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（午後 ６時００分 開会） 

 

○齋藤靖会長（以下「会長」と表記） 

みなさん御晩でございます。第３回の地域協議会ということでご出席していただきありが

とうございます。だいぶ日が落ちるのも早くなりまして、振り返りますと、今年の夏という

のは、まずはオリンピックがありまして、日本が最多のメダルをとったということで非常に

盛り上がった夏でありましたし、地元としましても大曲工業高校が初めて甲子園に行き、こ

ちらも非常に盛り上がったところでございます。スポーツ的には、こういうふうに非常に盛

り上がったところであります。 

また先日の第９０回の大曲の花火も、天気は、予報では非常に悪かったのですけれども、

当日非常にいい天気になりまして、風向きもだし風ということで桟敷側からは非常によく見

えたということで、こちらも非常にいい花火大会となりました。 

また、先週は各地で運動会など行われたと思いますが、花館地区も地域枠予算を使わせて

もらいまして、５０回大会の運動会を無事に行うことが出来ました。みなさんがご指摘され

たように、残月花火が風に流されて、大半がゴルフ場の方に行ってしまいまして、ちょっと

失敗してしまいましたけれども、来年は響屋さんの知恵を借りながら、ちょっとリベンジし

なければならないかなと思っているところであります。いずれこれからまた秋に入りまして、

各地秋祭りとか地域の行事があるかと思いますけれども、みなさんのほうでも各地域で各地

域の行事を盛り上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今

日は議題にありませんけれども、また皆さんからの色々なご意見を頂戴しながら進めてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○会長 

それでは、会議を始めさせていただきます。本日は、佐藤薫委員、佐藤啓子委員、三浦尚

委員から、欠席の届け出が出されています。また、伊藤明子委員、高畑祐太委員からは遅れ

る旨の連絡をうけております。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いたします。 

それでは、次に次第の３、議題に入らせていただきます。会議録署名人を指名いたします。

会議録署名人は、佐藤美智子委員と、佐藤久美子委員にお願いいたします。 

それでは続きまして、議題の２に移らせていただきます。今年度から、３年以上継続して

地域枠予算を活用している団体について、検証を行うこととなっております。今回「サマー

フェスタ inはぴねす」実行委員会から、実施した事業の実績報告が提出されましたので、先

にお配りしております「大仙市地域づくり推進事業検証シートⅢ型」を活用して行いたいと

思います。それでは説明をお願いいたします。シートに沿って進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

○事務局（田口主幹） 

【地域枠予算（継続事業）の検証について、配布資料に基づき説明】 
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○会長 

それでは検証内容に入っていきたいと思います。チェック項目ごとに項目をつぶしていき

たいと思いますので、何かそこのところで皆さんの方からご意見がありましたら、お願いし

したいと思います。 

まず、１番の、事業団体として適正であるかというところですが、これは１０人以上とい

うことで問題ないですね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

これは適正であると。 

２番、地域枠予算を活用して実施している事業か。ということで、こちらについてはいか

がでしょうか。よろしいですか。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

こちらについても、よろしいですね。 

つづきまして３番、他の市補助金が充当されていないか。こちらもよろしいですね。他の

補助金が使われていないということで、こちらも問題ないということで。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

つづきまして４番、他の市補助金が充当される事業ではないか。こちらもいいですね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

つづきまして５番、政治色、宗教色の濃い事業ではないか。問題ないですね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

何か意見があったときは言ってくださいね。 

つづきまして６番、営利を目的とした事業ではないか。問題ないですね。 
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〇斎藤誠吾委員 

ちょっとここで質問です。屋台材料費１７万３千円とあり、これによると生ビールとかア

ルコールとか無料で配布しているのですか。売ったとすれば収益になるのではないかと思う

のですが。 

 

〇事務局（田口主幹） 

お配りしております資料Ｎｏ．１－１をご覧いただきたいと思います。４枚目に収支決算

書がついてございます。収入のところに屋台売上金１５５，４９５円と掲載されております

ので、販売したというふうに思っております。 

 

○会長 

販売して、それを使ってまた事業をしているということですよね。それを残してというこ

とではなくて。ということで、営利を目的とした事業ではないかということは、よろしいで

すね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

続きまして７番、団体の運営を補助するものではないか。こちらもよろしいですね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

８番、その他不適切と認められる事業ではないか。こちらについてはよろしいですか。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

それでは最後９番、交付要綱に該当する事業であるか。こちらもよろしいですか。下に項

目がありますけれども、全部読んだ方がよろしいですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

こちらの９番につきましては、事務局としては（２）の、地域の特色を生かしたイベント

など、地域の連携を強化し、地域内の交流を促進するための事業というふうに捉えておりま

す。 

 

○会長 

ということでよろしいでしょうか。今の検証項目については、全て問題ないということで
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あります。結果ですね。適正であるということでよろしいでしょうか。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

つづきまして総合検証項目としまして１０番、補助金の使用用途や支払い方法は適正かと

いうことですけれども、事務局の方で、これはよろしいですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

こちらの方、実績報告書が出された段階ですべての領収書が揃っておりましたので、適正

というふうに考えております。 

 

〇会長 

それでは問題ないということで、つづきまして１１番、多くの地域住民のための事業であ

るかということで、問題ないですね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

つづきまして、１２番、具体的な成果が期待できるか。（検証例として）参加人数が減少し

ている、先ほどの数字からいくと、徐々に増えてきている、この事業を通して地域住民の地

域に対する意識や姿勢など何も変化がない、ということがありますけれども、ここは幸町な

ど新興住宅街で、まわりから来た方々が非常に多い地域ですけれども、やはりこういう事業

を行うことによって、一体感というか、地域のそういうことが高まってきていると思います

し、これからまだまだ人口が、今また造成・分譲されていますので、１３０世帯だったか、

増えていくということもありまして、まだまだこういう事業というのは、この地域にとって

は必要だと思っておりますので、そういう意味では、非常にいい事業ではないか、この１２

番に関しても問題ないのではないかというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

つづきまして１３番、この事業の内容や運用を改善する余地はあるか。これについてはみ

なさんの方から、こうした方がいいのではないか、こうすればマンネリ化がなくなるのでは

ないかとか、そういうことがあればご意見を伺いたいのですけれども、事業がマンネリ化し

ているのではないか、運営費等の経費が含まれているのではないか、参加人数等の目標値が

設定されていないなど、こちらについてはよろしいですか。 
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○佐藤久美子委員 

今後の課題のところに、資料Ｎｏ．１－１のところに書いてあるのですが、様々の課題に

ついて、それぞれ町内が情報交換をするとか、自主防災、福祉というような項目が上がって

きているが、サマーフェスタで集まる度にそういう話がされているとは思っていません。な

ので、例えばサマーフェスタの中の催し物の中に、何か防災であったり福祉であったりする

ような、イベントの中に何かそのようなものが織り込まれていくのであれば、よりいいフェ

スタになるなと、大花町の住民としては思っています。 

 

○会長 

いずれ全体の事業の中にそういうものも組み込んで、来年度以降考えていった方がいいと

いうことですね。 

 

○佐藤久美子委員 

子供たちのお楽しみ会という意味合いがものすごく強くて、それはそれですごくいいこと

なのですが、子供が来ればおじいちゃんおばあちゃんが来ますし、誘い合ってみんなが来る

のでが、ここにいっぱい盛り込んでいる項目、こうしたいああしたいということには、なか

なか今の何回目かの会の中では結びついていないのではないかと思っていたので、今後そう

いう工夫をしていただければと思います。 

 

○会長 

はい、わかりました。この１３番の改善の余地があるかということについては、そうして

いった方がいいということですね。他によろしいですか。今のようなこともありますけれど

も、基本的にはないということで。１４番、この事業は必要性があるものかということです

けれども、必要ですね。たぶんこれはですね、何か目標が達成されているとか、そういう地

域の問題を解決する事業ではないかということだと思いますので、先ほど私が話したとおり、

まだまだこの地域にはこういう事業というのは必要だと思うので、必要だということでよろ

しいですか。その目的ですが、Ⅲ型として実施する事業であるかということで、これは事業

であるということでよろしいですか 

 

（全員了承） 

 

○会長 

今後の方向性ということですけれども、こちらについてはよろしいですか。現状のまま継

続、改善して継続、先ほどのようなことを、申し送り事項として伝えていただいて、まず現

状のまま継続ということでよろしいでしょうか。 

 

（全員了承） 
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○会長 

あと下の方にありますけれども、改善提案、改善の見通しということで、先ほど久美子さ

んの方から話がありましたけれども、その他なにかありますか。この事業について全体的な

雰囲気ということで。久美子さん、もう少し補足的なお話があればどうぞ。 

 

○佐藤久美子 

今年教育委員会の方で出したパスポートでしたか、子供たちがイベントに参加するという

もので、あれはすごく好評で、夏休みに色んな場所に出かけたのですが、そのスタンプが欲

しくてみんな持ってくる。とても効果があって、そういうのを子供たちだけじゃなくて、も

しかしたらお年寄りなんかにもあったら、参加者が増えて色んな時に行ってみようという気

持ちにつながるのではないかと思ったので、もっと早くやっていてもよかったと思いました。

でもそれぞれの会場によって、判子を押してくれる人がいなくて、自分でサインしてもよい

など、ちょっとシステムが曖昧でした。だからその集まりで、誰が押す判子が本物なのかが

分かるのかなと思いました。 

 

○会長 

そちらは教育委員会でないとわからないでしょうか。 

 

○事務局（高橋課長） 

実は、先日ふれあい文化センターというところで、私どもが主催する元気ムラ大交流会と

いうのがあって、そのときに「Ｊｉｎｇｕｊｉキャンで～ず」というよさこいのグループか

ら出ていただきまして、後からでしたが、今お話のあったカードを持って来られました。我々

の方ではまちづくり課という判子をついて、さらに、まるびちゃんのシールがあったのでそ

れを貼って渡しました。すごくいいことだなと思っておりますが、携わった人であれば、誰

のサインでも判子でもいいし、とにかく参加しましたという証拠を貰えればいいという内容

のようでした。 

 

○会長 

ポイントが違うのですよね。ただ参加したか、作業をしたかで。押す方がそれを分かって

いるかという話ですよね。 

 

○佐藤久美子委員 

ラジオ体操などで、とても喜んでいました。 

 

○会長 

今話があった通り、大仙市でそういう事業を行っていますので、各地域でイベントがあっ

た際には、そういうこともあるということで、皆さんで認識していただければと思いますの

で、たぶん子供たちはそれを目的ではないと思いますが、そういうことで結構今後地域の行
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事参加する子供たちも増えてくるかと思いますので、そういうことでお願いできればと思い

ます。 

これは何回目になりましたか、もう７～８年目になりますよね。５回目ですか。 

 

○佐藤久美子委員 

そもそも、はぴねす大仙に千葉さんが赴任したときに始めた事業で、町内会の有志がやり

ましょうとやったものではなかったのですが、町内の行事だと浸透してきたのはいいなと思

います。 

 

○会長 

たしかに、千葉さんが走ったのも分かっていて、やはりこの地域は、私が先ほどから何回

も話していますが、新しい人たちがいっぱいで、今までそういう一体感があった事業をして

いなかったから、こういうことをやることによってだいぶ変わってきているような気がしま

すし、さっきも私が話した通り、運動会とかも、雰囲気をみると前は幸町というとばらばら

だったけれども、最近ようやく町内の雰囲気が出てきたかなと。幸町は、小学生だけで８０

人もいるらしい。 

ということで、この検証についてはよろしいでしょうか。これは継続していく、進めて行

くということでよろしいですね。 

 

（全員了承） 

 

○会長 

よろしいですか。それでは特別無いようであれば、以上で地域枠予算継続事業の検証は終

わらせていただきたいと思います。先ほどの改善というか、今後こういうことも考えたらい

いのではないかという意見もありましたので、それは申請団体に通知して、次回の実施の際

には織り込んでもらうように、事務局から説明をしてもらいたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

ひとつ整理をさせていただきたいと思います。先ほどの自主防災組織なり、福祉関係の事

業をこれに絡めてはというご意見がありましたが、これを例えば下の方に載せるとなると、

今後の方向性としては、改善して継続というふうに書かざるを得なくなります。上記の理由

は、今言われたようなことでございます。改善提案としては、事業の中に、自主防災組織な

り、福祉に関するイベントなり、催し物を中にいれてはどうかという意見になるかと思いま

すが、ここに書きますと、これをやらないと次の事業は受け付けません、という流れになる

ようでございます。そこを地域協議会で、ぜひやってくださいと必須にするのか、口頭で伝

えて検討してみてください程度にするのかによって、ここに書くのか書かないのかというこ

とになるのです。システム上そういう風に作っておりますので、そのあたりを、どっちなの
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かなというところを、ご意見を整理していただければと思いますが。 

 

○会長 

久美子さん、それについてはどうでしょうか。 

 

○佐藤久美子委員 

ここのところに、次回地域づくり活動を行う予定についてのところで、書いてあるので、

７ページのところ、事業の実施による成果と、今後の課題とその下のところ、町内としては

すごくそういう気持ちはあるのだろうなというのはすごく分かります。なので、文章に書か

ないまでにしても、こういうことをしたらいいのではないかという案として、例えば屋台が

いっぱい出る中に、自主防災についての取組を、大花町なんかは既にやっている取り組みを

福田町や幸町の皆さんにお伝えするコーナーがあるとか、屋台の中に何か一つ町内会のイン

フォメーションがあればいいんじゃないかと思いますが。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

そういう意味ではここにＢとして、その点を盛り込んでいって出してもいいのではないか

と思います。やり方が大きいものなのか小さいものなのかは、こちらの実行委員会のやり方

になるとは思うのですが、こういうメニューを盛り込んでくださいということを伝えて、大

なり小なり盛り込んでいただくというのは多分可能だと思いますが、だとすれば正式に改善

提案するということもいいかと思いますが。 

 

○会長 

そういう形でよろしいですか。そんなに難しいことではないと思うのですが。 

 

○藤井委員 

このサマーフェスタｉｎはぴねす実行委員会というのは、いわゆるコミュニティ会議みた

いなものなのですか。 

 

○佐藤久美子委員 

各町内会の会長さん、副会長さん、会計さん、あとは子供育成会の会長さん、副会長さん

などが実行委員になっていて、あとは、はぴねす大仙の事務の方です。 

 

○会長 

先ほど言った、３町の会長さん副会長さんと、はぴねす大仙の館長、そこの事務局と子供

会が一緒になっている会です。 

 

○藤井委員 

例えばコミュニティ会議とか、地域全体を統括しているところであれば、自主防災も網に
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かかるわけです。だから、そうだとすれば主催者が自主防災も進めて行くということ形もわ

りとするっと整合性がとれていくのだけれども。 

 

○会長 

花館はですね、花館公民館が全体の仕切りをやっていて、コミュニティ会議があって、今

のところに関してはその中の３町なので、全体としてという形ではないと思います。 

 

○藤井委員 

だからそこで自主防災というのは、単体の自主防災組織を作るとか、活動とかという形は

３町の中でかもしれないけれども。 

 

○冨樫委員 

これはフェスタですから、また、町内が大きくて３町ですか。防災というのは出やすいの

だけれども、なじまないのです。書いてあることは、間違ったのではないか。調子よく書き

すぎたのではないかなという感じがします。 

 

○佐藤久美子委員 

気持ちはよくわかるのです。本当はこのようなことにもつなげるようにしたいという。 

 

○冨樫委員 

あの環境では防災という言葉は誰も使わないです。みんなお祭りだから。 

 

○藤井委員 

私も今年行きましたが、お楽しみ会ですね。それぐらいでいいのではないかなという感じ

がするけれど。 

 

○冨樫委員 

私も２回行きましたが、そんな気がしますけれど。 

 

○佐々木委員 

私もそれは別個に分けてやった方がいいと思う。おそらくこういった連携がとれると、サ

マーフェスタをやって、防災の意識が高まって、連携がとれるのではないかという、そのよ

うな取り組みにつながっていくと思いますが、そういった趣旨で書いたのではないかな。 

 

○会長 

だから、継続の条件ということではなくて、必ずこういうことをやらなければ駄目だとい

うことではなくて、課長が後半言ったような、こういうものにつなげてくださいという、少

しやんわりした申し送り事項というか。 
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○事務局（高橋まちづくり課長） 

検証シートにおいてはＡということで、ここには提案をあげないで、別として、この実行

委員会なりで、そういう事業というよりも情報交換などにも取り組んでくださいという意見

がありましたということを、別枠でお知らせするということは可能だと思いますので、そう

いう形でよろしいでしょうか。 

 

（全員了承） 

 

○佐藤美智子委員 

例えばこのフォーマットは、これがあるじゃないですか。これ自体が事業に対しての検証

なので、これはこれでいいと思います。ただ、いま久美子さんがおっしゃったのは、事業実

施による今後の課題と明確に書いてあるから、たぶんこれに対して、久美子さんは、じゃあ

何かにつなげなければいけないのではないかと解釈したのだと思う。だとしたらこのフォー

マットを、たとえばその他とか、地域協議会委員の意見とか、何か感想とか、一枠設けて、

これはＡでいいですよ、でも私たちの会議の中ではこういう意見が出ましたとか、そういう

一言を付け加えるとか、評価とは関係なしにそういう枠を設けられるものなのかどうか、も

し設けられないとすれば口頭でそのまま伝えていただければいい。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

フォーマットはこれで、口頭でと先ほどは言ったのですが、要はこれを送る際に、こうし

た意見がありましたということを伝えて、一緒に文書として送るということも可能だと思う

ので、逆にそういうふうに残るようにすることもできますので、そういう対応をさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

 

○佐藤美智子委員 

あともう一つは、こういう難しいことを書いていますけれども、たぶん先ほど佐々木さん

が言ったように、こういう連携をとりながら、それでコミュニケーションができやすくなる

から、次のステップにつなげられるということを、ここでは言いたいと思うのです。それを、

久美子さんは噛み砕いて、そういうふうにしたら、屋台の中で、さっきのカードではないが、

正解したら判子をもらって飴玉をもらえるとか、防災を大人だけじゃなく子供の時から、親

と一緒に考える防災とか、屋台の中の 1 つのゲームとして、中に入れることはできないかな

と、彼女は言いたかったのではないでしょうか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

今回はそれとはまた別に、事務連絡というか、簡単な文書を送るということで対応させて

いただきたいと思います。 
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○会長 

はい。ということでよろしいでしょうか。いずれ、検証も初めてのケースだったので、今

後こういうのも出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 

○藤井委員 

検証方法について、たとえばコミュニティ会議などで補助金申請している場合、コミュニ

ティ会議の事業が２つも３つも包括して出されている場合がある。その場合は包括されたも

のに対する検証なのか、それとも１事業１事業に対する検証になるのか。 

 

○事務局（田口主幹） 

包括した形と考えております。 

 

○会長 

それについても、こういうことを変えた方がいいとか、一つ一つの事業に対しては、また

意見を出してもらえればと思います。 

よろしいでしょうか。それでは続きまして、議題の３にうつります。移住定住に係る意見

書についてであります。事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

【資料Ｎｏ．２に基づき説明】 

 

○会長 

ただいま事務局から説明していただきました。皆さんから頂戴した意見がありますけれど

も、ここに記載されていない、この意見の他に、委員の皆様から何かご意見がありましたら

お願いしたいと思います。これを書いた後でこういうこともあるとか、ここが違うのではな

いかとか、何かありませんか。 

 

○佐藤久美子委員 

空き家とありますが、空き家は持ち主がいますよね。空き家を移住してきた方に提供しよ

うといっても、持ち主の人がまだどうするか決めていなくて空き家状態になっていて、更地

にもならないような建物がいっぱいある訳でしょう。それをどのように解決していくのでし

ょうか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

大仙市では、そういった空き家に関しまして、空き家バンクという制度がございます。こ

の空き家バンクは、空き家を売りたい人もしくは貸したい人、その方と、それから空き家を

買いたい人、それから借りたい人をマッチングさせるためのシステムでございます。大仙市

のシステムでございます。これは、貸したい売りたい物件をホームページにアップしまして、
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今４件しかあがっていませんが、その空き家をもし借りたい人がいれば、その物件を見て、

条件に合えば、市に連絡が来る形になっています。そのような方と空き家の所有者の方とを

引き合わせる、そのような事業を行っています。大仙市は千件以上の空き家がありますが、

そのうち４件ということですので、まだまだ周知が足りないなと思っており、改善していか

なければと思っております。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。 

 

○佐藤久美子委員 

登録されている４件は、すぐ住めるような状態なのですか。家賃はいくらですか。そうい

うことは全部明確になっていますか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

全部ホームページの方に載っております。何百万で売却希望など、全て載っております。 

 

○佐藤久美子委員 

実用に合っていますか。合っていないと言っていますが。じゃあ無理ではないかなと思う。 

 

○松塚委員 

結局あれは、売りたい人がこの値段で売れというものを載せざるを得ない状況です。こっ

ちで精査してないので、現状から離れてしまうので、ますます誰も買わないという。では外

部評価が入っているかというとそれも入れられなくて、その建物が住めるかどうなのかなど

も明確になっていないのです。中の写真も載せる、載せないというのはあったと思うんです

が、それもプライバシーということで載せられないので、ますます外の人から見ると中がど

うなっているのかわからない、外観の写真はついているんだけど、トイレがどうなっている

か、どこが壊れているかということが全然載ってないから、行かないとわからないという状

況で、じゃあそこまで市民に提供していいのかというと宅建業を持っていないからできなく

て、たぶんそれで苦しんでいるのではないかなと思います。 

 

○佐藤美智子委員 

不動産屋は介入していないのですか。 

 

○松塚委員 

空き家バンクに直接ではないのだけれども、何かあったときの仲介や紹介とかは不動産屋

が入るが、そこは市が積極的に紹介できないから、どうしても情報としては足りないという

感じになってしまう。そこに踏み込んだ制度を何か作れればいいのでしょうけれど。空き家

バンクについてはなかなか難しいという気がしています。 
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○佐藤久美子委員 

難しいですよね。いまどきの人は水洗トイレとかウォシュレットとかついてないと入らな

いと思うし。 

 

○松塚委員 

例えば他の自治体だと、古い家だと、例えばこれを直すにはいくらぐらいかかるかもしれ

ませんとか、そういう参考になりそうなものを一緒に添付することがあります。例えばユニ

ットバス入れ替えるとすれば、完全に駄目だとすれば、１５０万円ぐらいあればできるそう

ですよとか、公の資料を添付して渡してあげるとか。 

 

○佐藤久美子委員 

じゃあ具体的に市では、ここをリフォームするのだったらこれぐらい助成しますよとか、

明確な金額は、よそでは出ていますよね。 

 

○松塚委員 

そういったリフォームに対してどのくらいまで補助できますというのは出せると思います。

大仙市もそういう補助はあるので、たぶん出せると思うのですが、そもそも問い合わせがほ

とんどないのではないかなという気がします。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

問い合わせは結構あります。あそこの地域の物件がないかということで。それでホームペ

ージを紹介するのですが、やはり借りたいという方が多くて、ＨＰに載っているのは全部売

却なもので、一定期間借りたいという人が多く、なかなかうまくマッチングできないなとい

う現状です。 

 

○山崎委員 

ちょっと話が逸れるかもしれませんが、こういう移住定住を進めようとする際に、なぜ他

の行政と同じようなパターンで、これが大仙市の移住定住だというのが何もないのです。こ

こにもあるが、実際に住んでいる人たちが、大仙市ってすごいというものが弱いのですよ。

まずそういう中で、人を迎え入れることが出来るかどうかということだと思います。例えば、

雇用の問題もありました。自分はこれだけの規模で、こういう形で進めませんかと話をする、

でも行政は乗ってこない、３百人、４百人雇用すると言ったら、どうですかと言っても乗ら

ない、横手で同じ条件を言ったら工場を作ってあげるよと言う。でもここにいて横手市とい

う訳にいかないから、だからそういうことも極端な言い方をすると、都会ってそうですが、

秋田ってわからない人がいっぱいいますよ。秋田はどこにあるんだろうって。皆さんそんな

馬鹿な話ないだろうというけど、実際そうなのです。だから本当にこれだというものがあれ

ばいいだろうし、産業的な面にすると、前にも話したことがあるが、長野県などはこの辺鄙
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なところでなぜ人が来るのだろう買いに来るのだろうというようなことがあるのです。でも

それ以上のものが秋田というのは作れるのですよ。特に大仙市は。だから、プロジェクトな

りを作って本当にこれに向かっていくしかないという感じでやればできると思います。だか

ら根本的に捉えて、こういうふうにしなければ駄目だというものにしなければ、ただ同じよ

うな形で繰り返されてそれで終わりじゃないかという感じなのです。市の広報を見ていると

人口は減っているが世帯は増えている、それはなんだろうということもある。駄目なところ

じゃない、いいところなのですよ。大曲は花火しかないんですよ。アクションを起こさない

とこういうことはできないのではないかと思う。空き家対策にしたって、自分に言わせると、

担当部署の怠慢です。はっきり言います。何も手を打ってくれてないです。増やそうとする

意識もない。こういうのに結びつかせようとする意識がないからじゃないですかね。企業誘

致に関しても来てくれそうなところはある。じゃあこれを見せてくださいとＤＶＤ1 枚渡さ

れただけですよ。行政のこと何もわからないですよ。そういう意識ですよ。だからその辺は

行政も我々市民も一緒になって力を合わせてやっていかないといけなんじゃないかと感じま

す。根本的にやり直さないと無理だと思います。言っていることに間違いはありません。そ

の通りです。余計なことですが。 

 

○会長 

この移住定住アクションプラン策定委員会は何回か開催しているのですか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

１回目の会議が終わりまして、今月の２６日の日に第２回の策定委員会がございます。そ

ちらの策定委員会の方に、皆様からいただいたご意見を提出したいと考えております。 

 

○会長 

遅いとか早いとかあるでしょうけれども、その委員会をやって、こういう問題を出して、

それに向かっていこうということですよね。それに対して、この地域協議会からも意見を出

してほしいということですよね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

その通りです。 

 

○松塚委員 

意見として追加なのですが、移住定住というのが誰に対してというのが前段わからなかっ

たのですが、外から来る人に対して移住、中にいる人がここに定まって住んでほしいという

ことで定住ということなのでしょうが、もしそうだとすれば、外から呼ぶよりも中の人が流

出するっていうのを止めたいというのがメインだとすれば、学生さん、高校生さんに対して、

今まで一度でも大仙市にいてくださいとかそういうメッセージを送ったことがあるのかなと

思っておりました。大学進学で県外に行かれます。いずれ戻って来られたらと曖昧に思って
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いるのでしょうけれども、実際に仕事も無いしということで戻って来ないとすれば、高校を

卒業する時、あるいは成人式の時にでも、大仙市に戻って来てという明確なメッセージを渡

したら、ぐっと動く人もいるのではないかなというふうに思っています。その時にはここに

連絡ちょうだいねと一括で受け付けられる窓口の電話番号が一本乗っていると。就職に関し

てはこちら、移住に関してはこちらということではなくて、大曲に戻って来たい人はここに

電話してください、という窓口が一本ある。というようなチラシがたとえば高校卒業の時に

もしくは成人式の時に、一本ちょっと豪華な封筒に入ったものが、一人一人の手に渡れば、

子供たちといえども、ゆすられるのではないかなと思っておりますが、この辺について久美

子さんいかがですか。 

 

○佐藤久美子委員 

上の方にもありましたけれども、家庭の中から、出ていっていいとは言わずに、絶対帰っ

て来いと言ってもらいたいし、家族が、ここはいい街だからここで一緒に暮らしたいしとい

うことを伝えてもらいたいです。家族の中から。 

 

○松塚委員 

帰って来いキャンペーンということですね。そういう教育、啓発活動をするという。 

 

○佐藤久美子委員 

そうですね。帰って来てもらいたいですね。帰って来てもらうためにはやっぱり、普段か

ら親子で、学生で、向こうで何やっているかわからないということではなく、月々何十万仕

送りするということじゃなくて、そういう待っている親も、もうちょっとしっかりと待って

いてもらいたい。待つだけじゃなくて、本当に帰って来いよと。 

 

○齋藤健太郎委員 

自分がよく思うのは、移住定住のことでは、大曲はいいところだからということで、この

資料を見ていても悪いことは話していないが、実際悪いところはかなりある、不便なところ

はあるはずです。地域というのは。それをもう少し、逆にいうと、私は移住してくる人たち

に発信してもいいと思います。それを発信して、雪がすごく多い、高齢化で老人たちがすご

く困っている、助けてくれと。そういうのでもいいと思うのです。コアな人がいて、筋肉の

強い人が大曲に移住してくるものありかもしれないし、定住のことを考えたときに、子供た

ちに、お前たちが外に出て行くというのは深刻な問題なので、そこは親がしっかりと、大仙

市大曲がいいところだというよりも、どちらかというと真実を伝えて、お前たちから出て行

かれると困るのだということを、どんどん話していくべきだと、私は思っています。 

 

○会長 

ほかにありませんか。 
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○藤井隆夫委員 

それこそ、四ツ屋の地域ビジョンで、四ツ屋の良さを活かした若者が定住するまちづくり

で原案をまとめているが、今回、８回目のプロジェクト委員会をやったのですが、やはり一

番の問題は、良くも悪くも自分の住んでいる地域のことをみんなで考えるという機会がほと

んどない。やはりそこから始まるのではないか。それもなくて、子供たちにも、ここにまた

戻って来いとか、他の地域の縁もゆかりもない人に大曲に移住してくれと言えない。だから

そういうものをある程度きちんと話をして、その良し悪しをある程度まとめて、それから地

元にも発信していき、外にも発信していかなければ駄目なのかなと。 

そんな中で調べたところ、四ツ屋に特化していうと、自然減というのはしょうがないです

よね。若い人子供がいなくて、亡くなる人が多ければ。問題は、社会減と社会増なのです。

他から入ってくる人と出ていく人の差はどうなのかなと思って、去年、過去６年ぐらい、四

ツ屋だけに特化して調べたら、増えたのも３年、減ったのも３年。だから今月のだいせん日

和なんかも、転入の方が多かったですよね。転入が多いなと思って見ていた。だから自然減

というものはしょうがないけれども、社会減を減らして、社会増を増やしていく活動がキー

ポイントになる。縁もゆかりもない人を外から連れてくるというよりは、やはりここに縁の

ある人からここに住んでもらう、それが経費をかけても効率的には絶対いいはずなのです。

だからそこをやるというのが何かというと、やはり地元では教育じゃないかなと。だから、

地元の良さ、プラスマイナスを突き詰めて行って、地域のなかで揉んでいって、そしてその

上でみんなで話をしていく形とか、その大前提がないと、何をやっても無駄なのかなと思う。

だからこの中でリーフレットを作成して地元にも発信して、それから外にも発信していく、

だから観光マップみたいなものを作ってもしょうがないなと。そこに住んでいる人の生の感

じとか、こんな感情をもっているとか、定住した人たちがやっぱりよかったなとか、そうい

った生のものを作っていって、地元の人たちにも読んでもらう。公民館だよりなども、他か

ら定住してきた人や、大学進学してまた地元にも戻ってきた人たちなどが、毎月交代で感想

を載せるとか、地元に発信するということが今一番必要なんじゃないかと感じています。や

はり、話をしてみないと気持ちが分からないですね。割といいところだなとか、愚痴をしゃ

べるとか。 

 

○本間委員 

やはり、私の子供も二人とも大学を卒業してから県外に行ったのですけれども、こちらに

来てもなかなか就職がないというのが現実なところで、どうしても突き当たってしまう人が

多いと思います。地元に就職口がない訳ではないのだけれども、もっと増やしていかないと、

企業誘致といいますか、そういった部分で行政の方でそういった取り組みをしてもらって、

そういった勤める場所を確保してもうということが、帰って来るという部分では非常に大切

になってくると思います。 

 

○会長 

ちょっと私も話をさせてください。就職口ってあまり仕事を選ばなければ、この地域にも
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いっぱいあると思うのです私は。ということは、親がどういうことを子供に伝えるかだと思

います。結局、私の知っている人たちもいっぱいいるのですが、興栄建設に勤めてあの社長

に使われるよりだったら、東京の訳のわからない会社に勤めて、お前の息子は何をやってい

ると言われたとき「東京に出た」ということがステータスになっていた時代があった訳です。

でも、私は、これからはそういう時代ではないと思う。やはりお祭りとか、地域の行事など

に親子で参加しているという親子が評価される時代にならないといけないと思う。私はそう

いう時代が近づいているような気がします。この前、我々の地域の運動会でも、中学生や高

校生とかそういう人たちが来た家族の方が「わあすごいな」となる。息子さんを連れて来て

いるのだと、みんなが声をかける訳です。そういう地域ということが、これからは求められ

てきているし、そういうのが評価されつつあるのではないか。やはり特に、女性は東京の大

学に行ってしまえば、就職がこっちに無いと言って、ほとんど帰って来ないようです。その

辺を、どうやってこっちに連れてくるかという、親がそれを安易にうんと言ってしまうのが

私は駄目で、なんとしてもやりたい仕事が東京でなければ無いという子供たちは仕方ないが、

目標が定まらないような子供たちには、この地域に帰って来いということを、もっと親が強

く言って連れてくる。親だって歳をとれば一人や二人になって、子供たちがいないと、施設

か何かに入るしかないということを考えると、私の同級生にもいるのですが、優秀で東京に

就職したが、今はお母さん一人です。スーパーで私と会うと３０分もその話になる。息子の

話ばかりしている。そういうのを見ると、自分みたいにあまり頭が良くなくて地元に残った

方がよかったかな、親孝行をしているなという気持ちになる訳です。ですから、やはり小さ

い時から、先ほどの教育ではないが、私もスポ少で教えていて、子供たちに帰って来いとい

つも言っているが、そういう子達がグラウンドに来る訳ですよ、大学に行っても就職しても。

だからそういう子供たちを作っていくということが地域の教育ではないかなと、その信念の

通り私は頑張っています。だから、そういうことを地道にやっていくことが大切ではないか

なと思います。会長という立場ですが、話をさせていただきました。 

 

○本間委員 

子供の希望を優先させたいという気持ちもやはりあるのです。子供次第かなというのも気

持ちの中ではあるので、それを大仙市はいいところだと、自分が生まれたところだし、そう

いうふうに必ずしも言えない部分もある訳ですよね。 

 

○会長 

それもたしかにありますよね。それもしょうがないという。 

 

○藤井委員 

選挙権の年齢も１８歳になったが、実際に果たしてその大学進学などしている年代にとっ

て、すべて自分の意志をもってこれに行きたいというのを、かちっとしている人がどの程度

いるかなと思う。私はわりと、ふらふらと迷っている人が多いのではないかと思います。私

なんかは、それこそ同級生なんか何十人もいますが、人生の中で友達が助けてくれる割合が
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すごく多くて、私はすごく助けられたなと思っているので、そういうのって、ただ学校に行

っていても分からないじゃないですか。人生の中で友達がいかに大事かというのは。大体、

一人で友達もいなくて引きこもっている人が割と事件を起こしていると思う。だから、友達

がいるということが、ましてや生まれて一緒にその地域で育った友達がいるということが、

人生の上ですごく大事なことだと思う。そういったことを教育でもまだそんなに教えていな

いし、地域でも教えていないし、そういったことが大事なのではないかなと思います。 

 

○松塚委員 

今の話でそうだなと思うのが、自分の事務所だけの話をすると設計事務所やっているもの

ですから、設計事務所に入りたいとか、設計士になりたいという学生さんがよく来る訳です。

市外からも来るのですが、なんで君たちは来たのとなれば、やっぱりそういう将来の話を聞

いてくれるからということで、本当に大館から学生が来たりします。やはり自分の将来を聞

いてくれる大人に出会ったことがないということを、皆さん共通で言います。自分の親と学

校の先生、学校の先生に聞いてもその業界のことは分からないから相談してもしょうがない

と。そうすれば大学に行けって言われるのだけれど、業界の話を聞く場所がないということ

で、うちは今オープンデスクで、学生さん達はどこでも来いと、相談に乗るよということを

したら、結構広範囲から来るようになりました。何が言いたいかというと、将来のキャリア、

生き方を相談できる大人と出会える場所があったらいい、ただそれだけです。例えばそれが

教育の中で起きてもいいのかなと思います。今みたいに藤井さんみたいな大人が地元にいる

のだと分かれば、中学生だって少しはぐっとくるのでないかなと思うのですが、それを教育

ナンバーワンの大仙市が教育の中でやってしまうというのは面白いなと思います。特別何か

大きい政策ではないのだけれど、大仙市の教育管轄のなかで、そういった色んな大人と触れ

合えて、話が聞ける場所があるとか、もうちょっとキャリアデザインができる授業があると

か、そういったものがあれば、そんなに予算をかけなくても、子供たちの心を動かすことは

出来るのではないかなと思います。今までの皆さんの話を聞いて感じたことでした。 

 

○佐藤久美子委員 

それとちょっと似ているのですが、私もボランティアで色んな高校生たちと会ってつなが

りがあるのですが、秋田に残っている子がだいぶいます。そのだいぶ残っている子たちは、

今も連絡をとっていて、もうすぐ結婚するとか、県内を転勤しているのだけれど今ここに住

んでいるとか、そういう話を教えてくれるので、先ほどおっしゃったように、思春期の頃に

一生懸命話を聞いてくれた大人と信頼関係があれば、何かあったときに相談してくれる人間

が大曲にいるということが、ひとつの縁、魅力的な街になっていくのではないかと思います。

大事なことだと思います。高校生ごとに、学校の先生とか親以外に本当に自身を語れる相手

がいて、受け止めてくれる人がいるということが、とても大事だと思うので、そういう居場

所があれば、帰って来るきっかけにはなるかもしれません。 
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○高畑委員 

今松塚さんと久美子さんの話を聞いていて、ひとつの事例として、中央の方だと、秋大の

学生さんと社会人の方たちとの職業の交流というか、働く目的を考えるハタモクというイベ

ントがあるらしくて、秋大と秋大に限らず学生さん達が、そういう人と、実際に働いている

職業の方々と、意見交換のイベントが定期的に行われているようなので、そういったことが、

大曲だと高校生やそういう人との交流というものが出来たらいいのかなと思いました。 

 

○会長 

ほかに何かありますか 

 

○佐藤美智子委員 

みなさんの話を聞いていてやはりその通りだなと思います。これは私自身、移住定住とい

う定義について、あまりはっきり分かりません。それが一つと、私の友達で娘が学校の先生

になりたくて、東京に出て学校の先生になると言った時に、彼女は自分の娘の性格をよくわ

かっているから、あなたが行っても多分毎日の生活に追われて達成できないうちに体を壊し

てしまうから、秋田の教育というのは素晴らしい先生たちがいっぱいいるから、まず秋田で

実力をつけて、それで行きたかったら３年後でも４年後でも東京に出て頑張ればいいと言っ

たときに、その彼女は３年ぐらい経ってやっぱり大曲がいいやと、東京に行くのを辞めたそ

うです。だから親の誘導というか、皆さんの話を聞いていて、親子でそういう話をする、地

域でそういう話をする、そういう年代の人とか、年代別でそういうものを作り上げていく。

移住定住とか、この前の森田さんの話ではないが、よそから人を連れてきたところで、もう

取り合いなのだということで、そしてたいして大仙市の魅力と言っても、私は野菜が美味し

いと思うけれども、これといった人を惹きつける、大曲はいいところだと全国区で声を大き

くして言えることは今のところ無いと思う。皆がそう思っていると私は思う。そうしたら、

教育大学などそういうつてというのはいっぱいあるから、家庭は家庭なりのそういう、松塚

君が言ったように、若者に成人式でお前たち絶対に帰って来いよというメッセージなども素

晴らしいと思うし、藤井さんのように、地域、年齢を超えて、年配の人と若者が膝を突き合

わせる。若者が藤井さん藤井さんと言ってすごかった四ツ屋の人たちのように、そういう大

人がいるということは、そういう場を作る。そこでふと思ったのが、小学生など小さい子供

に、伝統文化とか伝統芸能というのは、大曲はそういうのがあるんだよと教えているけれど、

自分たちが住んでいる地域のいいところ、悪いところというのをディベート形式にして、再

発見する。そういうのを一回やらせてみればいいのではないか。ディベートは、両方やらな

いと意味がない。こちら側をやったらこちら側という、それを片方やっただけでは駄目なの

で、小さいときからディベート形式で、自分たちが住んでいる街が、ここが良いここが悪い

と、じゃあ悪いところはどうすればいいのって考えさせる、そういう時間がないのだと思う。

皆さんが先ほど言ったように家庭での時間もないし。だから、まず人を連れてきて移住定住

ではなく、自分たちがまずそれを考える場を、そういうふうなシステムを作る。私は付け焼

刃的な感じがします。移住定住についてもちろん意見は出すけれども、果たしてそれが本当
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に親身になって移住定住など、そういうものをいざ実行できるのかとなったときに、私は無

理だと思う。だとしたら市の引っ張り合いでそういうことをやるのではなくて、自分たちの

意識改革、そこから始めるという、自分たちが住んでいる街を良いと思わない限り人が良い

とは思わないし、ずっと長くはいないと思います。議題を上げてやらないと前には進まない

から、議題を上げて討論するのも大切だと思うけれども、どうしたいのかを私たちが考えな

いと。ここに住んでいる人間が大人になって初めて野菜が美味しいと思う、友達に何か送っ

てと言われ、何がいいかといった時に、お菓子ではなくて泥のついた野菜を送ってくれと、

皆がそう言います。私の友達もそういうふうに言われているそうです。農家は大変だけれど

も、再発見では野菜だけでもすごい再発見をしたので、子供たちが野菜を嫌いなのはわかっ

ているけれども、子供たちにこの野菜ってすごいものだよとか、そういう教育は果たしてし

ているのかなと思った時に、やはり疑問でした。実地訓練で、藤井さんの家や農家に、野菜

作りの畑に行くとか、色んなそういうのがあるのではないかなと思う。 

 

○藤井委員 

地域の愛護会などは、国の補助金でどこでやっていたでしょうか。ああいうので、さつま

いも体験など、植えたり収穫したりとか、ああいうのにも子供が来ると親もついてくるし、

最近はさつまいも植えに参加しましたということのスタンプをあげるとか、稲刈り体験の時

のスタンプを上げるとか、子供を巻き込めば、大人も巻き込まれてくるというのがある。 

 

○佐藤美智子委員 

野菜博士とか、建物博士とか、そういうものがあってもいいかなと思います。防災博士は

消防署に行くなど、遊び感覚で、そういうのも面白いかなと思います。 

 

○佐々木委員 

事務局にお伺いしますけれども、移住に対して問い合わせが来ているということですが、

年齢層はどのくらいかということは分かりますか。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

３０代でしょうか。東京で移住相談会をやったのですが、３０代後半でした。最初に聞か

れるのが雇用、仕事のことですね。住居のことはあまり聞かれないのですが、仕事のことが

一番聞かれます。 

 

○佐々木委員 

移住する人も、無いものねだりをするのではなくて、やはり与えられた環境というものが

あると思います。秋田県、大仙市に来るという気持ちであれば、先ほども話があったけれど

も、不便なところはちゃんと認識して、そういった環境の中で暮らしていくんだという気概

がなければ、こちらでＰＲしてもなかなか難しく、ギャップがあるのではないかと。そのＰ

Ｒするときもあまり着飾ったことでなく、やはり素直な現状というものをお話ししなければ、
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来てもすぐに帰ってしまうというようなことも起きると思うのです。 

 

○佐藤久美子委員 

ターゲットを絞っていかないと。全国どこでも取り合いなので、やはり天気がよかったり、

移住しますというときれいなアパートが用意されていたり、そういうところにすぐ行ってし

まいますよね。もう仕事が用意されているとか。だからそうではなくて、先ほど美智子さん

が言ったように、原発の放射能の汚染にも影響されていない安心安全な建物が秋田にはあり

ますとか、子育てに関していえば、学力、素晴らしい環境で教育を受けさせていますとか、

やはり全部が全部整っているから来てというのは絶対に無理なので、ある程度絞り込んで。 

 

○佐々木委員 

無理に繕おうとする必要もないし、ありのままということで、そういう中で暮らしていく

のだよという。災害も比較的少ない地域じゃないですか。 

 

○山崎委員 

自分が思うには、移住の最大の年齢層からいきますと、子育てだと思います。それが一番

強いと思う。やはりそれを強くアピールする必要があると思いますよ。絶対に強いですよ。 

 

○藤井委員 

３０代だとやはり子育て環境の整備と、それからたぶん都会で暮らしてきた人というのは、

子供と一緒にその親も保護者会なりＰＴＡにするっと入れるか、そういったことがすごく心

配だと思う。 

 

○佐々木巌委員 

なじめるかということですよね。 

 

○藤井隆夫委員 

そう。だから、子供と一緒に来る親もなじめる、同年代の人たちの、健太郎君ぐらいの組

織があるというのがすごく大きいと思う。そういったところを、移住定住のリーフレットの

相談する欄に「こういう若い世代がいる」ということをアピールする必要があると思ってい

ます。 

 

○山崎委員 

余計な質問ですが、これは今こういう形で捉えていますが、ここで終わりですか。 協議会

としては、今日で、これで終わりですか。 

 

○佐藤久美子委員 

他に出してやる意見なので。 
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○山崎委員 

間に合って出しても、自分たちの意見が本当に反映されるかといえばそうとはいえないで

しょう。自分が言いたいのはそれなのですよ。 

 

○佐々木委員 

ちゃんと反映してくれると思いますよ。 

 

○山崎委員 

結局は、絶対的には、まちづくりをするという強固なプロジェクトを作るべきだと思うの

です。異類の階層の人を入れて。今何かやっていると言っていましたが、地元の人だけだっ

たら何も意味がないですよ。視野がそれだけしかないから。だからやるべきだと思います。

やれると思います。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

今の移住定住のアクションプラン策定については、まず東京にある地域活性化センターの、

この間お話をいただいた佐藤啓太郎事務局長をはじめ、東京大学の研究員や、森田さんも入

っていますし、各分野からも入っていただいていますので、移住定住のアクションプラン策

定という意味では、広い分野、各階層から入っていただいていると感じておりますので、そ

の中でアクションプランを策定するために、今回皆さんから意見を頂戴したいということで

したので、ここで一旦そういう形でやらせていただくということでご了承いただきたいと思

います。 

 

○佐藤久美子委員 

そのアクションプランを作る人たちが立派な人たちなのは構わないのですが、でも反映さ

れているかなと。具体的に、迎え入れる側とか。 

 

○会長 

今回出た意見が、それに反映されるかということですよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

これが一字一句そのまま載るかというと、それは約束できる話ではないですが、やはり皆

さんが考えている課題というのは、大きな括りの中ではどこでも同じ課題だと思います。例

えば空き家の話など。 

 

○佐藤久美子委員 

違うと思います。全国でそういうアクションプランを起こしているような先生がここの事

を考えても駄目だと思う。 
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○事務局（高橋まちづくり課長） 

というようなことから、皆さんからこういう意見をもらったということもあるので、当然

地元の方もおりますし、偉い人ばかりということではないので、そういう点では安心してい

ただいていいのではないかと思います。皆さんのこういう意見を反映させたいということで

今回こういうふうにいただいたことであり、全部の地域協議会からご意見をいただくことと

しています。そういうことを反映させながら、出来ること出来ないことというのは当然ある

ことですから、そういう整理もさせていただいた上で、アクションプラン、具体的な対応策

ということで作り込んでいきたいと思っておりますので、まずはご了承いただきたいなと思

っております。 

 

○藤井委員 

私は大曲地域協議会だけれども、同じ地域協議会の中でも、四ツ屋と角間川、藤木などと

いうのは違うじゃないですか。だからそれぞれの、花館は花館で、新興住宅地と旧が中であ

るのと同じで、各地域で自分たちのことを考えるということも、ひとつ同時並行でなければ、

全国に通ずるとなると何も特徴の無いものしかできないから、やはりその地域その地域で、

自分たちの地域を考えるという、これは各公民館の範囲でも、コミュニティ会議でも、考え

てもらうということが必要なのではないか。旧大曲地域だけだとしても、はっきりしないも

のになると思う。 

 

○会長 

たしかにそうですが、だからこの地域協議会なのです。地域から出てきた人たちが、各地

域から意見を持ってきて、それを集約して上の方にあげてやるというシステムを狙っている

訳ですよね。もちろん、各地域のコミュニティ会議などそういうところでも議論をするとい

うのは大事なことだと思いますけれども。 

 

○藤井委員 

全体のことをフィードバックして、各地域で揉んでいくという。 

 

○会長 

そうですね。一方的にではなくて、こういうものを出された時には、もう少し地域にも落

とし込みが必要だということだと思うので、その辺は、部長なりと話してもらえればと思い

ます。 

 

○本間委員 

ちょっとよろしいですか。ネットで全国の都市の住みよさランキングというものがあって、

それで検索すると大仙市は秋田県で一番住みよくて、全国でも三十何位くらい、過去には一

番をとったこともありましたよね。非常に住みよいところだと実際に私も住んでいて思いま
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す。ただああいった指標はどういった指標を使っているか私もわからないんだけれども、そ

ういうところをＰＲするのも一つの方法でないかなと思います。 

あとは、番組で「アド街ック」というのを日曜日にやっているが、そこのベスト２０を挙

げるものです。大仙市でも、何かで募集してもいいのだけれども、こういうところが大仙市

のいいところですよというものを募集して、例えば２０ぐらいを挙げてみるとか、そういう

ランキングって目がいきますよね。食べ物でもいいし、どこか伝統のものでもいいし、色ん

なものがベスト２０の中にある程度集約されて、それ以外にも見てみたいという気になるだ

ろうし、そういった方法も一つあると思います。 

 

○佐藤美智子委員 

仕掛けとＰＲということですよね。仕掛けがないと、正規のままでいっても、落としどこ

ろは普通になってしまう。 

 

○藤井委員 

さきがけ新聞の社説だったか、良くても悪くても全国一位で秋田県、というのが出ていた。

持ち家率とか、床面積とか、教育などというのは全国一位。悪い方は高齢化率や胃がんの死

亡率など、秋田県は極端なのです。それで良くも悪くも秋田県というコラムがあって。何で

も悪い方だけ見て、また人口減少率全国一番だとか、そこだけ見てしまって、なんとなく外

に発信出来ないでしまっている。やはりそういうことを実際に考えてみるということが大事

だと思う。この間、台風１０号の直撃の時、プロジェクト委員会を延期したが、結局平泉の

方が大被害受けて、秋田は神の国だなと思ってしまった。やはりそれだけ災害というのは奥

羽山脈があり、たしかに雪は奥羽山脈の方が降るが、それ以外の災害は本当に少ない。 

 

○佐藤美智子委員 

よそから見てワーストワンでも、自分たちの満足度が良かったら、決して中ではワースト

ワンではないですよね。 

 

○山崎委員 

その良さがね、ここにいると分からないのです。出て行けばわかるのですよ。「いやあ、や

っぱりいいな」と。 

 

○佐々木委員 

この前、畑で仕事をしていると、小学校の子供たちがインタビューに来たということがあ

った。ここの地域の良いところは何ですかと突然聞かれた。ところが、ぼつっと言われたも

のだから、皆さんもそうだと思うが、子供たちに対して、ここの良さって何だろうと、考え

てしまった。花火といっても子供たちも分かっているし、自然が溢れているといってもあり

ふれているし、こう言いました。ここの地域は非常に仲の良い人たちが揃っているところだ

よと。そういうところで、あなた方も大人になったら、ぜひ地域に残って、皆さんと仲良く
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してくださいと。実際に住んでみないと分からないですよね、地域の良さというのは。 

 

○山崎委員 

佐々木さん、先ほどの佐藤さんの話の中で、野菜が美味しいって、外からの評価を含めて、

農協のなんとか特産物といって認定制度があるでしょう。それは、大仙市が一番数が多いの

ですよね。そして四ツ屋の松倉周辺がものすごく集中しています。ところが、今辞める人が

多くなってきている。土壌があるのに、あれだけ美味しい野菜があるのに。 

 

○佐々木委員 

やはり高齢化、担い手が育っていないというのが一番大きいと思う。 

 

○山崎委員 

もう一つ、全然関係ない話ですが、玉川があります。雄物川があります。川魚います。川

魚というのは泥臭いですよね、どちらかというと。玉川の方に行きますと魚の味が変わった

という話があります。鮭の孵化にしたってあのままだったら続きませんよ。 

 

○佐々木委員 

やはり移住してきた人が来てよかったなと思える環境というのは、地域とのつながり、す

ぐに交わりやすいという環境が大事だと思いますね。そういった面で、いわゆるコミュニテ

ィの大事さというのは、常日頃から各地域で深めていくというのは、移住希望する人、定住

希望する人のあるなしに関わらず、我々地元にいて出来ることというのは、そういうことが

一つの原点でないでしょうか。 

 

○会長 

ほかにはありますか。 

 

○佐藤美智子委員 

私はここにも書きましたが、悪口ではないですが、引っ越しの手続きするとき、市役所に

来るとして、ただ住民票を移すのではなくて、何かあったらいつでも声をかけてくださいね

とか、ここの町内は誰々さんが町内会長で、面倒見がいいですから、何でも相談してくださ

いねとか、そういう一言のアドバイスってあるものなのかなと。引っ越し何でも相談課とか。

外から来た人に対してのあたたかい言葉一言の、そういう言葉をかけながら、相談に乗るよ

うな課って多分必要なのではないかなと思ったものですから。ただ住民票を異動するだけっ

ていうものではなく、コミュニティの、佐々木さんがおっしゃったようにここの地域は仲が

良いのだということを聞けば、私も引越ししてきた時に、どこに行けばいいのかということ

が、誰が上になっていて、どうやって挨拶すればいいのかというのを、すごく思ったので、

役所の人たちが率先して会長さんの名前を出してくれるとか、何でも相談してくださいねと

いうその一言が、出るか出ないかで違うのではないか。 
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○藤井委員 

ワンストップ相談窓口の設置とか、やっていましたよね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

今まで空き家バンクというのが、建築住宅課の所管だったのですが、そちらの方をこちら

に移し、体制そのものはこれからなのですけれども、さしあたりそちらの方はワンストップ

窓口として移しております。 

 

○藤井委員 

すごく難しいことかもしれないけれども、若い人の移住定住の場合、その若い人たちがサ

ポートしてくれる体制というのは本当に、来る人は安心しますよね。 

 

○佐藤美智子委員 

町内会長よりも、同じ年代の子供がいるから、そこの高橋さんのお宅は同じような子供さ

んですよとか、その方がもしかしたらいいかもしれない。会長は高齢だったりするので。や

はり子供を通してのコミュニケーションというのは、親はありがたいし、子供が元気なら。 

 

○藤井委員 

行事だって学校によって違うじゃないですか。地域によって違うし、同じ年代の人がいて

くれればね。 

 

○佐藤久美子委員 

大花町、振興のところですが、この夏休みに３人くらい引っ越してきたのですが、割と業

者、土地を売っていた不動産屋さんが、町内会長はこの方でとか、ごみ捨て場のこととか、

すごく詳しく説明してくださったので「大丈夫わかっています」というふうに言われ、すご

くその業者さんの努力を感じましたね。そういうことがあるからあそこが売れるのかなと思

った。丁寧な業者さんだったようです。若い人たちがどんどん来るが、結局大仙の中から動

いて来ているので、何ともせつない気持ちです。南外のあたりでまたおじいさんおばあさん

の二人きりの生活というのが始まるのかなと思うと微妙です。 

 

○佐々木委員。 

世帯数が増えるというのはそういうことです。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。やはり外に出さないことですよね。うちの息子は運よく帰ってきて

秋田にいるのですが、この前、秋田によく帰ってきたなと言ったら、お父さんＰＴＡなどで

あれだけ地域に残らなければいけないとか言って、戻って来ない訳にいかなかったでしょう

と言われました。やはり教育ですよ。 
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それでは、この件については、ただいま皆さんからいただいたご意見を付け足しまして、

先ほども話しましたが、大仙市移住定住アクションプラン策定委員会に提出する。もう一回

これを確認した後ですね。 

 

○事務局（高橋主席主査） 

まとめの方を、また皆様に送付します。 

 

○会長 

今日出していただいた意見を、もう一回まとめてもらって、皆さんに郵送してもらい、そ

れを確認してもらった上で、策定委員会に出してもらいます。また何かあるときは、それに

書き込むなど、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

続きまして、議題４に移ります。ヒカリオＬＩＶＥイベントフォアブルーについてであり

ます。昨年度当協議会で、３月に初めて実施しました当事業につきましては、市民の皆さん

はじめ、各方面から好評とういう意見をいただいております。市からはぜひ継続してほしい

という要望がありますが、これについて意見を頂戴したいと思います。まず、高畑さんから

中心になって頑張ってもらったということもありまして、高畑さんの方から話をしてもらえ

ますか。 

 

○高畑委員 

私も色々な方から、イベントが終わってみて、いいイベントで継続してやってほしいとい

う声を結構もらいました。やはり自分としても、先ほどの意見にもあったような、若い人を

外に出さない、若い人の心に響いて、少しでも地元に残る戻るみたいなイベントとして継続

出来ればなという思いです。前回やったものだと、ざっくり前半後半みたいな形で分けて、

当然と言えば当然ですが、やはり前半の方が様々な人が見に来てくれたというのがあったの

ですが、若い世代の発表の場というテーマと、一つスパイスを加えてパフォーマーの音楽で

あるといったテーマに、個人的な意見ですがさらに特化してというか出来たらいいのかなと

思っています。 

 

○会長 

このフォアブルーについて、はい健太郎さんどうぞ。 

 

○齋藤健太郎委員 

会が始まる前の話では、３月くらいが一番やりやすい時期なんじゃないかと言われていま

したが、私としては、昨年終わった後の意見でも出たと思いますが、やはり地域の中学生や

高校生を実行委員というか、手伝っていただくということを考えると、あの時期というのは

非常に難しい時期だったのかなと思ったので。話はずれるのですが四ツ屋祭りを考えると、

移住してきた人というのは、地域に祭りがあって、それを手伝って初めて地域になじむので

す。ＰＴＡ等でも自分たちは見たことない人に声はかけるのですけれど、次に四ツ屋祭りに
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来てくださいとか、地域のイベントを手伝いに来てくださいと言うが、それがきっかけにな

ってじゃあ今度飲みに行こうかとか、そういうことになって地域の輪に溶け込んでくると。

だから、せっかくフォアブルーというイベントが、我々がただやっているというのではなく

て、若い人たちから協力してもらいたいという部分があるので、ちょっと皆さんで時期など

そういうのを揉んでもらえればなと。逆に学生たちにいつだったらいいか聞いてみるとか。 

 

○会長 

まずこの毎年というか、事業的なことを実施するというのは、反対意見はいいですか。あ

とは時期の問題ですね。ただ予算とかその辺を考えるとこの時期になりますよね。たしかに、

昨年もあの時期で最高の天気であれでしたから、あれより悪くなると本当に寒いものね。快

晴の状態でも、夕方になるとすごく寒くなってきたというのがあったので。そして今健太郎

さんが言ったように、やはり年度が変わるところで、学校も組織というか、全部変わる時期

というのは、なかなかお願いしても出て来てくれないという時期だと思うので、その辺がや

はりネックになるのかなという気がします。 

せっかくヒカリオの広場が出来たのに、あれ以来ほとんど使われていないですよね。我々

も悪いのですが。今度、秋祭りが体育館ではなくあそこを会場にやるということですけれど

も、本当なかなか使われていなくて、あれが唯一、一番あそこを使った大々的なイベントだ

ったのではないかなと。そういう意味では非常にいいイベントだったと思うのですが、開催

時期については、検討の余地があるということで、これについて他に意見はありますか。ま

ず、継続することについてはいいですよね。それから、後は時期ですね。ちょっとそれにつ

いては、課長、だとすればいつがいいですか健太郎さん。 

 

○齋藤健太郎委員 

１１月とか、時間がないとすれば、本当は秋頃にやりたいと祐太さんと話していたので、

本当は１０月とか。 

 

○会長 

来年の春には無しにして、秋にとか、予算はどうにかできるのですか。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

大曲地域の地域枠予算については、予算の心配はしなくて大丈夫だと思います。余ったも

のを全部使えるということではないので、やはり去年並みの予算の範囲で、やっても１００

万前後かなと思っているので、それは大丈夫だと思うのですが、あとは時期なのかなと。 

 

○会長 

秋だと四ツ屋祭りもあるし大変ですね。秋祭りもあるし。今日決めなくてもよいですか。

やるということは決めるが、時期についてはちょっと次回ぐらいまで皆さんで考えてきてほ

しい。あとは３月にやるか、来年度のどこかの時期でやるかですよね。来年になると役員改
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選になりますね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

事務局からの希望としては、ぜひ今のメンバーで最後のイベントを飾ってほしいと思って

います。やはり、事業毎に継続したいなというのは正直な気持ちでございますので、３月ま

でにやっていただきたいというのが、正直な希望でございます。 

 

○佐藤久美子委員 

そうすれば３月２６日の日曜日とかですか。 

 

○山崎委員 

３月の後半というのは、みんな年度末の関係というのが出てきますから。 

 

○高畑委員 

実際、行きたかったけれど、進学の関係で地元を離れてしまったみたいな人もいたと思い

ます。 

 

○佐藤久美子委員 

もう向こうに行ってしまっていますからね、学生さんたちなんかは。 

 

○松塚委員 

一向に冬というのは駄目なのですか。 

 

○佐藤久美子委員 

寒くて駄目なのではないか。 

 

○佐々木委員 

高畑さんに任せてもいいのではないか。 

 

○会長 

早急に検討して、次回まででも素案を。 

 

○佐藤久美子委員 

前回は時間が本当に短かったでしょう。 

 

○松塚委員 

前回はどのくらいで準備しましたか。２か月くらいですか。 
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○佐藤美智子委員 

クリスマスはどうか。イベント的には、恋人たち、若者たちのホワイトクリスマスだが、

ブルーだから駄目か。 

 

○会長 

春休みだからこそということもあったかもしれませんね。意外とあの時期は、部活とかあ

まり関係ない時期だから。あまり忙しくない時期ですね、学年が変わる時で。 

 

○松塚智宏委員 

ちなみに、秋の章はいつでしたか。 

 

○会長 

１０月８日です。秋祭りはいつですか。 

 

○事務局（田口主幹） 

１０月２２日、２３日です。 

 

○藤井隆夫委員 

秋祭りはそこで実際にどういうことをやるのか。 

 

○事務局（田口主幹） 

ステージもあります。 

 

○藤井委員 

その中のステージをフォアブルーにしてはどうか。 

 

○事務局（田口主幹） 

内容はもう決まっています。去年のフォアブルーの第一部のような感じで、きゃんでーず

や、書道部などです。 

 

○会長 

高畑君、今でなくてもよいでしょうか。そのままで行くということであればそのままでも

よいし。 

 

○佐藤久美子委員 

大きくする必要はあるのですか。あの通り全部使う必要があるのか。秋田のなかいちのあ

たりでちょっとしたイベントをやるときに、割と、テントテントテントテントで、中のとこ

ろも実は屋根をかけていて、ジャズのバンドなんかが真ん中で演奏ししていて、まわりにい
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る人たちはギャラリーで音楽を聴いていたり、何か飲んだり食べたりというのは、しょっち

ゅうやっていますよね。でもあれは建物からこっち側の感じですよね。商工会があって、保

健センターのこっち側のスペースだけだったら、やることはできるけど、こっち側の通りも

全部使ってとなれば難しいか。寒いときにやるとすると、規模が小さい方がいい。 

 

○高畑委員 

密集させるということですか。中央にぎゅっと。 

 

○佐藤久美子委員 

そういうのを秋田では割とやっている。 

 

○会長 

そういうのを含めて検討してください。だから、次回でもいいのか。やるのは決まりだが。 

 

○事務局（田口主幹） 

やることは決めていただきましたが、ただ、次回になりますと、次回の協議会は１１月を

予定していますので、自然とやるのは２月、３月になってしまうのかなと思います。 

 

○会長 

１０月、１１月というのはないでしょう。３月にやるか、あとは来年度に持ち越しか。 

 

○事務局（田口主幹） 

時期は高畑さんと相談します。 

 

○会長 

このメンバーでやると３月しかないですね。細かいレイアウトなどではなくて、でも時期

が決まらないといけないですね。時期といっても、例えばちょっと前ならありかもしれない。

３月でも、一週間前とか。 

 

○齋藤健太郎委員 

一週間前が新作花火コレクションで、次の日が日曜日です。 

 

○藤井隆夫委員 

新作花火コレクションと同じ日というのはどうか。 

 

○佐藤久美子委員 

フォアブルーだけど、キラキラを青にすれば、冬でも悪くない。 
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○会長 

ただ、イベントというのはあまりころころ変えないほうがいいですね。そこで定着させる

というか。しかし、その後あまりイベントがなかったですね。毎月やれという話もあったよ

うだが。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

何かやれということでやってもらったものでしたが、毎月やってほしいなということから、

色々手はまわしたのでしょうが、小さくはやっているようです。食材提供みたいな。佐藤肉

屋さんなど。 

 

○会長 

あそこは、テントなどを保管する場所がほしいですよね。イスやテントなど、すぐ出せる

ところにほしいですよね。 

 

○事務局（高橋まちづくり課長） 

駐車場なども、消防法上などの理由で置けないということでした。 

 

○会長 

それでは、本日の議題については以上です。事務局から何かありますか。 

 

○事務局（田口主幹） 

次回は、１１月２１日、月曜日を予定しています。 

 

○会長 

研修会はいつでしたか。 

 

○事務局（田口主幹） 

１２月を予定しています。 

 

○会長 

場所や日時は未定ですが、去年はわらび座に行ったものですね。今年も予定していますの

で、何か要望などありましたら、出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

他によろしいですか。なければこれで会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。 

 

（午後 ８時０５分 閉会） 

 

大曲地域協議会運営規程第７条第２項の規定によりここに署名する。 
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