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鷲宮地域会議で検討・協議する事業案・取組み候補 

 

Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

１ コスモスロードの再生事業  鷲宮地域における「街おこし事業」として私は鷲宮地域において１０数年に

わたり地域の名所としてのコスモスロード事業が進められて参りました。この

事業は鷲宮地域に広く県内外の人々を呼び込み、当地に伝わる伝承芸能である

神楽や関東最古の神社といわれる鷲宮神社の紹介など、長年にわたり、街おこ

しの活動を続けております。 

 今回、地域の特色を生かした事業との事でありますので、コスモスロードの

再生事業を鷲宮地域会議の委員の皆様方に提案したいと考えます。 

 

 

 

２ 世代間交流を促進する目的で自

分達で行っている事 

（鷲宮二胡クラブ） 

 中国の楽器「二胡」の演奏を通して、介護施設等に慰問活動を約年間２０回

程度行っています。利用者様、職員から大変喜ばれているので、これからも続

けていきたいと思います。 

 

今まで訪問した施設 

遊菖蒲、恒寿苑、久喜ライオンズガーデンふれあいいきいきサロン、パークタ

ウン北２丁目集会所、久喜東公民館、いきいきデイサービスわし宮団地集会所、

久喜いきいきふれあいセンター、フローラ幸手、かぐらの里、桜田いきいきデ

イサービス、菖蒲彩嘉園 

 

 

資料１ 
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Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

３ コスモスフェスタ２０１６ 

市の花コスモスをアピール 

 １１月下旬、恒例のコスモスフェスタに商工祭、農業祭を合流して市内外に

アピール、１週間程度のイベントを企画したい。総合支所で同時開催されてい

る文化祭の応援もできるかと。規模・内容は、スタッフ・予算との兼ね合いで

計画を立てることができる。 

 痛車コンテスト・コスプレ祭り等、詳細は青年部と協議 

 コスモスは生き物であり、きれいに咲かせるには専門的知識と労力が必要

で、特に土壌つくり、除草、追肥などの基本作業の実施が重要と考えます。そ

れをどのような体制がとれるか、地域市民の協力が得られるのか、この企画を

推奨するかしないか、と思います。 

 

 

４ 市街地街路灯のソーラー式への

変更事業の計画を 

・災害や落雷による停電時でも街路灯の明かりを確保するためにも、主要箇所

にソーラー式街路灯を設置すべき。 

 

 

５ 地域の均衡ある事業計画で地域

の活性化を 

・東武鷲宮駅の旧東武ストア後の再利用計画について協議をすべき。 

・東口停車場線の計画推進を進めるべき。 

 

 

６ 東武鷲宮駅西駐輪場の有料化を

検討すべき 

・文化都市を構築するためには、環境整備と安心感と利便性が必要。 

・東鷲宮駅のような駐輪場は想定しないが、屋根付で車輪止め等を設置改善し

て、盗難防止も含め検討すべき。 
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Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

７ 用悪水路を遊歩道に改善を検討

しては 

・鷲宮地域には市民の憩いの場があまり確保されていないと感じている。 

・身近なところに工夫して水路を遊歩道に改善して、安らぎと憩いの場を計画

しては。 

 

 

８ 空家の管理と活用法を検討して

はどうか 

地域ふれあい事業として幅広く近隣友好推進が出来る様にしてはどうか。  

９ 住んで良かった調査を知りたい ・生活実感値は、どの位であるのかの項目別調査、地区割（小学校区）ランキ

ング。 

 

 

１０ コミ協予算の検討が必要である 現在の補助金と自主財源（資源回収）では小規模で偏りになっているから、

新たな重要事業に取り組む予算が難しい。 

 

 

１１ 福祉センターバス（巡回バス）

停留所標識更新事業 

停留所の標識が老朽化し、環境面からも更新し、市章を取り入れた標識に更

新する。 

 

 

１２ コスモスロードトイレ改修事業 市の花コスモスロード散策者の安心・安全・快適に利用できる魅力的なトイ

レの整備。 
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Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

１３ 福祉センターバス（巡回バス）

増発事業 

久喜市循環バスとの整合や増発により高齢者の交通の便を確保する。  

１４ 安全・安心まちづくり事業 自主的に安心・安全なまちづくり活動を行う団体への活動助成。 

 

資機材の購入費用 

１５ 東西納涼盆踊り大会 ・地域住民のコミュニティとより一層の親睦を深める 

・鷲宮音頭の後世への継承をしていく 

・東地区桜田小校庭を使用して、コミ協・行政区その他団体と活動 

・西地区鷲宮小校庭を使用して、コミ協・行政区その他団体と活動 

・開催は多少の日時を調整して開催、音響・照明の関係 

・うちわ、手ぬぐい等は、参加者に配布 

 

各１５０万円 

１６ 鷲宮地区花いっぱい推進事業  現在、鷲宮地区内の葛西用水路の余剰地にコスモス、ポピーの花を咲かせ、

地域コミュニティと地域住民の絆を強めているが、さらに鷲宮地域内の道路、

公園、小中学校の校庭の一部のスペースを利用し、プランターを各行政区に配

置し、草花を植え、各行政区の責任で管理し、地域住民の絆を更に強める。四

季を通し地域内に花を咲かせてはどうか。 

プランター：2,660円×20個/

行政区×56区＝2,979,200円 

培養土 20リットル：698円×

1,120袋＝781,760円 

種苗：1,000 円×1,120 個＝

1,120,000円 

露地苗：120,000円 

【計 5,000,960円】 
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Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

１７ 鷲宮運動広場の整備 

① トイレ設置 

② グラウンド整備 

③ 利用料金の低減化 

① 市は「スポーツ振興」を謳っているが、年少者、高齢者、男性・女性がス

ポーツに意欲を持ってもらう施設の内容になっていない。現状の簡易トイ

レでは不衛生、容量不足で、特に女性からの不満が大きい。様々な大会へ

の他市町参加者からの不満も大きく、運営者も困っている。（設置用地は十

分に確保出来る。） 

② 広場は、市の行事などで駐車場にもなっており、グラウンドは荒れ放題で、

本来のスポーツ行事には不向きの状態。定期的に整地するなど整備が必要。 

③ 隣市の加須市はグラウンド料金が半額（久喜：500 円/Ｈ、加須：250 円/

Ｈ）実質的にスポーツ振興を図るのであれば、利用し易い料金にすべき。

全面的な低減化が困難ならば、年少者団体（スポ少など）、高齢者団体の使

用料の低減化を図るべき。 

① 500～600万円 

② 10～100万円 

③ 数 10万円 

１８ 清久運動公園球場、青葉公園球

場駐車場拡張 

 清久球場の駐車場は狭過ぎる為に、大会を開催する場合、他市町から参加す

るチームの車を収容出来ず、今まで（昨年まで）は球場北側路上に駐車しても

らっていたが、今年久喜警察署より路上駐車を厳禁する旨通告され、大会運営

に支障をきたしている。 

 球場北側から北西部の林の一部を利用することで、充分な広さの駐車場を確

保出来ます。 

※本件は鷲宮地区外の事業ですが、宜しくお願いします。（市全体に関る内容） 

 

400万～500万円 

（舗装でなく砂利敷きでも 

ＯＫ） 



6 

 

Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

１９ 誰もが散歩したくなるような魅

力溢れるコスモスロード散歩コ

ースへ 

○四季折々の花が咲く散歩コースに。 

 （庭園等の業者に設計やアドバイスをいただいては） 

・現在コスモスロードを散歩して感じることは、春はポピー、秋はコスモスと

あるが、夏と冬は花もなく、土埃たつ殺風景な散歩道である。コスモスやポピ

ーを中心とする事はよいと思うが、四季折々の花があっても良いのではないか

と思う。例えば、つつじや皐月、山茶花や低木の花々を所々に植えることも良

いのではないかと思う。 

・東屋風の休憩場所や水場と水洗トイレの最低２箇所設置を。歩いていて感じ

ることは、炎天下や雨が降り出したときなど、屋根付きの休憩場所が欲しい。 

・浄化槽付きの水洗トイレが２箇所くらいは欲しい。 

・沼井公園などには健康体操具が設置してあるが、コスモスロードにも是非設

置してほしい。 

・コスモスロードを歩いて俳句や詩を作る人もいると思う。そこで、その様な

人のために掲示板等を設置して掲示を。 

・鷲宮町当時の協力体制の掘り起こしを。例えば、コスモス種まき、草取り等

協力体制の確立。無償・有償ボランティアの協力。鷲宮地区全ての団体の協力

を得るように。 

・要所要所の管理等（水洗トイレや休憩所の管理等）でシルバー人材センター

や業者の協力や有償ボランティアの協力を。 

 



7 

 

Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

２０ コスモスロードの土壌改良  

 

 

２１ 自由広場と野球場のトイレの整

備（コスモスロードも） 

 

 

 

 

２２ 市の花コスモスロード 

種まき、草とり、ボランティア

の参加者に、お茶、軍手、指定

ゴミ袋の配布及びコスモスの種

配布 

 久喜市の花であるコスモスロードにボランティアの個人及び団体、地域コミ

ュニティを図るためにも、コスモスロードのボランティア活動の方々に、ぜひ

お茶等配布してほしいと思います。 

① 種まきボランティア 今年参加者６９９人 

② 草とりボランティア（少なくとも２回実施） 

① お茶：70 円×700 人＝

49,000円 

② お茶：70円×700人×2回

＝98,000円、軍手 12 枚：

246 円×700 人×2 回＝

344,400円、袋：100円×

140 袋＝14,000 円、参加

者保険料：30 円×700 人

＝21,000 円、鎌：150 円

×700人＝105,000円 

【①② 計 631,400円】 

２３ コスモスロード０地点から、新

橋までの土の中の石ころを取り

除く 

 コスモスロード０地点から新橋は、土の石ころのまま現在に至り、皆大変な

思いをしております。きれいなコスモスを咲かせるためにも、石ころを取り除

く手配を是非していただきたいと思います。 

石ころ除く工事費 

50万円位 
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Ｎｏ． 事業・取組みの名称 目的・内容・方法・数量・条件など 予算規模 

２４ 防犯灯新設事業  区長から、防犯灯の新設について想定以上の要望があり、予算の制約から設

置できない場所へ、防犯灯を設置する。設置基準に合致する必要がある。 

 

１基あたり約６万円 

 

２５ コスモスふれあいロード管理事

業 

 草刈り業務、老朽化したベンチの更新（ベンチは老朽化したものが多くなっ

てきている）。 

 

200万円位 

２６ 地域のみんなで健康づくり  健康増進のため、運動・レクリェーションなどを取り入れた事業を専門の業

者に委託して、５つのコミュニティ協議会単位で実施。参加者に事業効果を示

すことで、事業終了後も継続した健康づくりを意識付けするため、事業実施前

後で体力測定を盛り込む。 

 年齢要件を設けずに、地元の地域の人との交流を図る機会となり、地域での

健康づくり意識の高揚を図る。 

 

１会場 30～50人程度、３ヶ月、週１回、全１２回コース 

 

５会場、上限３０人 

300～400万円 

（保険料、委託料、施設借上

料） 

 

 


