実行委員に集まってくだされば、そういった方がこれからも続けて行

こうという気持ちになってくれれば、実行委員会で自主運営するということにつながって

いく可能性を感じました。そういったことも考慮しながら、早め早めと立ち上げて時期の

検討をやって行くという形で、今、皆さんから進めていくという意見でしたので、早め早

めに検討するという形で来年度進めたらどうでしょうか。 

そういった形で進めるということで、事務局の方はいかがですか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい。今回、皆さんのご意見に委ねたという所がございましたが、皆さん継続を前提で

お話をしていただいたので、私どもも皆さんのご意見を汲んで、来年度も実施するべきと

いうふうに考えたところでございます。いつまでも市や地域協議会の皆さんをはじめとし

て市の予算でのみで実施するのは好ましくないと申しますか、どこかでやはり出店者が自

主運営していく形に持っていくべきものと考えております。ただ１年やっただけで、すぐ

「じゃあ自分達でやってください」というような形では丸投げで難しいと思いますので、

来年度は自主運営に結びつくような形に少し流れを変えていく、出店者の方にそういう意

識を持っていただくということを含めて、早め早めの計画、そういったものを進めて行く

必要があるのかなと思ったところです。前回の経緯を見ましても、最初の会議は５月１２

日にはなっているのですが、なぜ１０月１日だったのかというとイベントなどがあったか

らですが、もし早めにやるとすると運営委員会なり実行委員会がもっと頻繁にやらなけれ

ば進まないというところがありますので、その点はまずは皆さんにも協力をお願いしなけ

ればならないと感じたところでございます。まず来年度も盛り上がるように、ただ、まず

何度も申し上げますが、出店者の自主運営に結び付けて持っていくためにはあまり市の方

で多くの予算を使うのはいかがかと思います。少ない予算で実効性のある内容になってく

れば出店者の方々も「この程度の予算でこんなにできるんだな」と感じていただけること

になると思うので、自主運営という形に結びつけられるのではないかと感じたところでご

ざいます。 
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〇会長 

  事務局でもありましたけれども、実際に打合せらしい打合せを最初にしたのは７月２６

日大洪水のあとなんですよ。大洪水のあとで延期するかどうかという形の所から始まって、

立ち上げ的ないわゆる準備期間は８・９月しかなかったんですよ。まず、やるということ

で皆さんの意見をいただきましたので、やるとすれば次回の地域協議会の中でたたき台で

も出せるよう形で、組織形態についてそういう形で進めた方が良いんじゃないかと思うん

ですが、じゃないとなかなかできないんじゃないかなと。事務局の方はいかがですか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  色々ご意見ありがとうございました。会長が只今おっしゃっていただきましたように、

次回の地域協議会の際に組織についてのたたき台というようなものを提案させていただき

たいと思います。資料№３－４の今年度の出店者リストですが、ご覧になっていただけれ

ばお分かりと思いますが、実質大曲地域の若手農業者の方は４ブースしかないんです。他

は太田とか南外とか西仙北とか、そういった他地域のところにお声がけをさせていただい

て、御協力いただいた、というところでございまして、当初このほかにもいらっしゃった

のですが、やはり当日参加できないという方もいらっしゃったので、今年出ていただいた

方をベースに考えた方がよろしいのかなとこちらの方では思っております。運営委員会的

なもの、実行委員会的なもの、事務局的なものを形にして次回お示しさせていただきたい

と思います。ありがとうございました。 

 

〇会長 

  はい。そういう形で進めていっていかがでしょうか。 

  （はい、の声あり） 

  それでは予定されております議題は終わりましたが、事務局から何かありますか。 

 

〇事務局（田口参事） 

  【資料に基づき、大仙市シェイクアウト訓練について説明】 

  【次回地域協議会の予定（３月１４日）について説明】 

 

〇会長 

  それでは委員の皆様から何かございませんか。よろしいですか。 

それではないようですので、これをもちまして会議を閉じさせていただきます。 

おつかれさまでございました。ありがとうございました。 
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（午後７時００分 閉会） 
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