
問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

情報政策課
0183-55-8264 1

⽉ ⽇ 曜
⽇ 時間 ⾏事名 場所 問い合わせ

（電話番号）
資料
番号

21 ⽕ ー 第11回「ゆっくりひとめぐり」栗駒⼭麓観光写真コンクール作品展
（30⽇まで）

市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

観光・ジオパーク推進課
0183-55-8180 ー

24 ⾦ 11:00 電気⾃動⾞⽤急速充電スポットの開設式 市役所本庁舎前駐⾞場
充電スポット前

くらしの相談課
0183-55-8069 2

1 ⼟ ー 湯沢市ふるさと仕送り⽀援事業申込受付開始 ー まちづくり協働課
0183-56-8386 チラシ

16 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"4⽉の⽉イチ♪コンサート
スプリングコンサート

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

問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

まちづくり協働課
0183-56-8386 3

⽣涯学習課
0183-55-8193 4

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

デジタル変⾰（DX）が本格始動します
市出⾝の柿崎⽒がデジタル変⾰アドバイザー（CDO補佐官）に着任

次回の定例記者会⾒は、令和5年4⽉27⽇(⽊) 午前11時、本庁舎3階　庁議室で開催します。

項　⽬

⾳楽のまち”ゆざわ”⽉イチ♪コンサート　演奏者募集　⾳まちピアノを弾いてみよう

◆その他情報提供

PRESS INFORMATION

定例記者会⾒資料
秋⽥県湯沢市

令和5年3⽉20⽇

項⽬

◆トピックス

報道関係者各位

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

◆⾏事予定

「湯沢古城之図」を市指定有形⽂化財に新規指定
天保期の湯沢城と城下のまちを描いた歴史資料。指定⽂化財では150件⽬

いつでも、どこでも︕
4⽉から公共施設予約のオンライン⼿続きを本格導⼊

⾳楽のまち”ゆざわ”⽉イチ♪コンサート　令和5年度年間スケジュール

4

3



【報道発表資料】 

令和5年3⽉20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 デジタル・情報推進班 担当︓柿崎 

Tel︓0183-55-8264  Mail︓joho@city.yuzawa.lg.jp 

デジタル変⾰（DX）が本格始動します 
市出⾝の柿崎⽒がデジタル変⾰アドバイザー（CDO補佐官）に着任 

市では、デジタル変⾰に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和4年12⽉21⽇にデジ
タル変⾰推進本部（本部⻑︓佐藤⼀夫市⻑）を設置し、令和5年度にDX専任部署の設置とDX推進計
画を策定する⽅針を確認しました。 

市のDX推進については、市⻑が最⾼デジタル責任者（CDO）として陣頭指揮にあたりますが、補
佐役として、本市出⾝の柿崎 充（かきざき まこと）⽒を4⽉1⽇付けで⾮常勤特別職のデジタル変
⾰アドバイザーに委嘱し、デジタルという⾮常に専⾨性の⾼い分野かつデジタル変⾰という未知の取
組みに関して、国の政策動向や⺠間での取組みに関する事項、市の施策の優先順位付けや地域社会に
おけるDXの推進に関する事項などについて、知⾒提供や助⾔・提案を⾏っていただきます。 

⼈⼝減少、地域経済活性化などさまざまな課題を抱えている中で、市が⽬指している「⼈のつなが
りで磨かれる 熱(エネルギー)あふれる 美しいまち」を実現する⼀つの⼿段として、デジタルが浸
透し⽇常⽣活に溶け込むような社会の構築を⽬指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 委嘱状交付 

【⽇時】4⽉3⽇（⽉） 午前9時40分 
【場所】市役所本庁舎 3階市⻑室 
 
 
 
 
 

  

資料 1 

＜アドバイザー着任にあたってのコメント＞ 
この度は私が⽣まれ育った湯沢市の DX にご⼀緒に取り組む機会を
いただき、誠にありがとうございます。 
DX という⾔葉が流⾏していますが、なぜ湯沢市が取り組む必要が
あるのでしょうか。100 年前、⾃治体には新たな電⼒時代にあわせ
て地域を再⽣・活性化し、誰もが安⼼して暮らせる社会を実現する
役割がありました。現在は、電⼒が AI（⼈⼯知能）などのデジタル
技術に変わり、資源になるデータは 21 世紀の⽯油と⾔われていま
す。⾃治体には、デジタル時代にあわせて地域を再⽣・活性化する
役割が求められ、この役割が湯沢市の DX になります。 
これまで私が培ってきた DX の知⾒や⼈のつながりを活かし、湯沢
市の未来を職員の皆さんとおもしぇぐ想像・創造して参ります。 

柿崎 充 ⽒ 



【報道発表資料】 

令和5年3⽉20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 デジタル・情報推進班 担当︓柿崎 

Tel︓0183-55-8264  Mail︓joho@city.yuzawa.lg.jp 

 湯沢市職員デジタル変⾰（DX）⾏動指針を策定しました 
⾏動指針を表すCREDO（クレド）とは、「信条」「志」「約束」を意味するラテン語で、「企業の

経営理念を全従業員が体現するための⾏動指針」として⽤いられます。 
⾃治体DXを推進することは、仕事のやり⽅を変えることにつながり、デジタル化に対応した働

き⽅へ変えていくためには、規則や要綱などのルールを⾒直していくとともに、我々職員の意識改
⾰が何よりも重要になります。 

「湯沢市職員デジタル変⾰⾏動指針」は、10⽉のDXリーダー研修に参加した若⼿・中堅職員が
中⼼となり、市でデジタル変⾰（DX）を進めるにあたり、どんな湯沢市でありたいかを考え、そ
のために必要な考え・⾏動をまとめたものです。 

今後はこの⽅針のもと、職員⼀丸となって前例にとらわれず、利⽤者⽬線に⽴った市⺠サービス
の提供やルールづくりを進めてまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和5年2⽉21⽇ 湯沢市デジタル変⾰推進本部会議決定 
 
●プロフィール／敬称略 柿崎 充 （かきざき・まこと） 
Sansan株式会社 デジタル戦略統括室 室⻑／⼀般社団法⼈ CDO Club Japan 事務局マネージャー 
1976年秋⽥県湯沢市⽣まれ。慶應義塾⼤学法学部政治学科卒業。 
⼤学在学中の2000年に共同創業メンバーとして起業に参画、その後2003年に⾃ら経営者として起業
し中国瀋陽にも進出。2006年外資系コンサルティングファームのプライスウォーターハウスクーパ
ース（旧ベリングポイント）⼊社。経営戦略調査・⽴案、システム・セキュリティ監査、ガバナンス
改⾰、IR・統合報告など幅広く従事。2013年よりSansanに⼊社し、2016年より現職。2017年にIT
担当副⼤⾂のマイナンバー制度アドバイザー。 
2018年より⼀般社団法⼈ CDO ClubJapan にも参画し、⽇本およびグローバルでデジタルトランス
フォーメーションに関する調査・⽀援に取り組んでいる。 



【報道発表資料】 

令和5年3⽉20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︓樋渡・阿部 

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

電気⾃動⾞⽤急速充電スポットを設置しました︕ 
3⽉24⽇（⾦）開設式を⾏います 

市では昨年6⽉にゼロカーボンシティ宣⾔を⾏い、2050年⼆酸化炭素排出量実質ゼロを⽬指して、
今後さまざまな事業を展開していく予定です。 

その⼀環として、市内3カ所（市役所本庁舎・稲川庁舎・雄勝庁舎）にそれぞれ電気⾃動⾞⽤急速
充電スポットを設置し、市⺠・市内事業者・観光などで訪れる⽅に利⽤していただき、EVの普及促
進を図っていきます。 
 

1 設置場所 
・市役所本庁舎駐⾞場 

佐⽵町1番1号 
・稲川庁舎駐⾞場 

川連町字上平城120番地 
・雄勝庁舎駐⾞場 

横堀字下柴⽥39番地 
2 利⽤時間 

・常時利⽤可能 
  ※ただしイベント時などは利⽤制限あり 
・1回あたりの充電時間、30分以内 

3 利⽤料⾦ 
・10分まで220円、それを超えると1分経過ごとに22円加算 

※充電⽤会員カードをお持ちの⽅は、それに定める利⽤料⾦ 
4 決済⽅法 

   スマートフォンなどのアプリに設定するクレジットカード払い 
 
＜開設式＞ 

⽇時 3⽉24⽇（⾦） 午前11時 

場所 市役所本庁舎正⾯⽞関 急速充電スポット前 

出席者 
（予定） 

湯沢市議会…議⻑ 渡部正明様 
湯沢商⼯会議所…副会頭 富⾕栄助様 
ゆざわ⼩町商⼯会…会⻑ 佐藤正明様 
湯沢市…市⻑ 佐藤⼀夫、副市⻑ 東海林亮⼆ ほか 

内容 テープカット、市⻑による充電デモンストレーション 
 

資料 2 

【雄勝庁舎駐⾞場】 



【報道発表資料】 

令和5年3⽉20⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

まちづくり協働課 未来づくり推進班 担当︓⾼根 

Tel︓0183-56-8386  Mail︓mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp 

いつでも、どこでも︕ 

4⽉から公共施設予約のオンライン⼿続きを本格導⼊ 

 市では、令和4年8⽉4⽇に㈱スペースマーケット（代表取締役社⻑︓重松⼤輔）と連携協定を締結
後、施設予約のオンライン化を検討し、令和4年10⽉から「三関地区センター」と「ふるさとふれあ
いセンター」の2施設で施設予約のオンライン⼿続きを試験導⼊してきました。 
 試験導⼊後、オンライン⼿続きの利⽤者は徐々に増加し、2⽉のオンラインでの予約件数は全体の
約2割となりました。利⽤者からは「場所や時間を問わず予約ができて便利」「電話での問合せや窓⼝
での申請書記⼊が不要になり、⼿続きが簡単になった」などの声があります。 
 この結果を踏まえ、4⽉から本格的に公共施設予約のオンライン⼿続きを導⼊します。対象施設を
17カ所に拡⼤し、さらなる市⺠サービスの向上と施設管理のデジタル化による関連事務の改善を図
っていきます。 
 なお、今までどおり窓⼝での予約も引き続きご利⽤いただけます。また、対象施設につきましては、
順次拡⼤していく予定です。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

対象施設 

・⼭⽥地区センター   ・三関地区センター     ・弁天地区センター 
・幡野地区センター   ・ふるさとふれあいセンター ・須川地区センター 
・⾼松地区センター   ・院内地区センター     ・秋ノ宮地区センター 
・⼩野地区センター   ・稲庭地区センター     ・横堀交流センター 
・総合体育館      ・健康ドーム        ・松ノ⽊グラウンド 
・皆瀬⽣涯学習センター ・稲川⽼⼈福祉センター緑⾵荘 

利⽤⽅法 
右上の⼆次元コードを読み込み、対象施設を選択すると予約状況の確認ができます。
（※予約に進むためには利⽤者登録が必要です） 

 

資料 3 

施設予約システム 
「SPACEPAD」 

 
 
 
 
 
 
 

二次元コード 



【報道発表資料】 

令和5年3⽉20⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部 ⽣涯学習課 ⽂化財保護室 担当︓⾼橋 

Tel︓0183-55-8193  Mail︓k-bunkazai@city.yuzawa.lg.jp 

「湯沢
ゆ ざ わ

古城
こじょう

之図
の ず

」を市指定有形⽂化財に新規指定 
天保期の湯沢城と城下のまちを描いた歴史資料。指定⽂化財では150件⽬ 

 市教育委員会は、3⽉2⽇付けで「湯沢古城之図」を新たに市指定有形⽂化財(歴史資料)に指定し
ました。 
 この絵図は、天保⼗(1839)年に佐藤

さ と う
平右衛⾨
へ い え も ん

によって描かれた、湯沢城とその周辺を⽰した絵図
を、明治24(1891)年に芳賀

は が
勝
かつ

縁
より

が書き写したものです。天保期における湯沢城下のまちなみととも
に、城郭が⽴体的に把握できるなど、市にとって貴重な史料です。 
 今後は、市の⽂化財展などでの公開を予定しています。 
 この指定により、市の指定・登録⽂化財は170件(国指定2件、県指定20件、市指定128件、県記録
選択無形⺠俗⽂化財1件、国登録有形⽂化財19件)となりました。 
 
＜指定⽂化財 概要＞ 

名称 湯沢古城之図(ゆざわこじょうのず) 員数 １鋪
指定/種別 市指定/歴史資料 指定年⽉⽇ 令和5年3⽉2⽇ 

所在地 湯沢市内町 所有者 個⼈
構造・形式 縦105cm 横117cm 紙本著⾊ 時代・年代 明治24(1891)年 

 
 
 

資料 4 



ふるさと仕送り支援事業のながれ

湯沢市出身学生

専用Ｗｅｂサイト

湯沢郵便局 湯沢市
③データ送信・送り状作成

送料負担

②入力情報の確認
（湯沢市出身の学生であるか等）

保護者
(実家)

⑤仕送り荷物の発送
（郵便局へ持ち込み）

ご実家からお子様へ、手料理や地域産品と一緒に
ふるさとの思いをいっぱい詰めて送ってください！

今年もやります！
湯沢市ふるさと仕送り支援事業

【対象】
湯沢市外にお住まいで湯沢市出身の中学生、高校生、大学生、短大生、高専生、大学院生、専門学生、予備校生がいるご家庭
•湯沢市に住所を置いたままでも、市外に居住している方であれば対象となります。
•ご実家が湯沢市内にない方は対象となりません。

【申込方法】※既にLINEオープンチャットに登録済みの学生は3から申し込み

1.専用フォーム＜外部リンク＞にメールアドレスを登録
2.市出身学生向けLINEオープンチャットに学生が登録
・1で登録したメールアドレス宛にリンクが届きます。保護者の方がメールアドレス登録した場合は、
リンク先URLをお子さんにお送りください。

・返信メールが届かない場合はmirai-gr@city.yuzawa.lg.jpへメールか電話でお問い合わせください。
3.LINEオープンチャットに掲載中の申込サイトから、学生証の画像ファイルを添付して必要事項を入力
※学生証がない場合は、在学していることを証明できる書類の画像ファイルを添付してください。

問い合わせ 湯沢市ふるさと未来創造部まちづくり協働課未来づくり推進班
電話：0183-56-8386 電子メール：mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

送料湯沢市負担のゆうパック伝票６枚を

実家にお送りします！

④ゆうパック伝票
６枚送付

①専用サイトに仕送りの申込申請
(送り先・送り元の住所、連絡先、学生証の画像等）

申し込みはこちら 市ホームページ▶

https://www.city-yuzawa.jp/site/iju-
teiju/4208.html

申込期限：令和6年1月14日(日曜日)まで
使用期限：令和6年2月29日(木曜日)まで

※広報ゆざわ4月号にも
掲載予定です。

冷蔵(チルド)も対応！(冷蔵は湯沢・稲川・横堀局で受付)

（令和５年4月1日申込受付開始）

みなさんの声に
お応えして…

今年は２枚増！

mailto:返信メールが届かない場合はmirai-gr@city.yuzawa.lg.jp


 

音楽のまち“ゆざわ”4 月の月イチ♪コンサート 

２０２３年４月１６日(日)１３：３０～１５：００ 
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 

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

フェイスブック ホームページ 

廣田 ちひろ 

◆とっくり音頭 

◆ルージュの伝言 

◆風に吹かれて行こう 

◆買い物ばあちゃん 

◆演歌はいいね 

◆とっくり音頭エンディング 

 

ピアノ・ソロ 

歌仲間 「 と っ く り 」 

◆8つの演奏会用エチュード「前奏曲」 N.カプースチン作曲 

◆「束の間の幻影」より S.プロコフィエフ作曲 

◆「さくら横ちょう」～ピアノ独奏版～ 中田喜直作曲      

 
 

 



 

注
意
事
項 

 

音楽のまち“ゆざわ”月イチ♪コンサート 
～ 令和５年度 年間スケジュール ～ 

【お問合わせ先】音楽のまちゆざわ推進協議会事務局（生涯学習課社会教育班内） ☎0183-73-2163 📧otomachi.yuzawa@gmail.com 

月 公演タイトル・公演日時 出演予定・開演時間 会場 
※１ 

４ スプリングコンサート 
４月16日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 廣田
ひ ろ た

ちひろ（ピアノソロ クラシック） 

２部 午後２時20分～ 歌仲間「とっくり」（フォークソング・演歌） 
① 

５ わかばのコンサート 
５月21日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 癒し系アマチュアバンドOld
オールド

＆
アンド

New
ニ ュ ー

（アイリッシュ音楽） 

２部 午後２時20分～ アンリミテッドカラー（J.ポップス） 
① 

６ 

市民参加型企画 

子どものための初めての音楽会 
６月４日（日） 午後１時30分 

Ｐｉ
ピ

ú
ウ

 Ｆｅｌｉｃｅ
フェリーチェ

（クラシック ほか） ① 

にじいろコンサート 
６月25日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 湯沢雄勝サクソフォン連合（サックス８重奏 クラシック・ポップス） 

２部 午後２時20分～ ユーフォー仮面
 

（ユーフォニアム ポップス・歌謡曲） 
① 

７ 
サマーコンサート 
７月２日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 日高見
ひ た か み

透子
と う こ

と県南ｵｶﾘﾅｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ（オカリナ演奏） 

２部 午後２時20分～ Ｒｅｎｓａ
レ ン サ

（70年代のNew
ニ ュ ー

ミュージック） 
① 

８ 

サマフェス実行委員会企画 

サマーミュージックフェスティバル 
プレ・コンサート 
８月５日（土） 午後６時30分 

星空を見上げたくなるCONCERT 

（テノール独唱／ピアノ独奏・語り クラッシック ほか） 
① 

納涼コンサート 
８月20日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 横手
 

マンドリンクラブ（マンドリン 軽音楽） 

２部 午後２時20分～ 琴
こと

名流
なりゅう

秋田
あ き た

支部
し ぶ

（大正琴 歌謡曲） 
① 

９ 
オータムコンサート 
９月３日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ アンサンブルニ
 

ッセ（木管アンサンブル クラシック・ポップス） 

２部 午後２時20分～ ルーチェ(ピアノソロ・連弾 クラシック) 
① 

10 
ハロウィンコンサート 
10月15日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 音笑
おもしゃい

（オカリナ２重奏 ポップス・スタンダード） 

２部 午後２時20分～ Ｄｉｘｉｅ
デキシー

 Ｃａｔｓ
キャッツ

（デキシーランドジャズ） 
① 

11 
落ち葉のコンサート 
11月12日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ レトロスターズ
 

（カントリーミュージック） 

２部 午後２時20分～ 湯沢市民管弦楽団サポーター（弦楽４重奏 クラシック） 
① 

12 
クリスマスコンサート 
12月10日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ NG
エヌジー

吹奏楽団クラリネットアンサンブル（クラシック） 

２部 午後２時20分～ ザ・カウンセラーズ（グループサウンズ ポップス） 
① 

１ ニューイヤーコンサート 
１月７日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 三人囃子
さんにんばやし  

（ピアノ・木管３重奏 クラッシック） 

２部 午後２時20分～ 犬っこBRASS
ブ ラ ス

（トランペット４重奏 クラシック・ポップス） 
① 

２ 

バレンタインコンサート 
２月４日（日） 午後１時30分 

小中
 

高校生アンサンブルステージ 

(ボーカルアンサンブル・管
 

打楽器アンサンブル) 
② 

音楽のまちゆざわ推進協議会特別企画

JAZZコンサート  
２月11日（日） 午後１時30分 

アンデサイデッドJAZZ
ジ ャ ズ

トリオ Featuring
フ ュ ー チ ャ リ ン グ

 サックス 塩川光二
し お かわ こ う じ

 ① 

３ ひなまつりコンサート 
３月24日（日） 午後１時30分 

１部 午後１時30分～ 生田流
いくたりゅう

正派
せ い は

邦楽会
ほうがくかい

わかば会
かい

（筝
こと

 邦楽） 

２部 午後２時20分～ 「雅楽」 雅友会（邦楽） 
① 

 ※１会場  ①：湯沢市役所本庁舎 １階市民ロビー  ②：雄勝文化会館オービオン メインホール      

令和５年３月10日現在 

最新のスケジュール、各
公演の詳細等は、ホーム
ページをご確認ください。 

音楽のまちゆざわ推進
協議会の Facebook
はこちらです。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の点についてご留意のうえ、ご来場くださ
い。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 
・マスクの着用はお客様自身でご判断ください。 
・体調不良等の自覚症状がある場合には、ご来場をお控えください。 
・会場入り口に消毒液を設置しておりますので手指消毒にご利用ください。 
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