
様式第２号(第５条関係)

審議会等会議録

発　言　者 会議のてん末･概要

事務局 １．開会

　皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今から、平成２７年度第２回鷲宮地

域会議を開催いたします。構成員の皆様には公私ともにお忙しい中、ご出席をいた

だきまして誠にありがとうございます。本日の進行を務めさせていただきます、総務管

理課の木村でございます。よろしくお願いいたします。

　議題に入ります前に、本日の配布資料について確認させていただきます。

１点目は次第、２点目は資料１の鷲宮地域会議で検討・協議する事業案・取組み候

補でございます。

　それでは、開会にあたりまして、石川座長よりご挨拶をお願いいたします。

石川座長 　改めまして、こんにちは。前回の初会議から、皆様方のいろいろなご提案をいただ

いて、２６ほどの提案が出ております。今日はそれをまとめる方向で、今後の課題は課

題として、何かひとつにまとめていかないと特色ある事業となりませんので、その辺ご

配慮いただきながら、検討をすすめていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

事務局 　ありがとうございました。

　それでは、議題に移らさせていただきます。会議の進行につきましては、座長にお

願いいたしますので、石川座長よろしくお願いします。

石川座長 ２．議題

　それでは、本日の会議に先立ちまして、会議録の署名人についてですが、松永区

長さんと、増渕区長さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

　早速、議題（１）鷲宮地域で取り組む事業等について、事務局の方から説明をお願

いします。

事務局 　それでは、資料１、鷲宮地域会議で検討・協議する事業案・取組み候補について、

説明させていただきます。

　この資料１につきましては、７月２４日から８月１０日までの期間、構成員の皆様から

ご意見をいただきましたものを一覧表にまとめたものでございます。

　なお、８月１２日に皆様へ事前に送付させていただきましたが、２箇所ほど修正して

おりますので確認をお願いいたします。１点目は、４ページのＮｏ．１６、予算規模欄に

合計を追記いたしました。２点目は、７ページのＮｏ．２２、予算規模欄に「参加者保険

料」と「鎌」を内訳として追加し、合計を追記いたしました。以上、ご確認いただきます

ようお願いします。

　資料１の、皆様からいただきましたご意見といたしましては、「コスモスロード」「コスモ

ス」関係が最も多く、１０件、その他、スポーツ施設等の整備、福祉関係、まちづくり関

係など、計２６項目について、ご意見をいただきました。

　また、予算規模の欄についてでございます。最終的には、事業を検討・協議してい

く過程で、その事業を執行する所管課との調整や、実際に見積もりをとるなどして、大

きく変動する可能性もあるかと思います。従いまして、現時点ではあくまでも概算とい

いますか、どのくらいの予算がかかりそうなのか、という予算規模の目安ということでご

覧いただだきながら、協議・検討をお願いしたいと思います。

石川座長 　ただいま、事務局の方から資料１の説明がございました。みなさんの方から、ご意見
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等ございましたら、挙手の上ご発言いただきたと思います。

髙橋構成員 　確認ですが、地域会議は今年度いっぱいの事業なのでしょうか、それとも継続され

る事業なのでしょうか。

事務局 　その点については、前回の会議でもこの辺のお話があったかと思いますが、今年度

に決めたことを平成２８年度になって執行するわけですが、平成２８年度が終わらない

と事業の検証等もできません。特にいつまでやるかとか、そういったことも決まっては

いないと思いますし、少なくとも継続してやっていくものだと認識しております。

中島構成員 　共通認識ができないと、いろいろ検討するにあたって難しいと思いますけど、第１回

の会議の時に委嘱式がありました。任期の方は平成２９年３月３１日までということで、

少なくともその間はあると、今事務局の方からも話があったように、いつまでというのは

決まっていないです。ですから当然、来年もあると。今回検討していただくのは平成２

８年度の当初予算に盛り込めるようにということで、来年検討することがその翌年度予

算というような形で、基本的にはしばらく継続していくと、そういう認識であります。

足立構成員 　この目的が何なのかはっきりまだ分からないのですが、課題は挙げてきました。市と

して市長が宣言していますよね、久喜Ｎｏ．１宣言。その中で、さらに魅力アップ都市

づくりということで、今度久喜市ダントツ戦略本部が設置されるということですが、地域

会議で挙がってきた課題が、久喜市ダントツ戦略本部でまた協議されて、そこで予算

化されていくという方向性なのか、あくまでも５００万円という予算の中で、自由に使っ

ていいというものなのか、そこの目的がきちんとしないと課題的には市長が掲げている

課題と、地域会議を設置した意味との流れがちょっと違ってくる方向性もあるのではと

みえるのですけれでも、その辺のところが久喜市が掲げている市長がこの会議をもっ

た目的から、はずれないようにするのか、はずれてもいいのか、その辺のところが　

ちょっとはっきりしていない。要するに目的がはっきりしていないので、課題の持ち方

が分からない。

　例えば、課題を挙げる際の記入例としてコスモスを例に挙げてもらっていますよね。

そうするとコスモスだけに集中しちゃっているわけですよね。だけど本当にコスモス、

課題としてはいっぱいありますけれども、これからもそれを選択していくと言っていま

すけれども、選択の中に、Ｎｏ．１宣言の市長が掲げた地域会議をもった目的が、きち

んと方向として入っていくのかどうか、私たちにはよく分からないで、課題を出していま

すが、気にしなくていいというやり方ですか。

増渕構成員 　今のことに関連して、今回の話を聞いたときに、市長の公約と聞いているのですが、

いつどういうふうに公約されたのか教えていただくと、そのことがもっと分かったかと思

うのですけれども。

中島構成員 　今、市長の久喜Ｎｏ．１宣言という話がありましたが、市長が２期目に入るときに久喜

Ｎｏ．１宣言を政策的に出したもので、その中にいろんな分野の政策がありまして、そ

の中のひとつに地域会議を設置して、地域の課題があればそれを集約してもらって

解決していこうということになっています。

　いろんな課題があって、こういう課題について地域会議でやってください、ということ

ではなくて、何でも結構ですということなので、今、足立区長さんがおっしゃったように、

課題がいっぱいあるよと、何か集約されたその他の課題というのは、ダントツ戦略本部

の方に持ち上がって、そちらの方で検討されて何か形になっていくのではないかとい

う連携関係はどうなっているのか、という話もあったかと思いますが、それはないです。

地域会議は地域会議で完結ということになります。

足立構成員 　ダントツ戦略本部にはこの課題は持っていかない、あくまでも地域会議は地域会議

ということ。

中島構成員 　ここで出た課題、取組み候補については、庁内には情報提供しまして、地域会議で

こういう課題があるよと、周知します。今後のプロセスといたしましては、いくつか事業

の候補を絞って、来年度の予算を計上するということになれば、事業化のための具体
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的検討を担当課の方でしていただかないと、これについて、ということだけでは実際

には実現不可能という可能性もあるので、担当課の方に一旦投げて、実現の可能性

などを検討してもらった上で、さらに会議で諮っていくと、そういうことになるかと思いま

す。

石川座長 　よろしいですか。（挙手あり）　はい、どうぞ。

卯月構成員 　座長さんは、ひとつに集約するというお話がありましたけど、今のお話ですと、ひと

つに集約して、それが実現可能かどうかというのは、この地域会議では決定する権限

はないわけですよね。あくまでも市の担当課が検討した上で、それが予算的にどうな

のか、その他の制約があってどうなのか、ということで検討されるのだと思いますが、そ

ういうことであれば、あえてここでひとつに集約するのではなくて、ここで２６項目挙

がっているわけですから、具体的にして担当課に打ち上げる、というのがこの地域会

議の仕事かなと思っています。あくまでも我々は、この事業をやりますよという決定す

る権限はないわけですよね。

石川座長 　地域会議は、それぞれの４つの地域でもって、地域の特色ある事業を興してくださ

いということですから、当然地域会議の中での決定権はあると考えておりますが。

中島構成員 　基本的には、地域の課題といえば何でも課題にはなってしまうのですが、意見集約

されたものについて、それが実現可能性があるかどうか、という検討は担当課の方で

ある程度してもらわないと、条件的に予算がかかりすぎて無理だとか、制度的に無理

だとか、人的に無理だとか、そういうのがあるので、担当課の方で検討してもらいます。

　ただ、この事業をやりたいんだよという検討協議の結果、地域会議の方で決定され

たものについては、諸条件をクリアするというのはありますけれども、それを平成２８年

度の予算に盛り込んで事業化していこうと、そういう流れになっています。ですから、

地域会議の中で、コスモスでもトイレでも施設でも、こういったことをやっていこうでは

ないか、ということが決まれば、その状況の中で実施していくと、そういう流れになって

います。

石川座長 　（挙手あり）　はい、どうぞ。

森田構成員 　支所長がお話したとおりですが、まちづくり重点政策「久喜Ｎｏ．１宣言」ということで、

市長が宣言しているのですが、スリム度・透明度Ｎｏ．１行政をめざします！ということ

で、透明でスリムな行政で地域に貢献します、この中に各総合支所を中心として地域

の自主性・主体性に基づいた「地域会議」を設置します、その宣言をうけまして、委嘱

式のときに要綱等をお配りしたと思いますが、地域の特色を生かして、地域の方を主

体として、課題もあるでしょうし、地域の特色を生かした中での今後の取組みですとか、

そういうものを、どうぞそれぞれで考えていただきたいと。今回出たものを、鷲宮地域

会議としてはどれを採択していくかというのを、ある程度の方向性は決めていただい

て、方向性が出れば担当部署が決まってきますので、担当部署に次の会議等に要

請をかけて出席をするなりして、担当から見た考えと、皆様方からの意見とを調整しな

がら、地区として立ち上げていくと、いうことになるかと思います。

　久喜Ｎｏ．１宣言では、いろいろな宣言をしているのですが、その中のひとつで地域

会議を、地域の主体性でいろいろ考えてくださいと、それについては先ほど予算の話

もありましたけれども、それを上限として、地域会議で選択したものについては、予算

化をして、平成２８年度事業として実施していきます、という方向でこの会議を進めて

いるということでご理解いただければと思います。

石川座長 　はい。他に何か。

卯月構成員 　予算の話が出ましたけれども、地域会議で決まった事業があるとして、それについ

て予算規模の上限はあるのでしょうか。要するに全体で２，０００万円、各地域ごとで

５００万円というのが上限なのでしょうか。

中島構成員 　今のところ見込みとして、そういうことになっています。全体として地域会議に２，００
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０万円の枠を、各地域に５００万円を限度にということで今のところなっています。予算

ですので、当然議会にかけて議決という一連の流れの中で決定していくのですが、

前提条件として考えるのは、その条件で考えていただければというふうに考えており

ます。

石川座長 　（挙手あり）　はい、どうぞ。

松本構成員 　今の予算に関連しますけれども、一応５００万円という地域の割り当てがあるようです

が、例えばここでテーマを決めて提案して、事業課で検討というお話もありました。事

業課で具体化するのが難しいと判断された場合、フィードバックされて我々はまた検

討する機会はあるのですか。

　協議して事業を提案しますよね。事業課の方で検討した結果、どうもまずいよという

話になった場合、再検討してまた決めるという作業が伴うのですか。

中島構成員 　次回の会議では、そういったことをやらざるを得ないのではないかと。私がイメージし

ているのは、今回ある程度絞り込みをして、それを担当課の方に次の会議までに投

げて、例えば何かをやりたいといったときに、法的に無理ですとか、制度的に無理で

すとか、関連団体さんが駄目だと言っているとか、そういうような諸条件もあると思いま

す。今駄目な例だけ言ったのですが、これなら大丈夫ですというのも一方であると思う

ので、それを担当課の方に投げて、それをもらった上で次の会議でこうなっています

と報告して、それで検討協議するということになると思います。

松本構成員 　だとすれば、この会議に担当課の責任者を呼んで、共同で検討した方が早いので

はないでしょうか。フィードバックしてまた検討して、またここでどうのこうのって、一応

共同作業でやるという前提であれば、一緒に参画していただいてはどうでしょうか。

中島構成員 　次回は、そういった形になるのではと。今はいろんな分野がありまして、総合支所の

中だけでは完結できない、外部の部署にも声をかけなければならないものもあり、ボ

リューム的にも分野が幅広いのではないか、もうちょっと絞り込みをして、さらに例えば

所属長に来てもらっても細かい所は実際には分からないと思うのですね。事前にこう

いうことで、と下調べをしていただいた上で参加していただくと。そこで会議の方でや

りとりをして、これなら、というところで合意ができれば、それが第３回・第４回ということ

になろうかと。

松本構成員 　もう１回よろしいですか。

石川座長 　はい、どうぞ。

松本構成員 　ちなみに、総合支所長さんには権限が行政一般事務でおりていないと聞いていま

すが、地域会議に限っては、テーマを決める、事業化していく意思決定は総合支所

長さんが判断するのですか。やっぱり原課が検討するということは、本庁の方へお伺

いをたてて、本庁の方の意思決定をもらうわけでしょう。その辺をはっきりしてほしいの

です。

森田構成員 　今、支所長が言った本庁とか話題が出たのは、皆様方から出た案件が、支所では

扱っていない部署等があった場合に本庁の担当課に確認をするということです。あく

までも地域会議で何を選択するかは、今日、この座長さんを中心としたこのメンバー

での協議です。我々も同じ構成員として入っております。ですから今日この中で２６の

意見が出ております。最初から担当課を入れて全て呼ぶのは大変な人数になってし

まいますので、今日、この場である程度お話をしていただいて、方向性が決まれば、

その方向性に基づく担当部署を次の会議の時に要請をかけて、本庁の担当課であ

れば本庁にも要請をかけます。それで、会議に出てきていただいて会議の中で協議

をしていくと。あくまでも鷲宮地区の地域会議で決定をしていただき、それを平成２８

年度の当初予算のときにあげていくと、そういうことです。

中島構成員 　おそらく内部的なことを言われたと思います。総合支所長ということで、予算の編成
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関係については総合支所の総務管理課になります。福祉課関連の事業をやる場合、

環境経済のもの、建設課、そうすると建設部だったり環境経済部、福祉部、最終的に

はそちらの部長さんの権限の方であがってきます。ただ、これについては、冒頭あっ

たように市長のＮｏ．１宣言で、こういう形で地域会議を立ち上げて、検討・協議しても

らったものを２，０００万円という予算枠をとって、具体化するということですから、各部

とも、それについては協力するように、という協力体制になっていますので、この会議

で決定いただいたものは基本的には予算化されていく、という流れになっています。

石川座長 　他にご意見ありますか。

松永構成員 　先ほど座長の方から、この中からひとつ選んでいただいてとありましたが、５００万円

の予算内だとしたら、例えばコスモスロードのところが仮に３００万円とした場合、あと２

００万円はもうひとつのテーマを出すということも可能なのでしょうか。

石川座長 　可能ではあるでしょうね。ただ、コスモスロードの再生事業をいわゆる地域の特色と

して取り組んでいくためには、とても１年度では済まないというような背景もあることで

すから、やはり今鷲宮の特色ある事業が何であるか、ということをまず最初に頭の中

に入れていただいて、それを、さらに発展させていくという、とにかく鷲宮というものを

最大限に内外に宣伝していく活動が我々の主たる役割ではないかと感じているところ

です。その辺について、他に皆様方からのご意見があったら出していただいても結構

なのですけれども。

　どうですか、今までご発言されていなかった方で、何か発言される方いらっしゃった

らどうぞ。では順番で白石さん、どうぞ。

白石構成員 　今、話があった中でだいたい、特にありません。

中尾構成員 　特にございませんが、目的とかそういうものは前回終わっていると思いますので、今

日は絞り込みの作業に行くべきであろうと思います。

久保構成員 　私も絞り込みの作業に入っていただけたらと思います。

渡邊構成員 　私も、時間的に絞り込みに入っていくしかないという気がします。

野川構成員 　同じです。

鈴木構成員 　鷲宮はやはりコスモスがメインになるので、これをやっていただきたいと思います。

宮城構成員 　コスモスロードで、それしかないです。

石川座長 　今、ご意見を皆様からお伺いしたところ、確かに２６出ているうち、コスモスロードに

関わる事業が１０出ているのですね。そうすると、こういう会議の中で何かに絞るという

ことになれば、コスモスロードに関わる事業に集約するのが一番妥当じゃないかなと

私は感じるのですが、そこから細かいことについては、どういうことをどういうふうに

やっていくのか、１年度でやるのか５年計画でやるのかというような具体的なものを

作って、行政の方にぶつけていくというのが地域会議の本来の役割ではないかと感じ

るのですが、皆さんはいかがでしょうか。

松永構成員 　そう思います。１年で済むものではないので、これはずっと継続。

足立構成員 　確かにコスモスロードは、市が鷲宮地区として進めてきている事業ではありますが、

これで５００万円いろいろ検討して、トイレ付けたり、いろいろなものを付けていくと。こ

れはずっとやっていくものですから、この会議でこの予算の５００万円が出ている間は、

何とか皆さんに保険をかけたり、お茶代とか種代とかいろいろなものに対して使って

いけるけれども、これがなくなっちゃたときには、また違う方向になる訳ですから、これ

が５年しか続かないとか、そういうところまで考えるのか。

石川座長 　ちょっとお待ちください。コスモスロード事業というのは、市でも取り組んでいるので
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すよね。ただその予算が年々少なくなっているので、管理面でもかなり今脆弱になっ

てきているという問題が生じているので、皆さんのせっかくの鷲宮を売り込もうという方

向性に逆行しているのではないか、という危機感をこの会議の中でも持っている方が

いらっしゃって、これだけの提案になったのではないかというふうに思っていますので、

これはその両方をあわせて考えていかなければならない問題ですから、当然担当課

の考え方もあるでしょうから、事業を絞り込めば、そことの協議ができていくのではな

いかと感じるのですが、その辺はいかがでしょうかね。

　ばらばらでやっていったら、５００万円という予算の中で、なかなか事業として展開し

ていくのは難しいのではないかと思うんですよね。確かに課題・要望がいっぱいある

のは分かるのですけれども、今鷲宮地区の中で一番話題・課題になっているのはコス

モスロードだということは間違いないと思うので、その辺でご同意がいただけるならば。

足立構成員 　すいません、座長。ということは、コスモスということで課題がある程度これだけ出て

いるとなったことは、例のときもコスモスが出ていましたよね。そこでコスモスという頭に

なっちゃっているということは、今までいろんな挙がってきた課題がいっぱいあるわけ

ですから、その中のあと２５の課題をこれから何年後に、１年１年遅れても予算をとっ

ていくわけですから。出してもらった課題というのは、今の話だとあまり意味がないとい

うことですよね。地域の課題を出すと言ったけれども、結局あくまでもコスモスというも

のにだいたいが決まった課題で投げられているからコスモスになっていますけれども、

他の課題がいっぱいありますけれども、この課題を取り組むには方向性は長く続くか、

長く会議をやるかはまだ未定となっているのだから、その辺のところが明確じゃないけ

れども、もうコスモスでいく、ということになれば他の課題はもう考えないで、これ１本で

毎年毎年、課題として取組みしていくことになっていくわけですよね。

増渕構成員 　すいません。

石川座長 　はい、どうぞ。

増渕構成員 　今から、その課題を決めようとしているのですよね。流れとしてはコスモスとなってい

ますが、決めたわけではないのですね。決まっちゃったという感じでお話されていま

すが。座長、仮にコスモスとなったとしても、それは今年度の予算どりはコスモスという

ことであって、先のことまで今はお話していないのですよね。

石川座長 　そうです。

森田構成員 　今回、皆様から挙がってきた意見につきましては、鷲宮地域会議ではこういうものが

挙がってきましたと、各所属所の方に情報提供する形で考えています。皆様のご意

見は、担当課、支所に限らず本庁であればグラウンド、野球場とかもありますから、都

市整備課とか教育委員会に地域会議の意見ということで情報提供する予定でおりま

すので、その辺はご理解ください。

齋藤副座長 　この地域会議を何のためにやるのか、ということを担当課から、商工会から出る委員

が説明を受けたのですね。市長の公約であるＮｏ．１宣言という久喜市の大きな目玉

を作りたいのだけれども、それには久喜市が決めてしまうのではなくて、合併した４つ

の地域から意見を挙げてもらおうと、その意見の中から何をやっていったらいいかと

いうのを市としてこれから考えていこうと、そういう構造で聞いたのですね。ですからこ

の鷲宮地域会議、いくつもあると思いますけれでも、大きな意味で地域おこしには、こ

れからの鷲宮地域を元気にしていくには、何がいいかという最終的には絞り込み、そ

れが目的かなと、もちろんコスモスと決めているわけではないし、皆さんから出てきた

意見をみんな聞いて、あまり細かいものをいくつも出しても目的に達しないと思うので

すね。できたらこの地域会議では、メインが１つ、サブが１つぐらいはいいでしょうけれ

ども、予算も大きいわけではないですから、できたらひとつにしてやっていくべきかな

というふうな気がするのですけれども。　

石川座長 　はい、ありがとうございました。他に何か、（挙手あり）　はいどうぞ。
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白石構成員 　この中で、皆さんの意見が何項目も出てきたのですが、コスモスというのが一番多

かったということで、おそらく、これからこういう形で続く限り、この資料というのは本日

で終わりではなくて、これは残るわけですよね。ですから何か達成した後にまた次を、

というときには、この資料は活きるということで、という考えの下に、まずはひとつ進め

ていこうという形がいいのではないか、という考えを私は持っているのですが、間違い

ないでしょうか。

事務局 　この資料につきましては、会議録の公開に併せてこの資料も公開になります。また

来年同じような聞き取り調査をするかもしれませんし、でもそのときには平成２７年度の

ときにはこういった意見がありましたよと、これにさらにどういった課題があるのか、とい

う方向になるかと思いますので、この資料につきましては、きちんと管理しておくもの

だという認識でおります。

石川座長 　地域の課題としては残るということですから。

事務局 　資料は、傍聴者がいればお配りしますし、ホームページでも公開することになります。

森田構成員 　４地区の地域会議ということでホームページがありますので、いつ、どういう会議で、

協議内容が公表されていますので、ご確認いただければと思います。

石川座長 　今、事務局から説明があったように、これだけの多くの課題を提案として出されてい

るわけですから、行政当局としてもおろそかにはできないわけですよね。その中で鷲

宮地域としては、これに絞りましたよというのが出てくれば、さらにこの課題については

当局も真剣に考えざるを得ないというのが、これからの我々の役割だと思っています。

　いかがでしょうか、そろそろ１本に絞るということで、ご同意いただけますでしょうか。

　　　（一同　「はい」　の声、　挙手あり）

　はい、どうぞ。

卯月構成員 　絞り込みの議論はこれからやっていくと思うのですけれども、出された２６項目の意

見については、市の担当課に打ち上げるということですが、伝えるということだけでな

くて、担当課がそれに対してどう考えているのか、方向性なり現状なりの回答を出して

もらわないと、打ち上げっぱなしになってしまうと思うのです。市として打ち上げられた

課題や事業案に対して、どう考えているかを出していただきたいと思います。

石川座長 　今そういうご質問がありましたが、はい、どうぞ。

中島構成員 　そういったご意見はご理解できるのですが、地域会議の中ではこういう課題があると

いうことで出して、それぞれの各課題について行政とのキャッチボールをやるという組

織ではありませんので、これについて市の担当課がどう考えているか、そのやりとりま

では今のところ考えておりません。

石川座長 　次回に細かいことを検討していただくということですが、今回は採り上げる事業を絞

り込むということが主たる課題でありますから、今日とにかく絞り込みを決めていただく

と。先ほどから多くの方がご指摘をいただいているような中で、コスモスロードに関わる

事業が大半を占めているようですので、そちらの方にご同意をいただけるかどうか。

最終的にはご同意いただけない方もいらっしゃるかと思いますが、会議としては１本

化していきたいと考えますので、その辺よろしくご検討ください。

中島構成員 　冒頭にも申し上げましたが、今回の会議については、コスモスロード関連事業という

ことで集約がみられようとしていますが、いくつかたくさんの分野のものが挙がってき

ているので、その中で、いくつかこういうものであれば合意ができそうだというものが出

てくれば、それについて担当課の方に投げて、次回のときに担当を呼んで一緒に協

議をしてもいいだろうなという想定をしていたのです。

　今、コスモスロードの方に意見が傾いているという中で、コスモスロードといっても非
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常に取組み分野が広いのですね。トイレをやるんだとか、土壌改良だとか。冒頭にも

ありましたが、予算の方が５００万円を限度ということになりますと、例えば土の改良だ

けでもそんなに出来ないです。延長５ｋｍありますから、そのうちの一部分になってくる

ということなので、継続事業で地域会議を考えていただいても結構ですが、基本的に

は平成２８年度予算で区切りができるような形で、何らかのこういうことを取り組んでみ

たいというような。

石川座長 　支所長、それは次回の会議で決まったら。

中島構成員 　候補を出していただければ、それについて担当課の方に、こういうようなことをやると

いうことで検討してくれと。コスモスロードについてということだけですと、ちょっと幅が

広すぎるかなと。

増渕構成員 　今のコスモスロードだけといった場合、皆さんの２６項目のうち複数でコスモスとあり

ますよね。それぞれやり方が違いますよね、土を入れるとか便所を作るとか。だから便

所を作る場合にはいくらかかりますよ、だいたい何ｍおきで、土を入れる場合はいくら

かかりますよ、肥料の場合はいくらかかりますよ、土壌改良の場合はいくらかかります

よ、ということを次に出してもらえばいいのですよね。

石川座長 　そういうことです。それが１年で出来なければ１０年でやればいいことですから。地域

力は、やっぱり高めていこうという活動ですから、必ずしも１年で出来るとは限らない

です。ただその事業が継続されるかどうかは、行政側の問題ですけれども、我々市民

にとってはそれを要望しているわけですから。あるならばちゃんとしたものにしたい、

県内外の人に喜んでもらえるような施設・設備にしてもらいたい、ということじゃないか

と思うのですが。

　　（挙手あり）　はい、どうぞ。

齋藤副座長 　合併前に、コスモスフェスタというものを商工会がかなり力を入れてやっていた時期

のことを思い出したのですが、その時はコスモスロードだけでなく、１１月初め頃にや

るのですけれども、同時に農業際、商工祭、それを含めたコスモスのひとつのイベント

作り、そういうものになれればという気が私はしたのです。

　でも、メインはコスモスロードなのですよ。でもそのコスモスロードは長い距離を土壌

改良する、草とりをするといっても、ものすごい費用対効果で、私は実際どうかなと

思っているのですよ。地域の人の協力がないとできないですよ。だからここで意見が

集約されて、コスモスロードに力を入れていこうといっても、余程地元の人の協力がな

いと、草とりから種まきから全部、続かないと思うのですね。

森田構成員 　先ほどの話で、コスモスフェスタと、昔は他のものもやっていたということで、「鷲宮町

５５年の記録」というものを持ってきたのですが、平成１４年８月にコスモスふれあい

ロードが整備完了してボランティアによるコスモス種まきが開始されました。平成１９年

１０月の祭りから、町民祭とコスモスフェスタが統合して現在のコスモスフェスタになっ

たということで、それまでは健康祭りですとか福祉祭りですとか商工祭、農業祭、文化

祭、これには載っていないのですね。なぜかというと、事務局、担当課が輪番だった

のですね。だからこの記録にはないのですが、ずっとやってきた町民祭が平成１９年

１０月にコスモスフェスタと統合して現在の形になっているということです。

　コスモスロードが鷲宮地区の特色であれば、コスモスというものを中心にして祭りや

イベントと絡めるとか、あとは整備をするとか、ここに出ているいろんな意見を担当課

に投げて、どういう答えが返ってくるか、予算上できるのかというのを調べて、次回のと

きには提示するということで。

齋藤副座長 　そうでしたね、商工祭というのは時期がいい１０月と言っていたのですが、１０月では

農産物が揃わないから１１月にしてほしいと、そういうようなこともありましたね。コスモ

スロードだけの整備ということでなくて、それをひとつのイベントの中心にした文化祭、

農業祭、地域のイベントというのがいいのかなという気がいたしました。

8



松永構成員 　今の関連なのですが、今のコスモスフェスタにした経緯というのは、時期的に町民

体育祭があり、次の週は文化祭があり、その間にもボランティアをやる方が毎週毎週

ということになって、統一した方がいいのではという経緯があって、そういうふうになっ

たのですね。ですから今おっしゃるように、コスモスロードだけではなくて、その関連

性はあると思いますけれども、できる範囲の中で、この中の２つを集約して、座長さん

に１つにまず絞っていただいて、それでどうか、ということをしていただきたいと思いま

す。

石川座長 　今回は、コスモス事業ということで、コスモスに関わる鷲宮地区の今までの事業展開

を、さらに発展させる統一的な事業にまとめていければと思いますが、いかがでしょう

か。

増渕構成員 　もうひとつ意見いいですか。コスモスロード、コスモスフェスタに関連してなのですが、

私、区長会の役員としてこの構成員になっておりますが、私の所属しているところでは

桜田地区コミ協というものがありまして、１１の行政区でつくっているのですが、毎年コ

スモスロードに模擬店を出しております。ただ、年々来る人が少ないのです。その原

因は、ＪＲと東武がコスモスロードにお客さんの案内をしなくなったのです。どうも私の

感じでは、かつては、町の時代に働きかけていた様子があるのですけれども、その情

報は流していないようです。改めてＪＲとかに聞いてみると、今のところ予定はありませ

んと、そういう答えが返ってきてしまうのですよ。今、コスモスロードの再生事業というこ

とで、本来は町おこしなので、そっちの方も大事であるということをひとつ意見として述

べさせていただきました。よろしくお願いします。

石川座長 　それは、次回の会議で述べていただいて。

森田構成員 　今言われたのは、多分駅からハイキングということで、ＪＲが当初始めたときには、当

時の町からＪＲの方に是非参加してください、ということで始めました。確か今もやって

いるというふうに聞いているのですが。東武は、今年来たのですけれども、東武は東

武で駅からハイキングみたいな形で神社を通ったりして。

　東武とＪＲは、今年やったかな、日付は定かではないのですが。確認をして次回のと

きには報告できるようにします。

白石構成員 　ＮＨＫでも放映していたのですよね、ずっと。

中島構成員 　私もコスモスはだいぶやっていたものですから、ＮＨＫは呼んだのです。ばらまきで

鷲中のところの霞ヶ関橋にロボットカメラを置いてもらって、ＮＨＫさんにも毎年お願い

しますよということで、あそこには特に力を入れて、きれいに咲くようにやっていました。

足立構成員 　コスモスの場合は、どこの地域もコスモスフェスタをあっちでもこっちでも同じ時期に

派手にやっていますよね。だから、いろんな地域に、そばに行けばどこにでもコスモス

が、いろんなイベントでいろんな事業としてやっているというのがあるから、もしこれを

鷲宮でやるとしたら、ロードとしてはどこもやっていないから、このロードをどう生かす

かというＰＲになってくると思うのですね。ロードとしてどれだけの人たちが活用するか

というのは、外から来る人より地域にいる人たちが喜んで参加できるコスモスロード

じゃなきゃならないわけなのですけれども、その辺のところの意識的なものですよね。

森田構成員 　せっかくのロードですので、あそこを使って例えばウォーキング教室をやるとか、健

康づくりをやるとか、休憩場所を作るとか、あそこを拠点として仕掛けていけば、他に

はない、十何ｋｍ歩けるコースですので、特色が出てくるのかなというふうに感じてい

ます。

石川座長 　コスモスロードマラソンなんかも考えますか。

　いろいろ余談になりましたが、他にございますか。

松永構成員 　今のコスモスロードの件で、一番最初コスモスロードができるときも、各区長さんをは

じめとしてボランティアをお願いしますと、ボランティアの方なくしては成り立たないこと

なのです。ですから、さらに、お茶一杯出せるようにしていただければいいかなと。
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久保構成員 　今、テーマを決める前に、コスモスロードに決まったかのような話をされていますけ

れども、これがいいか、あれがいいか、せっかくテーマがいっぱいあるのですから、賛

決をとって、それで決まったものに対して協議をしていただかないと、いつになっても

先に進まないと思うのですが、よろしくお願いいたします。

石川座長 　今、久保委員の方からそういうご発言がありました。何かひとつに絞りんで、その上

で議論をと、こういうご発言でございますので、皆さんこの辺で、事業として鷲宮地域

会議としては、どれを取り組むかということについて結論を出したいと思いますが、い

かがですか。

　　　（一同　「はい」　の声）

　その中で、現在、コスモスロードに関する事業提案が一番多いということで、これに

できれば決したいと思いますが、いかがでしょうか。

　　　（一同　「はい」　の声）

　よろしいですか。

　　　（一同　「はい」　の声）

　はい、では皆さんのご賛同を得たということで、コスモスロードに関する事業に決定

させていただきます。ありがとうございました。

中島構成員 　座長、よろしいですか。具体的にこの中のコスモスロード関連ということで、番号があ

りますので、該当するもの、こういうものを検討、ということで指名なりしていただけると

ありがたいのですが。幅がありすぎてしまって。

石川座長 　ご意見としては、いろいろ出ていますので、ここから決めていくというのは難しいので

はないかと思うのですよ。次回までに、コスモスロードに関連した事業提案を整理して

もらって、それを、どこに絞っていくかというような検討課題として次回の会議までにま

とめてもらった方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。

森田構成員 　今、コスモスで１０項目挙がっておりますので、これを元にコスモスロード、あるいは３

番にありますコスモスフェスタについて、担当課の方に渡して、どのような考えがある

かというものを持ちながら次の会議に、ということでよろしいでしょうか。

　よろしければ、コスモス関係１０項目ありますので、担当課の方でどういう状況が考え

られるか、精査しながら次の会議にお諮りするということでいかがでしょうか。

中尾構成員 　コスモスロードが象徴的なものだということで、賛成なのですけれども、コスモスロー

ドがスタートしたいきさつもありますけれども、現状をみんな知っているようで知らない

のですよ。種まきとか、咲いたところを見に行くぐらいしかやっていない。

　例えば、１年を通してコスモスロードにまつわることが、どういうものがあるか、役所の

人が草むしりをしているとか、種をまくときに筋をつけるとか、コスモスロードは歩くため

だと思っていたら自転車がバンバン走っていくとか、危ないと言う人もいるし、トイレの

問題もあるでしょう。１年間通して知らないものが随分あります。あるいは自転車を規

制しているのかしていないのか。

　そういうことを含めて、コスモスロードにまつわる関係課から、１年間どういう作業・事

業をしているのかというのを前提としてお聞きしたいなと思います。その上で、何が足

りないのか、何をすべきか。

石川座長 　それも含めて、次回、担当課の方から説明を受けて、さらに我々で検討をしていき

たいと考えますが、いかがでしょうか。　（「はい」の声）　では、そういうことで、次に

移ってよろしいですか。
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石川座長 　今日の会議で事業の絞り込みをしたわけでございますので、次回、第３回目は、絞

り込んだ事業の所管課の職員に出席をお願いして、今までの経緯や、これからの計

画、そういうものの説明を受けまして、当地域会議としてそれについて審議をしていき

たいと考えますがいかがでしょうか。　（「はい」の声）　

　そして第４回目の会議で最終確認をして市の方に提案していくということでよろしい

でしょうか。　（「はい」の声）

　それでは、次回の日程につきまして、事務局の方からお願いします。

事務局 　次回につきましては、今、関係課の職員の出席をお願いするですとか、コスモスに

ついてのいろいろな調査の関係もあります。９月の下旬で考えたいと思いますが、今

日この場で何日と決められないと思いますので、座長・副座長と関係課と日程調整を

したいと考えております。

（「日程を決めてもらった方がいい」の声）

〔日程調整〕

　９月２８日の今日と同じ時間で予定させていただいてよろしいでしょうか。

石川座長 　次回は、９月２８日、月曜日、１０時からということでお願いします。

３．その他

　その他、事務局から何かありますか。

事務局 　特にございません。

石川座長 　それでは、これで、議題の方は終わりでございます。

事務局 ４．閉会

　以上で、平成２７年度第２回鷲宮地域会議を閉会とさせていただきます。ありがとう

ございました。

　会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。（注）

　　　　　平成２７年９月１０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  松　永　カ　ツ　子  　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  増　渕　　　將  　　　　　　　　　　　　

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。

11


