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平成２６年度 第１回大曲地域協議会会議録 

日時 平成２６年４月３０日（水） １８：００～ 

場所 大曲庁舎３階大会議室 

 

出席委員（１４名） 

齋藤誠吾委員 齋藤靖委員 佐々木巌委員 佐藤久美子委員 佐藤啓子委員 佐藤美智子委員 

髙畑祐太委員 冨樫俊悦委員 藤井隆夫委員 本間和也委員 松塚智宏委員 山崎雄一委員 

伊藤明子委員 佐藤薫委員 

 

欠席委員（３名） 

髙橋かおる委員 三浦尚委員 齋藤健太郎委員 

 

大仙市長 

栗林次美 

 

事務局（大仙市企画部総合政策課 ８名） 

小松英昭部長 相馬幸則次長兼課長 高橋正人参事 高橋靖弘主席主査  

高山知洋主席主査 田村将悟主任 佐々木翔主事 佐藤淳哉主事 

 

次第 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．市長あいさつ 

 

４．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）大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見について 

 

５．その他 

 

６．閉会 
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１ 開会   

総合政策課 高橋正人参事  

 

２ 会長あいさつ   

齋藤靖会長：  どうもみなさんお晩でございます。ゴールデンウィークの大変お忙しい中、連休

の合間にご出席をいただき誠にありがとうございました。今年度第一回の大曲地域

協議会の開催となりました。また、お忙しい中、栗林市長にもご出席いただき、本

当にありがとうございました。 

 

昨年は鳥の影響でなかなか満開になる桜がありませんでしたが、市役所の桜は少

し散り始めてはおりますけれども今年はちょうどいま桜が満開です。今年は全体的

に一気に咲いたようで、昨日あたりが一番の桜の見どころではなかったかと思いま

す。 

今年も所用で角館の方に少し行きましたが、非常に多い観光客で帰りには時間が

かかってしまいました。現在、商工会議所で観光推進委員長という役職をもらって

いますので、あの角館にいらした人たちをどうやってこの地域に来させるのかとい

うことを考えていかなければならないということを帰り際に考えて参りました。そ

ういう意味で来年、再来年に向けていろいろと考えていきたいと考えておりますの

で、どうか市長にはよろしくお願いしたいと思います。 

 

みなさんは一年間、この協議会を経験しましてこの協議会の位置づけ、どういっ

たことをやっているかということをご理解いただいたと思っております。今年度の

最初の協議会でありますので、ぜひそういうことを踏まえながらみなさんからの活

発なご意見を頂戴したいと思います。今日もみなさんからのたくさんの意見を頂戴

することをお願い申し上げましてあいさつとさせていただきます。本日もよろしく

お願いします。 

 

３ 市長あいさつ   

栗林市長： みなさん、お晩でございます。ゴールデンウィークも中間の時期という忙しいと

きに地域協議会を開催していただきありがとうございます。平成 26 年度の最初と

いうことで今年も出席させていただきました。 

 

いま、お話がありましたけれども、去年はほとんどの桜がダメでしたが、今年は

どこの桜も大変よく咲いていると思っております。この前の余目の桜花火は、天候

もよく、桜も咲き、近年にない人出だったと思います。 

八乙女公園に関しては、公園の概念につきましては市でいろいろと具体的な手を

入れておりますけれども、それだけでは公園の桜を活かしきれないということで、

「八乙女山を守る会」という形で市民のみなさんに協働でいろいろなことをやって

いただいております。八乙女山の手入れが相当よくなってまいりまして、今年は特

に素晴らしい桜が鑑賞できるようになりました。この会の皆さんには県道沿いの
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桜、それから道の駅の近くの小滝川の方の桜についても手入れをずっとやっていた

だいておりまして、本当に市民のみなさんが行政と一緒に動いてくれているなとい

うことを実感させていただきました。 

3 日は太田で「黄桜」、黄色い桜という白い桜ですけれども、太田でかなり白い

桜が見られますので、これを一つのきっかけとして様々な行事を展開して頂けると

いうことで、これにもまた参加します。そうやっていろいろと歩いてみまして、市

民のみなさんと行政が協働でこの地域を活性化していこう、盛り上げていこうとい

う様々な試みが具体的に動いてきているという風に思っているところであります。 

 

合併して今年度がちょうど 10 年という節目の年でありますが、地域協議会も合

併と同時にできましたので、10 年という節目の年になります。我々は、これから

次の 10 年に向かってしっかりとした展望を示していかなければならないと思って

おります。ですから、地域協議会の皆様からも、受け身という形だけではなくて、

より積極的に市政に対する提案、提言というものを出していただきたいという風に

思います。 

現在の総合計画も 27年度で終了ということになっておりますので、次の 10年を

見据えた 28 年度からの新しい総合計画というものに入っていくための準備に入っ

ております。この準備を進める中で、それぞれ 10 年になりました各地域の地域協

議会の皆さんからも、様々な市政に対する、あるいは地域に対する様々な提案、提

言がより活発に出てくるものと期待しておりますので、よろしくお願い申し上げた

いと思います。 

 

今日はまちづくり、まちの活性化について扱う地域協議会の皆さんがお集まりで

ありますので、若干、大仙市の大きなプロジェクトについても触れておきたいと思

います。 

 

皆さんご承知の通り、この度の再開発では、大曲厚生医療センターという形で、

市内に病院を残して生活者が集えるような場所をつくるため、病院を核とした再開

発を実施しております。「ヒカリオ」という名称を付けていただきました北街区と

いう部分については、4 月 14 日に竣工式を終えて、それぞれの事務所、事業所が

すでに仕事を始めております。これに加えて、病院が 5月 1日から正式オープンと

いうことで、いよいよ北街区が動き出すということになります。 

連日のように新聞等で取り上げられていますけれども、この病院は仙北地域全体

を対象とする地域中核病院となります。旧組合病院では、なかなか新しい医療機器

などを入れることが難しい状況でしたが、この再開発で病院が新しくなりましたの

で最新の機器を導入できるため、地域の中核病院としてふさわしい診療体制に変わ

っていくものと期待しているところであります。 

このような再開発を一つの契機として、病院のお医者さんの数もかなり増えてき

ているようであります。また、研修で訪れるお医者さんも増えてきております。こ

の厚生医療センター全体では、まだお医者さんの数は足りないということにはなり
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ますけれども、なんとか医者の充足も進んでいるようでありますので、以前と比べ

て、よりこれからの時代にあった診療というものをやっていただけるのではないか

と思っております。 

また、秋田県では 2番目となるホスピスという緩和病棟に対する市民の関心、期

待が特に大きいようであります。19 床の小さいホスピスではありますけれども、

しっかりとした体制でスタートできると聞いておりますので、利用者にとっては本

当に良いものができることになるのではないかと思っております。 

現在、病院の引っ越しが始まっております。この引っ越しが終わりますと、ただ

ちに現在の病院を解体して、そこに社会福祉協議会の本部や、認定こども園そして

大曲夫婦の保険センターという施設と駐車場、そして商工会議所がこちらに移って

きます。工期についても大変心配されておりましたけれども、なんとか施工業者の

皆さんに頑張っていただいて、北街区についてはほぼ、予定通りに完成させていた

だきました。南についてもなんとか 27 年度中にはそれぞれの施設がオープンでき

るように作業が進められるという報告をいただいております。 

 

それから、最近新聞等でも様々に報道されていますが、「花火産業構想」という

ものを作らせていただきました。これは大仙市が商工会議所、そして商工会の皆さ

んと一緒になってこの花火産業構想という少し大きな課題を出し、これに向かって

進んでいこうということで検討を重ねてまいりました。大仙市が誇る日本最高峰の

花火大会であります、「大曲の花火」のブランド力を活かして、工業や観光、商業、

農業、文化、教育など様々な分野にわたって地域を元気にしようという、これまで

にない大きな構想であります。この構想の中には具体化できそうなものをいくつか

まとめております。 

一つ目は、現在、民間の皆さんが時間をかけて花火の資料を収集して整理をしつ

つありますが、そうした活動をしている皆さんと一緒になりまして、花火の資料館

というものを整備していこうという計画をこの構想の中に入れております。これ

は、資料を収集しながら整理をして一部を展示していくことで、全国から大曲にく

れば花火にまつわる様々な資料を見られる、聞ける、そういった資料館の整備を目

指すものです。あるいは花火そのものの研究的なものをやれるのではないかなと思

っております。こうした計画の実現により花火文化の価値を高め、後世に継承する

ということを目指しております。 

もう一つは、花火に携わる人材をこの地域で育成できないか、ということをテー

マとするものです。いま、若い人たちの中で積極的に花火という文化芸術に向かっ

て取り組まれる方が多くなってきているという風に聞いております。そして、ここ

の地域には有名な花火屋さんもありますので、そういう方々と一緒になってこれか

らの日本の花火に携わっていく人材の育成を大曲の地域でしていきたいと検討し

ております。 

もう一つは、花火の製造工場を作ろうという提案が会議所の方から出てきており

ます。既存の花火製造業の皆さんもおりますが、それこそ業者さんと協働でこの花

火製造工場の規模を少し大きくして展開していくことで、国内、もしかすると世界
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に花火を売れるのではないかと考えております。この花火製造工場の建設というも

のを大きなテーマとして取り組んでいく、これについてもこの構想の中に含まれて

おります。 

この構想につきましては、先ほども申し上げました二つの経済団体と一緒になっ

て市も協議してまいりまして、構想集のようなものをまとめさせていただいており

ます。これをもとにしまして、これから 3団体で具体化に向かって一生懸命頑張っ

てみようというところであります。相当詰めた形で構想を作らせていただきました

ので、100％構想の通りに実現するかはわかりませんけれども、構想に沿った形で

かなりのことができるのではないか思いますので、これから本格的な構想実現に向

けたスタートを切ってまいりたいと思います。 

 

それからもう一つ、今年はいよいよ「国民文化祭」の年であります。これについ

ては実行委員会でよく決めていただいて、具体的な取り組みを既にどんどん外に出

していっております。 

一つは、大仙市が県と一緒になってやっていく、市の公式な行事として、「国指

定名勝旧池田氏庭園での秋の園遊会」というものを計画しております。こちらにつ

いては、様々な文化活動を庭園の中で実施することによって、県外からもたくさん

の人たちを迎えることができるように行事の組み立てをしております。 

そしてもう一つは、「囲碁サミット 2014 in 大仙」という行事です。大仙市には

「日本棋院」という囲碁の本部がありますけれども、市ではずっと前からこことの

協定を結んで、囲碁文化の子供たちへの普及事業を継続しています。囲碁を通じて

まちおこし、地域おこしをしようという全国の市の集まりとして、囲碁サミットと

いう集まりがありまして、大仙市もそのメンバーになっております。そのようなサ

ミットを通じて、来ていただいた市とのシンポジウム等を行い、また、メインのイ

ベントとして、子供に焦点を当てた子供の囲碁大会を行うことで、囲碁の普及を目

指すことをテーマにした全国行事となっております。こちらの行事を秋田県の中で

大仙市が引き受けております。 

それからもう一つは「秋田の美×写真の力」という題目にしております。戦後を

代表する写真家といわれております、木村伊兵衛さんがこよなく秋田、しかも大曲

周辺をフィールドとして活躍された様々な記録が残っており、この木村伊兵衛の写

真をテーマとしております。木村伊兵衛の写真は大仙市では銀板 14 枚をすでに前

の大曲の時代に購入しております。また、農村の美しさのようなものを扱い、全国

の様々な分野の写真を撮る方々に対して秋田の良さ、美しさというものを撮影して

みませんかという風な呼びかけをし、秋田を訪れていただけるような様々な仕掛け

をして、全国から人を集めてみようと考えております。こちらには、有名な写真家

にも来ていただくことになっております。この企画が 3番目になります。 

加えて、県民参加事業としまして、県から 300万円の補助金をいただけるという

事業があります。 

これについても 2 つ手を挙げておりまして、そのうちの一つは花火であります。

「伝統×挑戦 日本の花火 大曲の花火」というタイトルにいたしまして、レクチ
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ャー付の花火のような形で、1 時間くらいの企画を準備しております。補助が 300

万円を活用し、花火実行委員会の中で大仙市がいろいろ手を加えつつ、これもおも

しろい企画にできるのではないかと思っております。 

それからもう一つは、「民謡継承祭典～民謡を次世代へ唄い踊り継ぐ～」という

テーマとなっております。秋田県全体もそうですけれども、この大仙地域は民謡が

非常に盛んなところでありますので、子供たちへの指導という内容をテーマにした

ステージを作ってもらうこととしております。これも県民参加事業として登録され

た事業です。 

このほかにも、市の単独事業といたしまして、大仙市で様々な活動をしている文

化団体の皆さんに呼びかけて、市外から人をできるだけ呼んでいただけるような

様々な企画を市民参加事業というような形で募集しているところであります。市か

らは、文化団体の皆さんへ補助金として 30 万円の援助を行うということとしてお

ります。こういった事業をまもなく 5 月くらいからスタートいたしまして、10 月

～11 月上旬の県全体の国民文化祭のメインイベントに結びつけていくという形と

なっており、今年は 5月、6月くらいから、文化団体の皆さんの行うイベントが各

地域で行われていくことになるかと思います。 

このような様々なことを行いながら、秋田県をもっと外にアピールするというこ

とも国民文化祭で狙えるようでありますので、県と一緒になって大仙市としても最

大限盛り上げていこうと思っております。 

 

今年はこのようなことを大きなプロジェクトとして行っていくということをお

知らせさせていただきました。 

結びになりますけれども、地域協議会の委員の皆様のおかげで地域枠予算に様々

な団体の皆さんが積極的に手を挙げてくださっており、これを活用して地域を元気

にしていく活動をしていただいております。これに加え、今年度はもう少し踏み込

んでいただいて、議会とはまた違った形で地域協議会として市に対してこういう事

業ができないか、こういうことをもっと深くやれないか、そういった提案、提言の

ようなものをもっともっとたくさん出していただけることを期待しております。 

我々も、いま市民がどういうことを望んでいるのか、どういうことをもう少し深

くやってもらいたいのかということを様々な調査をしながら計画を立てているつ

もりではありますが、どうしても我々では考えが及ばないだとか、あるいは抜けて

しまう部分というのはかなりあるものと私は思っております。そういう部分に対し

て、議会だけではなく、地域協議会の皆さんからもこの地域をより元気にし、地域

の人にとってもっと住みやすい形にするにはどうすればいいのかなどのテーマで、

様々な課題についての提言、提案をたくさんいただければと思います。全部をその

通りにできるかどうかはわかりませんけれども、我々もその提案を受けて真剣に市

の様々な施策の中でそれを活かしていき、市の事業を組み立てていかなければなら

ないと思っております。このようなことに対してもより時間を割いていただいて、

ひとつ市に対する提言をお願いしたいと思っております。 

地域枠予算を本当によくそれぞれの地域で使っていただいているようでありま



7 

 

す。この後、地域枠予算に関する審議もあるようでありますが、私も今日は皆さん

から様々なご意見を聞きながら、今後の市政の参考にしてまいりたいと思います。

今日の地域協議会が実りある協議となることをご期待申し上げまして、少し長くな

りましたけれども、ごあいさつに代えさせていただきます。今日はどうもありがと

うございます。 

 

４ 議題  

（委員の２分の１以上の出席があり、会議が成立する旨を確認） 

 

議題（１）会議録署名委員の指名  

齋藤靖会長： 会議録署名委員は佐藤啓子委員と高畑委員にお願いいたします。 

 

議題（２）地域枠予算の申請について 

齋藤靖会長： 議題（２）に移ります。地域予算の申請についてでありますが、今回、Ⅲ型の事

業に 10件の申請がありました。そのうち 1件は新規事業が申請になっております。

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にな

っておりますので、これより申請団体から内容の説明をしていただきます。それで

は、大曲コメニティデザイン協議会より説明をお願いします。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 お忙しいところ、ありがとうございます。 

我々は大曲コメニティデザイン協議会といいまして、穀倉地帯の大仙市大曲の米

に関する文化のＰＲを行う事業を考えており、今回はこちらについて提案させてい

ただきました。 

私どもは、10 団体ほどで構成している協議会ですが、その中で米印カンパニー

というデザイン会社をやっております。そちらから参りました桜田の方から今回の

事業のきっかけのようなものをお話ししてもらいます。 

 

 

桜田と申します。よろしくお願いします。 

私たちはこれまでも地域の素材を使った商品開発等の活動を行ってきました。2

年前のことになりますが、秋の実りフェアというイベントの際に、秋田の新しいお

米のゆめおばこを使った 2合入りパックを考案し、このゆめおばこを来場者の皆さ

んにふるまい、そしてお持ち帰り用として 2合入りパックを買っていただく、とい

うような企画を行っておりました。このイベントでは、あきたこまちとゆめおばこ

を食べ比べていただいて、どちらがおいしいかといったような、ゆめおばこの消費

拡大に向けた企画となりました。この商品に関してはこれからどうやって流通させ

ていくかとか、そういったことについて検討しているところでした。 

最近、ローソンにこういった商品が並んでおりますけれども、これは北海道のゆ

めぴりかという品種でこれが全国的に流通しているわけです。こういったものを見

つけたときに悔しいな、先にやられたな、という思いがありまして、ゆめおばこと

かあきたこまちとか秋田のお米をもっと消費拡大していくための、きっかけづくり
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としてＳＮＳや動画を使った商品紹介が今後もっと大切になっていくのではない

かなと思います。以上です。 

 

 

2年前、お米の袋のようなデザインで桜田がパックをデザインしまして、ゆめお

ばこを広めようとしたのですが、そのときどう広めるかをみんなで協議をしまし

た。しかし、なかなかうまくまとまらないうちに、山梨県の会社が東北や北海道の

お米を全国流通のローソンにも入れてしまっていて、またやられてしまったと感じ

ることが起きてしまいました。 

 

私たちがやりたいのはお米を売るというよりもお米に関する文化を扱うことで

す。昨年、秋の実りフェアのときにアートイノベーションというのをやりました。

そのときは農業とはほとんど関係ありませんが、女性建築家が稲穂をデザインに使

った茶室を設計したりしました。そういったお米と建築、というようなコラボした

ものをどんどん穀倉地帯の大仙市大曲からＰＲしていきたいということが私たち

の仕事です。皆さんご存知の通り、facebook、youtubeなどを用いれば小さい町か

らでも全部世界に情報が届くという時代になっています。 

少し見て頂きたいのですが、これはコメニティデザイン協議会とは関係がないの

ですが、お米のさわたさんを紹介するために youtube用に映像を作ってみました。 

（作成した映像の紹介） 

コメニティデザイン協議会とはあまり関係ないのですが、このようなものを 3月

の終わりに作りました。ご覧いただいた通りに全て英語です。3月の終わりにこれ

を配信したときにはポーランドから 20 件ほどのアクセスがありました。日本でア

クセス数が飛躍的に伸びたのは「鶴瓶の家族に乾杯」が放送された後から、飛躍的

にアクセス数が伸びました。いま、大曲のものでも英語圏の人たちにＰＲできる時

代になっております。 

このＳＮＳだけではなくて、配布に使えるポストカードにもＡＲという形で、動

画を仕込むことができます。こちらのポストカードには、昨年のふるさとフェアの

ときに秋田美人の皆さんが活躍してくれた映像が盛り込まれています。このような

ものもＰＲのツールとしてあります。 

建築とお米、デザインとお米、様々なコラボをしながら大仙市大曲のお米をＰＲ

する。ずっと前から行っていたのですが、今年特に力をいれたいと考えています。

その一番大きな理由が秋に始まる国民文化祭です。10 月～11 月にかけて日本中の

人たちが秋田県に来てくださいます。そのときに秋の実りフェアなども、ちょうど

同じ時期に開催されます。今から準備を始めて国民文化祭の時期に間に合わせられ

るような活動をしていきたいなと思っているところです。 

 

また、要するに私たちがやりたいのはお米そのものを売るということではありま

せん。デザインを皆さんに知ってもらって、それによりこのお米を知ってもらうと

いうことです。2合入りのお米パックをコンビニに置きたいというのは 2年前から
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この業者と同じように考えていました。いいお米ならば 2合というのが女性のハン

ドバックに入れるぎりぎりの重さで、これ以上重いとハンドバックに入れません。

これをみんなに買ってもらいたいということではないのです。これを買ってもらっ

て食べてもらい、それからゆめおばこを 10ｋｇ、20ｋｇと買ってもらいたいので

す。このように、ＰＲというのはこれをいかに知ってもらうか、というような産業

だと思っております。 

 

私たちは 10 団体で組織した協議会ですが、みんな農業出身ではありません。た

だこの近辺で生まれた人間たちで、お米の恩恵を受けてきた人間たちです。 

もう一言言わせていただきますと、今お配りした資料の表紙に写真があります

が、それはお正月用のしめ飾りです。そのしめ飾りは今大仙市がフラワーデザイン

等で取り組んでいる、観賞用の稲をコラボレーションしたものです。これは 2年前

の秋、私どもで観賞用の稲をＳＮＳでＰＲしたところ、長野県飯田市のしめ飾りの

業者さんから問い合わせが来て、観賞用の稲をしめ飾りに合わせてみないかという

ところから始まって、昨年の秋に商品化して特に関東の方で非常に売れました。関

東方面ではしめ飾りに昔から観賞用でなくても稲穂を入れていたということでし

た。やはり縁起物というか、五穀豊穣のようなものを願って入れていたそうです。

こういうのも 2年前の秋に、私たちがＳＮＳなどで観賞用稲をＰＲしたことで、向

こうの業者さんが知ってくれてドッキングした企画です。 

つまり、知ってもらわなければそのような企画も動かないということです。その

ためのＰＲ、ということですので、この活動を国民文化祭のいいタイミングの時期

にやらせていただいて、さらに継続事業としてずっと取り組んでいければと思って

おります。どうぞよろしくお願いします。 

齋藤靖会長： ただいま説明していただきました内容について何か質問はありませんか。 

山崎雄一委員： 

 

お米を売るのか、デザインを売るのかどっちが優先なのかというのが質問の一つ

です。 

それと、2合というのはハンドバックに入るからではありません。一日でご飯を

炊いて食べる量が 2 合だからだということらしいです。私の経験からいたします

と、これは真空パックした方がいいと思います。真空パックなら長い期間日持ちし

ます。コンビニで売る予定でしたら紹介しますよ。セブンイレブンが理想的でしょ

う。ただ、罰金を取られますから物を切らさないでください。市からは補助金がで

なければ、県から補助金が出るはずです。だいたい 250万円くらいの資金があれば

全部一通り作れる量がだいたい 2合です。 

一遍に何十キロなんか絶対に売れないです。それから、売る先はこだわりのお店

がいいと思います。いまはデパートのこだわりコーナーというものがありますの

で、そこに売るといいと思います。それも必要であれば紹介しますよ。 

デザインも私の仕事なので言わせていただくと、このままの状態であれば正直に

申し上げて売れないです。せっかくやるのであれば、これを売るという形でやった

方がいいのではないかと思っています。 

内容自体には反対ではありません。さらに、別の予算を補助金としてもらえるよ
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うな方法を考えればもっとよくなるのではないかと思います。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

デザインに関しては 2年前からグループで審議していたところです。真空パック

というものを山形のつや姫がやりました。やはりそちらの方がいいのかどうか、試

行錯誤しながら、それに加えてＰＲの仕方をどうするかについてもみんなで考えて

いこうと思います。 

また、さっきも言ったように私たちはお米を売りたいという商売人というより

も、お米をデザインに使ったものをＰＲしていきたいと考えています。観賞用の稲

もそうですし、稲を使った茶室といったデザインもそうですが、秋田県大仙市大曲

はお米をモチーフにした様々なデザイン、商品にあふれているというような雰囲気

を醸し出していければと思います。 

藤井隆夫委員：  昨年、こちらの地域協議会にかかったアートイノベーション大曲というのは一緒

の団体ですか。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 何社か、何団体かが重複しております。私たちの仲間のグループです。 

藤井隆夫委員：  その際、協働でされているというフラワーデザイン普及協会、いわゆる栗林さん

がやっていらっしゃるところも審査にかかっていますよね。今回の申請でも栗林さ

んのフラワーデザイン普及協会から申請が出ているのですが、これも観賞用の稲を

使ったものを中心に扱っていますよね。そこのところなのですが、協働している団

体で目的も同じで、同じようなことをやっているようでしたら、それはどうなのか

と思います。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 栗林さんのところですね。栗林さんのところでやってらっしゃるのは観賞用稲の

栽培と商品化ですね。私どもの方がやろうとしているのはそれのＰＲです。それを

広く知らしめていくというＰＲ事業というような提出の仕方です。 

藤井隆夫委員： そうであれば一緒になった方が一貫したことができるのではないかと思います。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 いわゆる観賞用稲だけではないのですけれども、私どもの仲間の団体で様々な部

門があって 2 年前からあきたこまちを使ったイタリアンリゾットのメニュー開発

だとか、そういったこともやっておりまして、そういった人たちで一緒にやってい

く、ＰＲしていくというような協議会ととらえていただければと思います。 

藤井隆夫委員：  もう少し整理していただいた方がわかりやすいように感じます。 

齋藤靖会長：  事業自体に少し重なっているような部分が出ているんじゃないかということで

すね。 

藤井隆夫委員：  このコメニティデザイン協議会の中でもこういう風な形のものがあってこうい

ったものがあるという整理をした方が理解しやすいです。 

齋藤靖会長：  これは事務局の判断としてはどうなのでしょうか。 

高橋正人参事：  今回の事業につきましては、やはり私どももフラワーデザイン普及協会の綺麗稲

を使ったしめ縄、という事業との重複を確認させていただきました。 

今回お渡ししました資料の中にあります通り、事業内容としては観賞用の稲の田

植えから収穫までの作業の撮影、配信、米の文化研修会の開催、それから米を使っ

たメニュー・レシピを映像で公開といった、広く大仙市大曲地域の米文化を配信し

ていくというものととらえました。このため、フラワーデザイン協会でやっている
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しめ縄に関する研究会の開催、それから実りフェアでの無料体験、デザインブック

の作成そのものとは重複はないのではないかと判断をしまして、今回受付をさせて

いただいたというところでございます。 

藤井隆夫委員： 昨年、申請していただいて採択になったアートイノベーション大曲は今年の申請

の予定はないということですか。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

あるとは聞いていますが、これもまたコメニティデザイン協議会とは少し違う業

務になっています。アートイノベーション大曲は実りフェアの芸術部門の方ですの

で、詳しくどういうことをやるのかは栗林さんからは聞いていないです。 

とにかく私たちが秋にかけてやらなくてはいけないのは、お米のデザインに関す

る商品なり研究なり開発なりのＰＲです。 

山崎雄一委員： そうしますと皆さん方のやることをやった場合に大仙市というのは外に売れる

のですか。また、お米に興味を持ってもらえるでしょうか。大仙市の米というのは

すごいよ、おいしいよというのは宣伝で映像等の形で流し込んで伝わるものでしょ

うか。また、これは商売をして売らないのですか。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 売ります。 

山崎雄一委員：  商品をきらさないように作れますか。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 それはやってみなければわからないです。 

山崎雄一委員：  売るのであれば着眼点が全然違うと思いますよ。 

佐々木巌委員：  今回の地域枠予算の概念というのは、あくまでも非営利で使われるということが

基本だと思います。ですから、そこを事務局でどのように判断したのかはわかりま

せんが、説明を聞いていますと売るとかＰＲとか様々な言葉が出てきています。地

域枠予算そのものは非営利の目的に使われる予算となっています。そこについては

しっかりとした基本があると思います。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 何回も言うように、お米を大量に売り出すということではなくて、私たちの基本

は知ってもらうということです。 

佐々木巌委員：  大曲の米をネットとかでＰＲをしてくださるということが基本なわけですね。私

も農家ですから大変嬉しいことだと思いますが、米のＰＲについては農協さんでも

県でも大仙市でも様々な形で行っています。そういった中で全国が競争している時

代ですから、厳しいところもあると思います。 

先ほど山崎さんも伺っていましたが、あなた方がＰＲなさるという計画はどの程

度の効果があるのでしょうか。今の農業情勢の中で消費者がどの程度その地域のお

米に興味を持ってくれるのか、というのはＰＲとしては大きなウェイトを占めると

思います。あくまでもこれは非営利ということですから、そのあたりについてもう

少ししっかりとした説明をいただければと思います。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 私たちでいま協議しているのが、お隣のつや姫のＰＲの仕方です。どうしてあの

ように広く出していけるのか。秋田のお米はなぜあのようなアイディアをもって出

ていかないのか。ＰＲ力が全然違うのではないのかと。そういった部分で思うとこ

ろがあるものですから、いつも協議会で考えるのはどうやって広く知らしめるのか
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ということです。 

佐々木巌委員：  今回はせっかく市長もみえておりますので、行政の立場からこういった米の消費

ＰＲについてどう思っておられるのか伺いたいです。 

民間の方が大曲のお米をＰＲして下さるという気持ちは大変すばらしいと思う

のですが、農協も含めて行政の方でもそういった面ではかなり力を入れていると思

います。ですから、逆に言えばそういった機関のＰＲ不足というのもあると思いま

す。 

小松部長： 事務局がこの提案を受け付けた背景では、私もフラワーデザイン協会さんの事業

との重複の恐れもあるというお話をさせていただいております。また、補助金を得

るための別の団体を作るというようなことにも注意しなければならないなと思っ

ておりました。 

私どもが今回、受け付けて提案させていただいたというのは、先ほど高橋の方か

ら説明があったように、明確に事業的には違うものであろうということがあったか

らです。活動の内容もいわゆる商業ベースに乗せるだとか、商品を売るだとか、そ

ういったことではなくて、お米文化というものについて、大仙市にはこのようなも

のがあるという紹介までということのようでしたので、協議会におはかりする分に

は問題ないと考えました。 

当然、決定は事務局側で行うのではなく、協議会の方で決めていただくことです

ので、ここで様々な議論を出していただいて可否については決めていただくという

ことになります。 

こちらのＡ3 資料の No.1 の上にある囲み枠の中に、地域枠予算の補助対象事業

の例示がありますが、基本的には先ほど委員がおっしゃった通りに商売というより

も地域の活性化に資する事業でなければならない、という根本的な縛りはありま

す。これに該当するかどうかという判断になるのではないかと思います。 

こちらの団体で行うのはとても新しい技術ですので、大仙市がいままで行ってこ

られなかった部分でもあると思います。そこで、これについては皆さんに議論して

いただいき、効果についてもどのようなものが期待できるのかということをご判断

いただいて、この事業の可否についての最終的な決定をお願いしたいと思います。 

そもそもこのⅢ型というのはそのような趣旨で提出されるべきものということ

で、事務局サイドの形式審査としては合格ということで皆様にお出ししたというこ

とだと思っております。 

栗林市長： 私がしゃべってしまいますとどちらかに誘導することになってしまいます。です

から、私はただみなさんの様々な協議を聞いておきたいと思っています。 

Ⅲ型の事業についてはかなり幅広く様々な提案を受け付けようという仕組みで

それぞれの地域協議会にて扱っております。やはり 100％これだというものはなか

なか無く、いろいろなことがあるようです。そのため、こちらにも書いてあります、

地域の力を生み出す事業という概念の中では、この地域にいる人たちが様々な関係

の中で一緒になって何かを外に出してやりたい、というものも一つの可能性として

考えられるのかなという風に思って聞いておりました。 

正直に申し上げまして、我々役所としてはなかなか売り込みや宣伝の手法が考え
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にくいということもあり、一つ、このような可能性もあるのかなと思って今までの

お話は聞いております。 

齋藤靖会長：  ありがとうございました。他にありますか。齋藤委員。 

齋藤誠吾委員：  10 団体で構成しているというお話でしたが、10 団体の名前を事務局は把握して

いるのですか。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 私たちのところが一つ目で、映像製作会社のだいせん大曲ヴィジュアルエンタテ

インメント、二つ目が米印カンパニーというデザイン会社、三つ目がＮＰＯ法人大

仙親と子の支援センター、四つ目がＮＰＯ法人ほっと大仙、五つ目がトラットリ

ア・ローマ、六つ目が戸嶋真紀子建設設計室、七つ目がレタスクラブ、八つ目が栗

林生花店、九つ目がＮＰＯ法人フラワーデザイン普及協会、十個目が日ノ出町にあ

ります Share studio B.Gです。様々な撮影とかのスタジオになっています。 

齋藤靖会長：  ありがとうございました。他に質問はありますか。はい、松塚委員。 

松塚智宏委員  後半、売る、売らないというところにかなり論点が向かっていってしまっている

と思いました。最初の話では売る、売らないではなくて大仙市といえばお米だとか、

お米の文化をＰＲしたいということでしたので、その一本に絞っておっしゃってい

ただければぶれなかったのかなと思います。 

このような売り方については既成のやり方と全く異なるので、素人がぱっと聞い

たときには本当にそんなものでＰＲできるのか？と思ってしまうというところで、

私はそれが逆に良いところだと思いました。 

いままでたくさんの試みをしてきたけれども効果でなかったではないか、という

ことではなくて、それらの試みに全然関係のない方々が今の最新のやり方でＰＲし

て大仙市に多くの観光客が来ることになれば、これはラッキーなことなので、新し

いやり方として試してみるという点では、さきほどの地域の活力を生み出すという

ところでは、これは一つのやり方としてはいいのではないかと思います。 

ただ、私は今まで申し上げてこなかったのですが、やはりどうしてもこのコメニ

ティデザイン協議会に限らず、他の団体についてもよく見てみると名前を変えて

様々なことをやっているところがあるのではないかと思います。ですから、ここだ

けではなくて他の地域でもそのような視点で見直す必要があるのではないかと思

いました。ただし、目的が全く他のものであるのなら、私は問題がないと思います。

以上になります。 

 

佐藤久美子委員： 

 

 

 ゆめおばこを使ったリゾットを作ると言っておりましたけれども、リゾットであ

ればゆめおばこでもあきたこまちでも変わらないと思いますから、もっといいＰＲ

の料理があるのではないかと思いました。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 2年前にあきたこまちでリゾットをやってみました。なんだかべちゃべちゃにな

ってしまいました。 

佐藤久美子委員：  リゾットは本当は芯を残す料理なので、秋田のお米はリゾットにはあまりおいし

くないと思います。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 ですからそれをなんとかするためにいろいろやっているわけです。 
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齋藤靖会長：  いずれにしてもそれを文化としてＰＲしたいということですね。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 何度でも言いますけれども、私たちの中に農業従事者は一人もいません。 

 

齋藤靖会長：  論点がずれていっている部分があって、先々の話をしてしまっているのですが、

とにかくいまは出だしのところとして米文化のＰＲをしたいということですね。 

 よろしいでしょうか。説明については以上で終わらせていただきたいと思いま

す。 

大曲コメニティデザ

イン協議会： 

 どうもありがとうございました。 

 

齋藤靖会長：  はい、ありがとうございました。まずは新規事業について説明していただきまし

たが、引き続きその他の事業についても事務局から説明していただきます。一通り

説明をしていただいた後に、皆さんからまた意見を頂戴して採決をとりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

高橋靖弘主席主査： （事務局より他の 9件の申請について説明） 

齋藤靖会長：  以上、新規事業を含む 10 件の説明を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。まず、先ほど新規事業として説明がありましたコメニテ

ィデザイン協議会からの申請事業については、皆さんいかがでしょうか。 

 コメニティデザイン協議会からの申請について、承認される方は挙手をお願いい

たします。 

【一人以外挙手】 

それでは、承認ということでお願いします。 

 では、2番の角間川まちづくりの会について何かご意見、ご質問等ある方はいら

っしゃいますか。 

 それでは、角間川まちづくりの会について賛成の方は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 

続きまして申請の 3番、大川西根地区コミュニティ会議について、何かご意見、

ご質問等ある方はいらっしゃいますか。 

よろしいでしょうか。それでは申請の 3番、大川西根地区コミュニティ会議につ

いて承認される方は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 

続きまして、申請の 4番、大川西根こども会の申請についてご意見、ご質問等あ

る方はいらっしゃいますか。 

それでは申請の 4番、大川西根こども会の申請について承認される方は挙手をお

願いします。 

【全員挙手】 

続きまして、申請の 5番、ＮＰＯ法人フラワーデザイン普及協会の申請について

ご意見、ご質問等ある方はいらっしゃいますか。 

佐々木巌委員：  支出の部の中に稲デザインブックというのがありますが、これはどのようなもの

ですか。 

齋藤靖会長：  事務局、よろしいですか。 
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高橋靖弘主席主査： こちらが稲デザインブックというものになります。 

佐々木巌委員：  これは何部を、どういう風な使い方をしていますか。 

高橋靖弘主席主査：  500部作っております。 

佐々木巌委員：  それはどういう風な形で配布されるのですか。 

高橋靖弘主席主査：  こちらの稲デザインブックに関しましては、農業研究センターの公開日や、大仙

市の実りフェア、それからしめ縄つくりの会などにおいて配布したとのことです。 

齋藤靖会長：  他にはよろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので申請の 5 番、NPO 法人フラワーデザイン普及協会

の申請について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 6番、藤木地区コミュニティ会議の申請について、ご意見、

ご質問等ある方はいらっしゃいますか。 

 よろしいでしょうか。それでは、申請の 6番、藤木地区コミュニティ会議につい

て承認される方は挙手をお願いいたします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 7番、大曲地区コミュニティ会議についてご意見、ご質問等

ある方はいらっしゃいますか。 

 よろしいでしょうか。それでは、申請の 7番、大曲地区コミュニティ会議につい

て承認される方は挙手をお願いいたします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 8番、花館地区コミュにティ会議ついてご意見、ご質問等あ

る方はいらっしゃいますか。 

 よろしいでしょうか。それでは、申請の 8番、花館地区コミュにティ会議につい

て承認される方は挙手をお願いいたします。 

【全員挙手】 

 続きまして、申請の 9番、四ツ屋地区コミュにティ会議ついてご意見、ご質問等

ある方はいらっしゃいますか。 

 よろしいでしょうか。それでは、申請の 9番、四ツ屋地区コミュにティ会議につ

いて承認される方は挙手をお願いいたします。 

【全員挙手】 

続きまして、申請の 10番、いきものみっけファーム in大仙おばこ推進協議会の

申請ついてご意見、ご質問等ある方はいらっしゃいますか。 

 よろしいでしょうか。それでは、申請の 10番、いきものみっけファーム in大仙

おばこ推進協議会について承認される方は挙手をお願いいたします。 

【全員挙手】 

 以上をもちまして、地域枠予算の申請事業に関する協議を終了させていただきま

す。 
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議題（３）大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に係る意見について 

齋藤靖会長：  大仙市小規模・高齢化集落等コミュニティ対策に関わる意見についてであります

が、前回まで委員の皆さんからご協議をいただいた内容について、本日、最終の協

議を行っていただくことになっております。 

 はじめに、事務局より説明をお願いいたします。 

高橋靖弘主席主査： （事務局より内容について説明） 

齋藤靖会長： ただいま事務局より説明がありました。皆様より質問または追加等があればお願

いしたいと思いますが、何かありますか。 

齋藤誠吾委員：  ここに書かれたものはみんなの意見ということですが、この中で特に言いたいと

ころに二重丸をつけるだとか、印を少し大きくつけるだとかなにか工夫をしなけれ

ば全部見なければならなくなってしまいます。見やすいようにしてください。 

高橋靖弘主席主査：  皆様から大変貴重なご意見をいただきまして本当にありがとうございました。 

こちらの意見書につきましては、この後、小規模高齢化集落等コミュニティ対策

会議の方に提出したいと考えております。その際、こちらの大曲地域協議会の思い

といいますか、意見を全て提出して小規模高齢化集落等コミュニティ対策会議の方

でまたさらに議論を深めていただきたいなということで、こちらの全部の意見をそ

のまま提出したいと考えております。 

ただ、この中でポイントとなる部分につきましては太字にするなど、少し加工を

いたしまして、そういった形にして小規模高齢化集落等コミュニティ対策会議の方

には提出したいなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

齋藤靖会長：  よろしいでしょうか。ほかに意見はありますか。 

 特別ないようですね。ご協議いただき誠にありがとうございました。それでは、

この内容で小規模高齢化集落等コミュニティ対策会議に提出することにいたしま

す。 

 本日の議題についてはこれで以上となります。 

 

５ その他  

齋藤靖会長： 事務局の方から何かありますか。 

田村将悟主任 【がんばる集落活性化支援事業について説明】 

齋藤靖会長： 他にありませんか。 

高橋正人参事： 次回の地域協議会は 6 月下旬を予定しております。また日程を調整しまして、1

か月前には皆様の方へ通知を差し上げたいと思っておりますので、どうかよろしく

お願いいたします。 

齋藤靖会長： はい、ありがとうございました。他に何かありますか。 

5月末にはチャレンジデーがありますね。 

高橋正人参事： 少し、チャレンジデーのお話をさせていただきます。5 月 28 日の水曜日がチャ

レンジデーとなっております。 

愛知県の碧南市との対戦になります。前回のお話をお聞きしますと、やはり農作

業をこのチャレンジデーの体を動かした時間に算入できるということもありまし

た。なかなかそういった情報が入って来ないということもあり、とにかく体を動か
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した方には、ぜひともご連絡を頂きたいというお話がございました。どうか皆さん

もご協力をよろしくお願いします。 

齋藤靖会長： よろしいでしょうか。5月 28日にはチャレンジデーということで、15分でも体

を動かしてそれを申請していただき、それを元にして市民の内の何％が運動したか

で他の市と対戦することになります。去年は負けておりますので、今年は勝つよう

に市民一体となって頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

それでは、他に委員の皆様から何かありせんか。ないようでしたら、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。長時間にわたりありがとうございま

した。 

 

以上は、会議の内容を記したものであり、相違ないことを証するために下記に署名する。 

 

 

会議録署名人                

 

 

会議録署名人                

 

 


