
問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

情報政策課
0183-56-8387 1

総務課
0183-55-8250 2

⽉ ⽇ 曜
⽇ 時間 ⾏事名 場所 問い合わせ

（電話番号）
資料
番号

13:30 「湯沢市テレビ回覧板」運⽤開始発表 市役所本庁舎
3階庁議室

情報政策課
0183-56-8387 1

14:15 「災害時における物資の供給に関する協定」締結式 市役所本庁舎
3階庁議室

総務課
0183-55-8250 2

8 ⽊ 18:00 脱炭素経営セミナー 湯沢グランドホテル くらしの相談課
0183-55-8069 3

10:00 みんなと観光カフェ 〜市⺠が語れる魅⼒ある湯沢〜

14:00 みんなde防災カフェ 〜災害発⽣︕︕その時あなたは〜

11 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"12⽉の⽉イチ♪
クリスマスコンサート

市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

12 ⽉ 11:00 第5回ふれあいマルシェ 市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

福祉課
0183-55-8075 5

22 ⽊ 10:00 スキー場開き

24 ⼟ 9:00 稲川スキー場スベロッタオープン

12⽉から「湯沢市テレビ回覧板」の運⽤を開始します︕
秋⽥朝⽇放送のデータ放送を利⽤した新しい情報発信

PRESS INFORMATION

定例記者会⾒資料
秋⽥県湯沢市

令和4年11⽉25⽇

項⽬

◆トピックス

報道関係者各位

⽊1

次回の定例記者会⾒は、12⽉19⽇(⽉) 午前11時、本庁舎3階　庁議室で開催します。
問い合わせ／情報政策課 元気・魅⼒発信班　電話︓0183-56-8387　FAX︓0183-73-2117

湯沢市 × 株式会社　⽇敷
「災害時における物資の供給に関する協定」を締結します

◆⾏事予定

⼟10 市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

議会事務局
0183-73-2168 4

6⽣涯学習課
0183-55-8286稲川スキー場スベロッタ

12



【報道発表資料】 

令和4年11⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部情報政策課元気・魅⼒発信班 担当︓皆川 

Tel︓0183-56-8387  Mail︓miryoku-gr@city.yuzawa.lg.jp 

12⽉から「湯沢市テレビ回覧板」の運⽤を開始します︕ 

秋⽥朝⽇放送のデータ放送を利⽤した新しい情報発信 

「湯沢市テレビ回覧板」は、テレビのデータ放送を活⽤して、市⺠に伝えたい情報を速やかに発
信することを⽬的としたサービスです。 
 スマートフォンの操作が苦⼿な⽅や、インターネットに触れる機会の少ない⽅でも、普段から使
い慣れているテレビリモコンの操作だけで、情報を素早く・簡単に得ることができます。 

防災⾏政無線の放送内容や、災害時の避難所開設情報をはじめ、新型コロナウイルス感染症関連
やくらしの最新情報などをテレビの画⾯で確認することができ、ホームページや広報誌に並ぶ『も
う⼀つの情報発信ツール』として活⽤してまいります。 

このサービスの運⽤を、県内の⾃治体で初めて開始するに当たり、12⽉1⽇（⽊）午後1時30分
から庁議室において秋⽥朝⽇放送株式会社（代表取締役社⻑︓森⽥良平）と運⽤開始発表を⾏いま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜運⽤開始発表＞ 

⽇時 12⽉1⽇（⽊） 午後1時30分 

場所 市役所本庁舎 3階庁議室 

主催 秋⽥朝⽇放送株式会社、湯沢市 

 

資料 1 



【報道発表資料】 

令和4年11⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

総務部総務課総合防災室 総合防災班 担当︓松岡 

Tel︓0183-55-8250  Mail︓bousai@city.yuzawa.lg.jp 

湯沢市  ×  株式会社 ⽇敷 

「災害時における物資の供給に関する協定」を締結します 
12⽉１⽇（⽊）締結式を開催 

市（市⻑︓佐藤 ⼀夫）と株式会社 ⽇敷（代表取締役社⻑︓⼩⽥原 豊博）は、「災害時における
物資の供給に関する協定」を締結します。 

この協定は、円滑な災害応急対策を実施することを⽬的として、市に甚⼤な災害などが発⽣または
発⽣するおそれがある場合において、市の要請に基づき、指定場所へ⽇⽤品や応急対策資機材などの
物資の供給・運搬を⾏っていただくものです。 

なお、株式会社⽇敷が、災害時における物資の供給に関する協定を締結するのは、本市が初めてと
なります。 

本協定の締結により、物資の迅速な確保が可能となるほか、避難所や災害現場などへのスムーズな
物資供給が期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜締結式概要＞ 

⽇時 12⽉１⽇（⽊）午後2時15分 

場所 市役所本庁舎 3階庁議室 

主な協定内容 
１．災害発⽣時における市からの要請に基づく物資等の供給・運搬  
２．平常時からの情報交換、訓練等への参加 
３．連絡体制の整備 

物資の範囲 
１．⽇⽤品等 
２．応急対策⽤資機材等 
３．その他、供給可能なもの 

 

資料 2 
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【報道発表資料】 

令和4年11⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

市⺠⽣活部 くらしの相談課 ⽣活環境班 担当︓阿部 

Tel︓0183-55-8069  Mail︓seikatsu-kankyo-gr@city.yuzawa.lg.jp 

ゼロカーボンシティの実現に向けて『脱炭素経営セミナー』を開催︕ 

＜中⼩企業に求められるサスティナブル経営と地域未来のあり⽅を学ぶ＞ 

＜湯沢翔北⾼校⽣によるゼロカーボン推進ロゴマークの制作報告あり＞ 

 脱炭素社会の実現に向け、市、市議会、湯沢商⼯会議所およびゆざわ⼩町商⼯会の4者共同により
「湯沢市ゼロカーボンシティ宣⾔」を令和4年6⽉に⾏いました。2050年までに⼆酸化炭素排出量実
質ゼロを⽬指すため、中⼩企業や⼩規模事業者にとって、これからの時代を⽣き抜くために必要な
「脱炭素経営」を学ぶセミナーを12⽉8⽇（⽊）に開催します。 
 また、この度、湯沢翔北⾼校（総合ビジネス科）との連携により、「ゼロカーボンシティゆざわ」
を推進するためのロゴマークが完成しました。制作に関わった⽣徒たちから、ロゴに込めた想いやコ
ンセプトなどについて発表していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜脱炭素経営セミナー概要＞ 

⽇時 12⽉8⽇（⽊） 午後6時から午後7時30分まで 

場所 湯沢グランドホテル（2階） ダイヤモンドホール 

対象 市内の事業者、⾦融機関、その他興味がある⽅（個⼈含む） 

主な内容 
○湯沢翔北⾼校（総合ビジネス科）⽣徒によるロゴマーク制作報告 
○講演「脱炭素社会のサスティナブル経営と地域の未来」 
 地球温暖化の今、環境を良くして稼ぐ、これからの脱炭素経営と地域未来 

講師 
吉⾼ まり⽒︓三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（フェロー）・ 

東京⼤学教育学部客員教授のほか国の各種審議会委員にも従事 

申込期限 12⽉4⽇(⽇) 

その他 
主催︓湯沢市／共催︓湯沢商⼯会議所・ゆざわ⼩町商⼯会 
市ホームページ︓https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/17/5007.html 

 

資料 3 

講師の吉⾼まり⽒ 湯沢翔北⾼校⽣が考案したロゴ 



お問合わせ

　脱炭素社会の実現に向け、湯沢市、湯沢市議会、湯沢商工会議所及びゆ
ざわ小町商工会の 4 者共同により、「湯沢市ゼロカーボンシティ宣言」を令
和 4年 6月に行いました。
　2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すため、市民・事業者・
行政が一体となって地球温暖化対策の取組を加速させる必要があります。
　本セミナーでは、気候変動の現状を踏まえ、中小企業や小規模企業者に
とって、これからの時代を生き抜くために必要な脱炭素経営を学ぶことで、
「ゼロカーボンシティゆざわ」を推進することを目的とします。

セミナーの次第

●内容

「脱炭素社会の
サスティナブル経営と地域の未来」

◆湯沢グランドホテル

日　時

会　場

令和4年12/8（木）

お申し込みについては、QR
コードから専用Webフォー
ムをご覧ください。▶

●地球温暖化の今
●環境を良くして稼ぐ～環境とビジネスの関わり～
●中小企業 (小規模企業者 )に求められるこれからの経営と地域未来

脱炭素経営
セミナー

参加無料

定員80名
⑴湯沢商工会議所及びゆざわ小町
商工会の会員

⑵その他市内の事業者、金融機関、
上記内容に興味がある方

18：00～19：30

●講師

吉高 まり氏

主　催 湯沢市
共　催 湯沢商工会議所

ゆざわ小町商工会

　ミシガン大学環境・サステナビリティ大学院（現）科学修士。慶應義塾大
学大学院政策・メディア研究科博士（学術）。三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・
スタンレー証券兼務。ESG投資、SDGs ビジネス、気候変動、サステナブルファ
イナンス領域で多様なセクターに対しアドバイス等を提供。国の各種審議会
委員にも従事。

2 階　ダイヤモンドホール
（湯沢市材木町 1-1-1）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
フェロー（サステナビリティ）
東京大学教養学部　客員教授

湯沢市役所(くらしの相談課) TEL:0183-55-8069



脱炭素経営セミナー 参加申込書
▶お申込み方法：専用Webフォーム(QRコード)または、下記の情報をご記入の上FAXにてお申し込みください。

専用Webフォームはこちら▶

▶講師への質問 (任意 )

個人情報の取扱い　申込みの際にご提供いただいた皆様の個人情報は本セミナーの連絡のみに使用し、その他の用途には使用いたしません。

役職・お名前
ふりがな

役職・お名前
ふりがな

役職・お名前
ふりがな

令和4年 11月15日(火)～令和4年 12月４日(日)
※お申込みは定員になり次第締め切りとさせて頂きます。

〒

FAX：0183-72-9611

申 込 期 間

会 場 案 内

湯沢グランドホテル
2 階　ダイヤモンドホール
（湯沢市材木町 1-1-1）

御 社 名

ご 住 所

電 話 番 号

E - m a i l

F A X

〔　　　　　　　　　　　　　〕

★ ●
湯 

沢 

駅
湯沢グランドホテル

ツルハドラッグ
湯沢大町店

●
ビフレ 湯沢店

●ほっともっと
湯沢材木町店 ●

湯沢郵便局

●お菓子のくらた湯沢店

❶来場の際はマスクの着用をお願いします。また、体調がすぐれない方は来場をお控えください。
❷新型コロナウイルス感染症の状況により、変更または中止となる場合があります。



【報道発表資料】 

令和4年11⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

議会事務局 議事総務班 担当︓佐藤・⿅⾓・沼倉 

Tel︓0183-73-2168  Mail︓gikai@city.yuzawa.lg.jp 

議員としゃべろうマチトーーク︕︕開催 
「観光」と「防災」について市⺠と議員が膝を交えて意⾒交換 

 湯沢市議会では、これまで⾏われていた議会報告会に代わる市⺠と議会との多様な意⾒交換を⾏
う新たな取組みとして、12⽉10⽇（⼟）、市役所本庁舎1階市⺠ロビーにおいて、議員としゃべろう
マチトーーク︕︕「みんなと観光カフェ＆みんなde防災カフェ」を開催します。 
 午前は「みんなと観光カフェ〜市⺠が語れる魅⼒ある湯沢〜」を、午後は「みんなde防災カフェ〜
災害発⽣︕︕その時あなたは〜」と題して、与えられたテーマについて、市⺠の皆さんと議員がワー
ルドカフェ形式で、それぞれの思いや意⾒を語り合います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜概要＞ 

⽇時および 
テーマ 

12⽉10⽇（⼟） 
午前10時から正午まで（受付︓午前9時30分から）︓「みんなと観光カフェ」 
午後2時から午後4時まで（受付︓午後1時30分から）︓「みんなde防災カフェ」 

場所 市役所本庁舎 1階市⺠ロビー 

事業内容 
議員がファシリテーター役を務め、参加者にテーマを与えます。参加者と担当議員
は5つのテーブルに分かれ、与えられたテーマについて、意⾒や思いなど意⾒交換
を⾏います。 

参加者 各20⼈（予定） 

主催 
湯沢市議会 ― みんなと観光カフェ主催︓産業建設常任委員会 

みんなde防災カフェ主催︓総務財政常任委員会 

 

資料 4 

8⽉20⽇開催「ゆざわママ・パパサミット」（教育⺠⽣常任委員会主催） 



土

あなたの一番のおすすめはどこですか？
ふるさとの技が光る、存在感あふれるまち「湯沢市」であるために、

観光資源を発掘・活用して、湯沢市の楽しみ方をみんなで考えましょう。

日時 会場
令和４年12月10日

湯沢市役所１Ｆ

市民ロビー
1０時～正午（受付９時30分から）

募集人員 20名 ※お申し込み多数の場合は選考させていただきます。
対 象 市内在住・勤務・在学（高校生以上）のいずれかに該当する方。
募集期間 令和４年１１月１日（火）から１１月15日（火）まで
申込方法 右の二次元バーコードからお申し込みください。

◎お申し込みに関する問い合わせ先【湯沢市議会事務局TEL73-2168】
そ の 他 ①報道機関に対して、当日の撮影を許可する場合があります。

②意見交換会の様子などを写真撮影し、市議会だよりなどに掲載する場合があります。

お申し込みは
こちらから☛

ワールド・カフェとは
ワールド・カフェの定義は、カフェでくつろいでいるようなリラックスした雰囲気
のもと行われる会議のことです。参加者は少人数のグループに分かれ、テーブルご
とに対話します。一定時間が過ぎれば、テーブルのメンバーを入れ替え、対話する
ことを繰り返し行います。少人数で対話をすることで、相手の意見を聞きやすく、
自分の意見も言いやすいのが特徴です。対話を楽しむことを目的にしているため、
お互いの理解を深めながら、様々な気付きや自由な発想、アイデアを生み出すこと
ができます。

主催 湯沢市議会産業建設常任委員会 お問合せ 湯沢市議会事務局 TEL 0183-73-2168



土

豊かな自然が輝く安全で暮らしやすいまち｢湯沢市｣
であるために、地域で助け合う共助の体制づくりや情報伝達のあり方な
ど、防災のことをワールド・カフェ形式で市民の皆さんと共に考えます。

日時 会場令和４年12月１0日
湯沢市役所１Ｆ

市民ロビー1４時～16時（受付13時30分から）
募集人員 20名 ※お申し込み多数の場合は選考させていただきます。
対 象 市内在住・勤務・在学（高校生以上）のいずれかに該当する方。
募集期間 令和４年１１月１日（火）から１１月15日（火）まで
申込方法 右の二次元バーコードからお申し込みください。

◎お申し込みに関する問い合わせ先【湯沢市議会事務局TEL73-2168】
そ の 他 ①報道機関に対して、当日の撮影を許可する場合があります。

②意見交換会の様子などを写真撮影し、市議会だよりなどに掲載する場合があります。

お申し込みは
こちらから☛

ワールド・カフェとは
ワールド・カフェの定義は、カフェでくつろいでいるようなリラックスした雰囲気
のもと行われる会議のことです。参加者は少人数のグループに分かれ、テーブルご
とに対話します。一定時間が過ぎれば、テーブルのメンバーを入れ替え、対話する
ことを繰り返し行います。少人数で対話をすることで、相手の意見を聞きやすく、
自分の意見も言いやすいのが特徴です。対話を楽しむことを目的にしているため、
お互いの理解を深めながら、様々な気付きや自由な発想、アイデアを生み出すこと
ができます。

主催 湯沢市議会総務財政常任委員会 お問合せ 湯沢市議会事務局 TEL 0183-73-2168

ふるさと未来創造部、
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取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

福祉保健部福祉課 障がい福祉班 担当︓今いさ⼦ 

Tel︓0183-55-8075  Mail︓shogai-fukushi-gr@city.yuzawa.lg.jp 

第5回ふれあいマルシェ12⽉12⽇（⽉）開催 

障がい者が制作した作品などの展⽰／障害者⽀援施設・就労⽀援事業所の製品の販売 

障害者週間に関連して、全ての⼈が障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに尊重し
⽀えあう「共⽣社会」の実現を⽬指して、「ふれあいマルシェ」が開催されます。 

ふれあいマルシェを主催する湯沢雄勝地域包括⽀援ネットワーク協議会（会⻑ ⼋柳 ⻑⾨）は、
市をはじめとする圏域内市町村、相談⽀援事業関係者、障害者等福祉サービス事業者、教育機関関係
者などで構成され、障がい者などの⾃⽴⽣活を⽀援するため協議を⾏う場として設置された⾃⽴⽀
援協議会です。 

障がいのある⼈が地域社会で制限なく⾃⽴した⽣活を営むためには、社会全体でより良い環境づ
くりを進めていく必要があります。このイベントが、障がいや障がいのある⼈への理解がより深まる
機会になることを期待します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜概要＞ 

⽇時 12⽉12⽇（⽉）午前11時から午後1時まで 

場所 市役所本庁舎 1階市⺠ロビー 

内容 
稲川⽀援学校・障害者⽀援施設、就労⽀援事業所の製品販売 
作品の展⽰・活動の紹介 
障がいや福祉に関する無料相談コーナー

主催 湯沢雄勝地域包括⽀援ネットワーク協議会 
 

資料 5 

【昨年度のふれあいマルシェ】 







【報道発表資料】 

令和4年11⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育委員会事務局教育部⽣涯学習課 スポーツ振興班 担当︓佐藤 

Tel︓0183-55-8286  Mail︓k-sports@city.yuzawa.lg.jp 

稲川スキー場スベロッタ 12⽉24⽇OPEN︕ 

12⽉1⽇からシーズン券販売開始します︕ 

 2022-2023シーズンの稲川スキー場スベロッタは12⽉24⽇（⼟）から営業開始します。 
今シーズンも新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、多くのお客様に利⽤していただける

よう準備を進めています。また、12⽉1⽇（⽊）から稲川スキー場をお得に利⽤できるシーズン券の
販売を開始します。 

オープンに先⽴ちまして、12⽉22⽇（⽊）午前10時から、稲川スキー場ヒュッテ”あったまり〜な”
でスキー場開きを開催し、神事とテープカットを⾏います。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜稲川スキー場スベロッタ概要＞ 

営業期間 12⽉24⽇（⼟）から令和5年3⽉12⽇（⽇）まで（予定） 

⽇中営業 午前9時から午後4時まで ※3⽉は⼟⽇のみの営業 

ナイター 
営業 

午後5時30分から午後9時まで 
※⽇曜⽇・⽉曜⽇、12⽉31⽇（⼟）、1⽉1⽇（⽇・祝）は休業 

（1⽉8⽇（⽇）、3⽉6⽇（⽉）除く）

シーズン券 

券種 

・共通シーズン券 10,000円 
（⼩・中・⾼⽣・シニアは5,000円） 
・ナイターシーズン券 6,500円 

（⼩・中・⾼⽣・シニアは3,500円） 

シニア料⾦は60歳以上が対象
（令和5年3⽉31⽇までに60歳
に達する⽅も含む） 

販売場所
12⽉1⽇（⽊）から23⽇（⾦）まで 
市役所本庁舎3階⽣涯学習課スポーツ
振興班窓⼝ 

12⽉24⽇（⼟）以降は稲川ス
キー場チケット売り場 

購⼊⽅法

以下を販売場所へご持参ください。 
・申込書（販売場所備え付け、またはホームページよりダウンロード）
・顔写真2枚（縦4.5cm×横3.5cm） 
・料⾦ 

資料 6 

【昨シーズンは延べ17,177⼈のかたがたに利⽤していただきました】 





 

音楽のまち“ゆざわ”１２月の月イチ♪ 

２０２２年１２月１１日(日)  

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料 

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内 

☎0183-73-2163 Mail:otomachi.yuzawa@gmail.com 

ホームページ フェイスブック 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。 

★Ave Maria 

★カンタータ 

『楽しき狩りこそわが悦び』より 

「羊は安らかに草を食み」 

★You Raise Me Up  etc. 

 
ソプラノ 小番 栞 田中 裕子 
ピアノ  原田 梢  
リコーダー 廣田 俊介 工藤 修 
チェロ 菊地英悦 

★落書き 

★思い出のグリーングラス 

★大きな古時計   etc. 

 
Bs,Gt 赤 Tony 
Gt  James・Takahashi 
Kb  Emily・Takami 


