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（午後 ３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。また、視察に参

加されました委員の皆様、お疲れ様でした。定刻になりましたので、ただ今から平成２９

年度第４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） 

 はい。皆さん、普段と違いまして３時からということで、仕事の関係上出席ができな  

かった方もいらっしゃったかと思いますけれども、始めさせていただきます。それではこ

の間、１０月１日に行われましたヒカリオまるしぇは、おかげさまで前後は悪天候にもか

かわらず当日だけ非常に天候に恵まれまして、主催者発表で千数百人の来場者がいらっし

ゃったということで大盛況のうちに終わりました。これも皆様の御協力の賜物だと深く感

謝申し上げたいと思います。多分、まちづくり課の皆さんも前回のフォアブルー２回と今

回のヒカリオまるしぇ、３年に渡りまして、組織が主催するイベントが天候に恵まれたと

いうことで、これも普段の行いが良かったからじゃないかな、と考えています。 

それでは、だいぶ寒くなりまして、今週には雪が降ってくるんじゃないかと予想されて

いるところですけれども、これから第４回大曲地域協議会を始めさせていただきます。そ

れでは、ありがとうございます。 

 

○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大仙市雪対策基本条例について 

   ③地域協働雪対策事業について 

   ④ヒカリオまるしぇ決算書について 

   ⑤ヒカリオまるしぇ出店者アンケートについて 

 

  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。 
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〇会長 

  それでは会議をはじめさせていただきます。本日、打川委員、熊谷委員、佐々木浩委員、

戸嶋委員、本間委員、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々木良悦

委員と成田委員にお願いします。 

  続きまして、議題の２にうつります。 

  大仙市雪対策基本条例並びに地域協働雪対策事業について雪対策推進室関主任から説明

をお願いします。 

 

〇雪対策推進室 関主任（以下「関主任」と表記） 

  【資料に基づき、大仙市雪対策基本条例と地域協働雪対策事業について説明】 

  

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。 

 

〇齋藤委員 

  今資料の右下の実施例のところに「余った費用は地域内の必要な作業に」とあるんです

が、ちょっと読んだんですけれど、詳しく説明をしていただきたいです。 

 

〇関主任 

  はい。交付金につきましては左のページにありますように、１件当たりいくらという形

で定額交付されて、それが積み上げられていきます。この例でいきますと２７６，０００

円が合わせて交付される形ですけれども、高齢者世帯の間口除雪に１件あたり８，０００

円が交付されますけれども、必ずしもこの８，０００円が高齢者の間口除雪のためだけに

使い切るという訳じゃなくて、１件あたり５，０００円で十分となれば、３，０００円を

少しずつ貯めておくことができますので、それを貯めておいて、例えばこちらの一覧には

ないですけれども、自治会で地域のために必要だという作業があるようでしたら、やりく

り次第で自由に使ってくださって結構です、ということになっております。 

 

〇齋藤委員 

  そうすれば、申請していただいたお金はその後どのように使ったか、という報告もしな

くて良いということですか。 

 

〇関主任 

  これにつきましては、３月３１日以降に実績報告という形で報告していただき、まず雪

に関する作業を行ったのであれば、返還にはならない形です。 
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〇伊藤雪対策推進室長（以下「伊藤室長」と表記） 

  補足ですけれども、こちらの方のパンフレットの右側の２番目につきまして、交付金を

使うことができる作業ということで、まず、最初の（１）～（７）の交付対象作業をやら

ないと、例えば間口や雪下ろし、ここの家の分をやりますと言って申請して、一回もやら

なければ２１，０００円は出ません。それで、一回でもやりました。でも１０，０００円

しかからなかった、という場合は、まず（１）～（７）の交付対象作業に使っていただく

と。それでその後余ったお金があったとして、（１）～（７）の他の作業の費用が不足して

いた部分、例えば空き家除雪には１０，０００円の交付金ですが、２０，０００円かかっ

てしまった、となれば、間口除雪で余った部分を流用しても良い、と。さらにその上でま

だ余っているようであれば、その他の地域の必要な排雪作業に使っていただけると。 

  ただ最終的にかかった費用が交付金より下回り、余りが出るようですと、それは返還し

ていただくことになるんですけれども、このように３段階で使っていただけるということ

です。 

 

〇齋藤委員 

  はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

〇会長 

  はい、ほかにございませんか。 

  私からよろしいですか。 

  多分、今申請しても、なにぶん自然が相手のことなので、非常に雪の量が少ない年とか

あり得ると思うんですよ。そういう時にはどういった形になるんでしょうかね。 

 

〇関主任 

  まず、実績報告の段階で報酬とか払った額とか買った物品の領収書とか、一通り提出し

ていただきまして、支払った金額が交付を受けた金額を下回った場合は、残念ながら差額

分を返還するということになっております。 

 

〇会長 

  特に、例えば機械とか色んな物品を準備するのは、前もってやっちゃいますから、その

後、使っても使わなくてもかかるときはかかると思うので、それ以外のものでトータル的

に払って余った場合は返還という形ですね。 

 

〇関主任 

  そうですね。その通りです。 
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〇会長 

  では皆さんよろしいですか。 

  では、もし何かわからないときは、まちづくり課もしくは雪対策推進室にご相談くださ

い、ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

〇関主任 

  ぜひ、ご利用ください。よろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

〇会長 

  それでは、続きまして議題の３にうつります。 

  今日、先ほどまで羽後町定住体験住宅を視察して参りましたけれども、大仙市も来年度

「お試し体験住宅」の整備を実施する予定と聞いております。本日、羽後町を視察した委

員の皆様から感想をそれぞれ伺いたいと思います。遠田委員から一言気付いた点を話して

いただければと思います。 

 

〇遠田委員 

  こういった取り組みが、平成２２年からもうやっているということですから、企画自体

はそれ以前からあって、そういった移住定住の人達に地域を紹介するような内容でやって

いるという事実に驚いたところでした。勝手に想像していたのが、改築した建物を体験し

てもらうのかな、と思っていたんですけれども、行ってみたら新築の、至れり尽くせりの

住宅があって、そこで羽後町の滞在の経験をしてもらう、という内容だったんですけれど

も、よくよく考えてみれば、「どうかこの町に移住してください」という思いが住宅にも表

れているのかな、という風に今日見てきました。簡単ですけれど以上です。 

 

〇会長 

  続きまして、成田委員からお願いします。 

 

〇成田委員 

  意外と小ぶりで、私だったら暖かくて住みたいなと思って来ましたけれども、これが移

住者の利用の所を見れば、観光だったりするので、「定住につながるのか」ということも考

えました。でも、「羽後町ってこういうところだよ」ということを体験するのは良いことだ

と思いましたけれども、果たしてそれがそのまま定住につながるのかな、という部分も考

えました。それと、こうみれば観光目的とか、稼働率から行けばそういう方も引き受けな

ければいけないでしょうけれども、もう少し大仙市だったら大仙市のことを、もう少しよ

り深く見ていただきたいな、と思いました。 

それから、来て何泊かするんですけれども、農業体験とか色んな体験をやっていないと

いうことでしたので、本当に住むからには何か大仙市として体験させていただきたいな、

と思いました。 
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〇会長 

  はい。ありがとうございました。次に柴田委員お願いします。 

 

〇柴田委員 

  大変こじんまりとして良い場所であるなと、私本人は思いましたけれども、ただ都会か

ら来た人は静かな環境を望んでいるのか、「ちょっとうるさい」というアンケートの結果が

あったそうです。一番のネックが交通の便が悪いといいますか、駅がない、バスだけが交

通手段であるということでしたので、退職してからこちらに来る方でしたら目的地に行く

ためには車が必要であるということや、冬期間利用者がいないということでしたので、や

っぱりこちらは雪国なので、冬期間の体験をする方をもう少し増やさないと、こっちに帰

ってＵターンとかＩターンとかって言ってましたけれども、こっちに来る目的が違うので

はないか、というのを感じました。やっぱり先ほど成田委員が言ったように、農業体験と

か目的が、こちらに来てどういうことをしたいかというのを、はっきり、ただ住みたいで

はなくて、こういうことをやりたいから住みたいと思わせるような、そういう体験のプロ

グラムを用意しないと、なかなか定住にはつながらないのかな、という思いをして参りま

した。以上です。 

 

〇会長 

  つづきまして佐藤久美子委員お願いします。 

 

〇佐藤委員 

  はい。さきほどお話にもありましたように、早い段階からこういう体験住宅を用意して

いるというところは、素晴らしいなと思いました。いずれの町村でも同じだと思うのです

けれども、学校であったり公共交通であったり、あとは仕事や雪対策など同じような問題

を抱えているのではないかしら、と思って来ました。実際移住された方は８０代の女性と

６０代の男性お二人だけで、それも羽後町にご縁があって、子供さんがすでにこちらにい

るからという風にして来た方のようでした。担当の方も本当は子育てをしているような若

い世代に移り住んでもらいたいということでしたので、大仙市も今後どのような年齢層を

ターゲットとするかは、はっきりした方が良いかもしれないと思いました。 

 

〇佐々木良悦委員 

  だいぶ皆さんおっしゃってくださいましたけれども、まず最初に２２年度に行動を起こ

したという点は素晴らしいなと思います。あとは感じたんですけれども、定住移住を希望

するというのは文化が異なる人が来るという気がしますので、ということはその人なりの

個性というか、生きる価値観または生活スタイルというのがあると思うんです。そういう

ものをある程度調べながら市の方でやるとすれば、その人たちがどんな生活スタイルを求

めてくるのか、またはどんな場所で暮らしたいのか、色々アンケートを取って準備をする

というか、今日見たあの建物は確かに素晴らしかったですけれども、今は結構古民家が良
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いとか、一人一人要求が違って移住してくると思うんです。難しいでしょうけど、ある程

度のものを把握して、それから準備した方がスムーズに来て体験して頂くことができ、運

が良ければ“住もうかな”という人が出てくるものと思います。以上です。 

 

〇齋藤委員 

  まず、体験住宅をこの大曲、大仙でも作るとなるとハード部分を作っても、羽後町と同

じような状態になってしまうだろう、と私も思います。やっぱり縁もゆかりもない大仙に

関東だとか違う所から移り住むということは、なかなか難しい事と思いますので、秋田県

内でも色々な所で移住定住と言われて色々な事をやっておりますけれども、なかなかそれ

で、縁もゆかりもない人が大仙市にくるのは難しいと思いますので、是非無理のない、例

えば私は花火屋ですけれども、私の会社に県外から今４名、宮崎だったり北海道とか鹿児

島から、来月からは富山から一人は来る予定です。そういう感じで実際目的があってくる

人、もしくはおじいちゃんおばあちゃんが出身者だという人もいると思うんですけれども、

そういう人に向けて移住体験住宅をただ作りましたではなく、私は花火屋ですから、実際

に花火をやりたい人が体験して住んでみるとか最初にそっちも告知して、やってもらえれ

ばな、と思っております。県の移住定住のサポート事業で、関東に秋田県内の事業所が登

録してこういう仕事ありますよ、とプレゼンしに行って移住定住者を発掘するという事業

があるんですけれども、それにもうちの会社この間登録しまして、県の担当者にも言って

いるんですけれども、「スローライフ」とか「秋田に住んでみたい」とか、なんのゆかりも

ない関東でプレゼンして、「花火あるんだ」と来たところで、多分うちの会社の仕事は想像

しているよりもすごく汚くなるし、危険だしきつい仕事なんですね。１週間体験して、「や

っぱりだめだな」と帰っていくだけだと思うんですよ。そのために会社として時間をさか

れるというのは、ちょっと難しいと思うんですよ。農業体験もそうだと思うんですけれど

も。本当に住むことが決まっている人、ゼロの人じゃない、ある程度誰でもかれでも体験

住宅を利用するじゃなくて、その前に、ある程度の住む確率が高い人を呼び込めるとか、

そこまで持って行くためのツールを作って呼び込む形にした方が良いのかな、と思ってお

ります。ちょっと説明がわかりづらくてすみません。 

 

〇会長 

  はい。ありがとうございました。 

私も行ってきましたので一つ。羽後町の体験住宅の運営について、最初これを作ろうと

した人は県外から羽後町に移住して来た人が、「他から来る人が体験できる家があった方が

良い」ということで、それを作るきっかけになったということのようです。その体験住宅

の運営もその人達がしばらくやっていて、今は地域おこし協力隊の方がそこを運営という

か管理みたいな形でやっている。いずれずっと羽後町にいた人達でない人が提案し、管理

という形のようです。私はそれはちょっと違うのかなと。やはり、その地域を知っている

人が運営なり、体験住宅を利用したいという問い合わせに対応し、昔から住んでいる人が

接してプログラムなどを組んだりして、実際に来た方に接すると。それで良かったら、“ぜ
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ひともこちらに住んでみませんか”という形が良いのじゃないか、と思いました。それが、

羽後町の方はちょっと違うんじゃないか、と思いました。それともう一つは、齊藤委員が

言いましたけれども、ある程度“大仙ではこういった体験ができますよ”、と事前に体験住

宅に申し込む前にこちらからプレゼンして、“ぜひこれを体験して行って下さい”という形、

ただ単に宿泊施設みたいな形で提供するんじゃなくて、その中から“どれを選びますか”

というように、こちらからプレゼンしていかないと、全然目的外の人が体験住宅を利用す

るというようなことになるんじゃないか、という気がします。だから、いずれその地域の

受け入れるサポート体制を作って行かないと、実際に来た方も生の地域のことがわからな

いし、わからないで帰って行ってしまう。合間に“大曲の花火を観てきた”という程度で

終わってしまうんじゃないか、と思います。なので、受け入れ体制と受け入れる前のプロ

グラムを用意して発信して、それにマッチングした方が来る体制を作るべきじゃないか、

と私は思いました。以上今回行った人達の感想なんですが、行かなかった方も質問とかも

しあればお願いします。 

 

〇山崎委員 

  今の羽後町の件ですけれども、私は２年半羽後町にある事業を立ち上げるために行った

時にこの話が出まして、当初やはり最初の計画は、地元の人が全く携わらないという感覚

なんですよ。それでは絶対無理なんですよ。自分も生活長かったからわかるんですけれど

も、想像外のことが起きますからね。で、自分も去年引っ越したんですけれども、本当は

もうちょっと離れたところに平屋建てで、雪下ろしがいらなくて、畑が周りにあって、と

いうところに住みたかったんですけれども、最終的に大仙市ってやっぱり広いんですよ。

そうすると、医療の関係、学校の関係、それから道路の関係、あと雪などの環境の関係、

今会長おっしゃったように全体的にサポートできるような体制を組んだ上でやるべきなの

かどうか、それから“この大仙市には何のためにそういう人達が来るのだろうか”という

ところを事前に把握しておいて、それに対して対応できるか、ということを考えるべきじ

ゃないかと思うんです。他でやっているからうちでもやるというのは、無理だと思うんで

すよね。非常に都会の生活は便利な生活と不便な生活と極端ですので、そこら辺をやっぱ

り検討していただいて実施すべきじゃないかな、と思います。今は全く行政が離れている

ような感じで、お金だけもらうという、羽後町がそういう流れになっておりますので、最

初は農業体験という形でスタートしようと思ったんですよ、そういう風な経過があります

ので、失敗しないようにやっていただければいいんじゃないかな、と思うんです。ちょっ

と今の段階では大仙市では反対ですね。空き家を利用するべきかなと思います。 

 

〇会長 

  髙畑委員ありませんか。 

 

〇高畑委員 

  この建物は何人か住めるようになっているのですか。それとも一組とかなんですか。 
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〇会長 

  今まで体験住宅を利用した人では５名とか８名という人もいましたね。最高８名、１家

族夫婦に子ども６人。だいたい普通２名から、２～３人というのが多いんですけれども一

戸建てなので住めると言えば住めるんですけれども。 

 

〇佐藤委員 

   魁さんの記事で、美郷さんで募集していて応募があったんだけれども、町とそぐわな

いから今回は無しにしたという、応募した人に対して見送ったという記事があったんで

すね。例えば協力隊でもそうですけれども、マッチングといいますが。やはり大仙に来

てこれをやってもらいたい、ということがあった方が、齊藤さんじゃないけど、あるよ

うな気がするんです。ドチャベンというコンテストが秋田県でやられていて、秋田でこ

れをこうしたいやりたいというコンテストがあって、それで優勝した人が恩恵を受けら

れて起業するための助成金をもらったり、移住のための手当をもらったりするシステム

があったりするので、真剣に移住したい人は選んでもいいのではないか、と思いました。 

 

〇会長 

  ほかにございませんか。高橋文雄委員いかがですか。 

 

〇高橋委員 

  まず、このシステムといいますか、少子高齢化が一番の難点になっていると思います。

秋田県でも人口を増やさなければならない、こういう移住定住を多く秋田県でも住んでい

ただきたいというのが課題だと思いますけれども、まず私たちの仕事をみても職人の世界

ですけれども、すごく人手不足になっております。左官屋さんでも何でも職人の数が足り

ないということで、やる気があると仕事は沢山ありますけれども、一番働いているのは団

塊の世代の方が頑張っていますけれども、２０代３０代もうちょっと真剣に世の中のため

に働いていただけるような、そういうシステムを作って、まず秋田県の為になるようなこ

とを進めていかなければ、どうにもならないな、と考えています。以上です。 

 

〇会長 

  今、皆さんからお話ありましたけれども、まちづくり課の方としては、どのように考え

ておりますか。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい。皆様からのご意見ありがとうございました。まず体験住宅について、今現在大仙

市の方ではお試し移住体験ということで、住まいは用意していないですけれども、こちら

に来て観光だけでなく体験して頂くという方には旅費の一部を補助します、という事業を

進めています。それに加えてお試し移住体験ハウスを整備したいという考えから今回の視

察ということにもなった次第です。今日見たのは新築ということでしたけれども、例えば
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空き家の利活用という観点から、空き家を借りてある程度リフォームして活用するという

考え方もあろうかと思いますので、これから検討させていただきたいと思います。 

  やはりこの移住に対して必ずついてまわるのは、仕事の問題だと思います。市としても

ハローワークのような仕事の紹介ができるような体制を整備していきたい、という考えも

ありまして、来年度から準備を進めたいと思っております。よって、そういったところが

上手く回り出せば人を呼び込める、都会にいて色々契約ができる体制になるのかな、と思

います。この後も、皆さんから頂いた意見を十分加味しながら検討をしていきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

〇会長 

  ありがとうございました。それでは続きまして議題の４にうつります。 

  ヒカリオまるしぇの決算書について事務局より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、ヒカリオまるしぇの決算報告及び出店者アンケート結果の説明】 

 

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ご発言お願

いします。 

 

〇佐藤委員 

  テントの設置と片づけがとても大変だったので、協議会委員やりすぎたんじゃないかな、

と思って。出店する方達がもっと準備したり、片付けたりした方が本来の形なんじゃない

かなと思って、ちょっとお手伝いしすぎたんじゃないかな、と私は個人的に思いました。 

 

〇会長 

  まちづくり課も慣れて来たことでしょうね。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  確かにその通りだと思います。皆さんお疲れになったことと思います。このイベントの

究極の目的は今回出店された方々の自主的な活動になれば良いな、というのがありまして、

そのための１回目ということなので、準備も地域協議会委員とまちづくり課の職員でやら

せていただいた、ということになりました。いずれは佐藤委員が言った通り、仮にまたこ

ちらを開催することになっても、今おっしゃっていただいた形で自主的に動いていただく、

ということが必要になろうかと思いますし、先ほども申しました通り、そういった方々が

自主的に開催する、そういう所まで持っていければと考えています。 
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〇会長 

  はい、どうぞ。 

 

〇高橋文雄委員 

  ふわふわ遊具でお怪我したお子さんがいたということでしたが、実はうちの孫も遊びに

来ていました。そして、そのふわふわ遊具で遊んでいるのをうちのお母さんも見ていまし

て、大きい子供と小さい子供が一緒になると、子ども達夢中になってしまうものだから、

大きい子供さんが転んでうちの孫の方へ乗っかって来たような形になり、見ていてちょっ

と危ないなという感じを受けたそうです。もし、来年もやるのであれば、人数制限をした

り、大きい子供と小さい子供を分けるなどして安全に万全を尽くすような形でやっていた

だきたいと思っています。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  おっしゃっていただきました通り、お怪我されたお子さんにつきましては主催者側とし

て大変申し訳ないと思っています。まずは、安全対策は第一に考えるべきものであるので、

今後ヒカリオのイベントどんな形であっても、とにかく安全対策は充分な検討準備が必要

と考えておりますので、その点は今回を踏まえ綿密な計画作りから入って行きたいと考え

ております。 

 

〇会長 

  はい。ほかにございませんか。 

 

〇齋藤委員 

  クラフト系の出店を増やした方が良いというアンケート回答が出ていましたけれども、

クラフト系というのは手作りですので、１年位前から出店の計画を立てて、そのイベント

のために作っているという話を以前聞きましたけれども、もしこれが来年もやるのであれ

ば、今からでも第２回を開催するのは告知して、いつの段階でやるかやらないか決めるの

かというところもありますが、このアンケート見る限り、すごい良いイベントになったと

いうことですので、来年もやるのであればもう日程を決めて、そういうところに声掛けだ

けでも。市民に今告知する必要はないと思いますけれども、そういうところはいかがです

か。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  はい。うちの方でもまた悩んでいるところでございまして。ただ要望が多いのでやるべ

きかな、という流れですけれども、まだ来年度の事業で、地域枠予算の絡みとなると、予

算の確定を見ないことにはちょっと動けないな、という所がございます。その点は早めに

判断して時期を決めて、出店者に声掛けをするという方向で。今回はギリギリになってし

まったものですから、もっと余裕を持った形で進められるようにしたいと思っています。 
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〇齋藤委員 

  ありがとうございます。それで私もこの実行委員会の一員にならせていただいたんです

けれども、なかなか行けなくて申し訳ないな、と思っているんですけれども、できればク

ラフト系の方だとか参加しそうな方を実行委員に入れて自立して行ける形に持っていけれ

ば、と思いますので、すごく良い事業だと思うので、そこら辺も踏まえてやってもらえれ

ばなと思います。以上です。 

 

〇会長 

  ありがとうございます。ほかにございませんか。 

 

〇高畑委員 

  最初は農家の方とか実行委員会を立ち上げた時に会議に来たりしていて、色んな協力す

る人が話し合いに来ていた、という感じだったんですけれども、後半は今回に関しては事

務局の方で色々多く進めていただいた、という感じがありましたので、いずれ手放したい

というところであれば、色んな方々を会議になるべく入れてやって行った方が良いのでは

ないかと、このアンケートに関しては“地域協議会がやる”という前提のアンケートだと

思うんですけれども、いざ“自分がやる側になったらどうですか”ということになると回

答が変わってくると思いますので、そこ当たりも含めて次回の開催の判断なども、ぜひ早

めに協力体制とかうまくやれれば良いのかな、と思います。 

 

〇事務局（高橋次長） 

  髙畑委員のおっしゃる通りでございまして、フォアブルーの時は若いメンバーが集まっ

て何度も協議を進めて、その方々から協力をもらいながら、という形で進めてまいりまし

た。今回は先ほども言った通り、決まってから実施するまでの時間が少なかったこと、出

店者がギリギリまで決まらなかったこともありましたので、事前の協議や準備の要請がで

きなかった点が反省点かと思っております。髙畑委員がおっしゃった通り、前もって実行

委員会なり皆さん達から出席して頂いて一緒に協議をしていくような形で進めていければ

良いのかな、とは考えております。 

 

〇会長 

  はい。ほかにございませんか。 

  それではこれで議題４の議事を終わりますけれども、それでは「その他」に入りたいと

思います。事務局からよろしくお願します。 

 

〇事務局（田口参事） 

  ① 大仙市男女共同参画都市宣言１０周年フォーラムについて説明 

  ② 次回開催は１月中旬を予定 
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〇会長 

  はい。それでは委員の皆さんから何かありませんか。 

１０月８日に行われましたミュージックサークル大仙で条件付きで採択していただきま

したアコースティック、私も四ツ屋祭りと重なって行けなかったんですけれども、色々行

った方の話を聞きましたところ、内容的に良かったと人の集まりも良かったと、それで後

で新聞にも掲載されまして、内容について我々危惧した所もあったんですけれども、「非常

に良かった」とのことでした。それからそのあとで、中町にぎわい創出ということで角間

川のにぎわい創出の人達と私、本郷邸で開放の時に御一緒してお話しました。仙台の大学

生が２０名位見えられて、角間川の鈴木正俊商店さんの鈴木さんが付き添っていて、余目

でも一緒だったんですけれども、先生も付いてきて名刺交換もさせていただきました。新

規事業でしたけれども、非常に色んな事をやっていたので良かったな、と思いました。 

あと２８日に三十三観音も私日中見に行きました。「灯籠なので夜に火が入るといいんで

すよ」といった形で日中はあまり人が見えていなかったんですけれども、あとで秋田民報

にも載っていました。そういったことで、新規事業なるべく時間がありましたら、委員の

皆さんにも見ていただいて、せっかくここで審議して採択されたものですので、我々にも

責任あると思いますので、見ていただければありがたいと思います。それでは、皆さんか

らなければ、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、

ご苦労様でした。 

 

（午後４時００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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