
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３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。

　本日、松本構成員におかれましては、欠席とのご連絡をいただいておりますのでご

報告いたします。

　なお、本日はコスモスふれあいロード事業の所管課であります鷲宮総合支所環境

経済課の職員に出席をいただいておりますので、紹介させていただきます。

　環境経済課　岡田課長でございます。

　環境経済課産業振興係　佐藤係長でございます。

　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コスモスふれあいロードコスモス栽培等の概要、３点

目は資料２コスモスふれあいロード等に係わる事業検討、４点目は資料３参考概算費

用、５点目コスモスふれあいロードマップでございます。

　資料につきましては、事前に送付させていただいております。本日、お持ちでない

方はいらっしゃいますでしょうか。

　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、おはようございます。当会議も第３回目を迎えまして、鷲宮地区におき

ましては、一応方向性が固まったということで、今日はコスモスロードの今まで我々を

はじめ、市が取り組んできた概要について説明があるようですので、それを聞いた上

で、皆さんとともに今後どうしていったらいいか、ということを検討していければいいと

思っております。皆さん、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、中尾さ

んと、髙橋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の具体的な取り組み事項の検討について

ということで、資料１、２、３につきまして検討していきたいと思います。これにつきまし

て、ご説明をお願いいたします。

岡田課長 　環境経済課課長の岡田でございます。石川座長をはじめといたします地域会議の

皆様方には日頃から久喜市の環境経済行政にご理解、ご協力を賜りまして、この場

をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

　このたび、地域会議として取り組むべき事項といたしまして、私ども鷲宮環境経済課

が担当いたしますコスモスふれあいロードをご選定いただきましたこと、重ねて御礼申

し上げます。

　今回、初めてこの地域会議に参加させていただいたわけでございますけれども、参

加するにあたりまして、資料あるいは会議録等、また事務局から話を聞くなどいたしま

して、皆様のお考えをなるべく把握できるように努力してまいりました。場合によりまし

ては、ちょっと違うよと、思うようなこともあろうかと思います。

　本日は、資料を基に鷲宮環境経済課で担当するコスモスふれあいロード事業につ
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きまして、私どもなりにこのように考えている、こうしていきたい、というような事をお話さ

せていただいた上で、もう一度皆様方からご意見を頂戴できればありがたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

　会議には、担当の鷲宮環境経済課産業振興係の係長、佐藤が同席しております。

この後、佐藤係長よりご説明申し上げますので、どうぞよろしくお願いします。

佐藤係長 　～　資料１、資料２、資料３　の説明　～

石川座長 　はい、ありがとうございました。

　それでは、今説明がありました中で、皆様方のこれからの検討のひとつの材料と

なったと思うわけでございますが、これについてご意見がある方からご発言をお願い

します。

白石構成員 　質問でございますが、現在やっているコスモスの関係の年間予算、経費はどのぐら

いでしょうか。

佐藤係長 　毎年同じぐらいかかっているのが、コスモスふれあいロード推進事業の予算額にし

て約７８０万円、コスモスフェスタ実行委員会がございますけれども、別に約１８０万円。

　コスモスふれあいロードを管理している事業に対して約７８０万円、イベントを実施す

るのに約１８０万円です。

白石構成員 　分かりました。それから、仮設トイレは何箇所に設置されているのでしょうか。

佐藤係長 　仮設トイレにつきましては、常設ではなく、ポピーとコスモスの時期に２基を２箇所ず

つ、レンタルで１ヶ月間借りています。

増渕構成員 　上古川橋の袂に１基あるようにみえますが、あれは違うのですね。

佐藤係長 　あれは予算的に管理が行き届かないので、使用禁止にしています。

増渕構成員 　よろしいですか。ハイキングについて東武鉄道とＪＲ東日本についてご説明がありま

したが、町の時代を通じて、役所の方から市として東武鉄道、ＪＲ東日本に対してＰＲ

されていないということですね。少なくとも今年はされていますか。

佐藤係長 　採択されるにあたりましては、こちらから声をかけるような、ＪＲも東武も。どういうふう

にやりましょうというのを、詰めていくのですけれども、各市で１事業となっています。

旧鷲宮町の場合については、今の鷲宮地域だけをぐるっと回るイメージだったと思い

ますが、今は久喜市全体で１事業という形になります。

　ＪＲ駅からハイキングは、これから１１月にございますけれども、東鷲宮駅から久喜駅

に歩くというイメージになります。その中で、いろいろな見せ場がありますので、役所の

方からＪＲに提案するような形でお願いして、それで採択をもらってという状況でござい

ます。今年度は１１月２１日で、東京理科大学の学園祭に合わせたという経緯がござ

います。コスモスを刈り取った後になってしまいますけれども、今回につきましては、

そちらに日にちを合わせるような形で優先したという状況です。

石川座長 　よろしいですか。

増渕構成員 　ということは、基本的には観光行政的に、鉄道会社には、このコスモスロードについ

ては、あまりＰＲはされていないということで理解してよろしいのですね、従来は。

岡田課長 　コスモスあるいはポピーのことに関しましては、どうしても集客をいただきたいというこ

とで、駅からの流れもひとつ期待をしているところでございます。東武あるいはＪＲとは

情報の共有を図りながら事業を進めております。実際に今回の種まきに関しましてもＪ

Ｒさんには参加をいただいている状況でございますので、昔は鷲宮町にある駅、今は

久喜市にある駅、ということでそれぞれ久喜市の魅力のある場所を、それぞれ周って

いると。たまたま今年に関しては学園祭の方に行っている、ということでご理解いただ

ければと思います。
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石川座長 　よろしいですか。

増渕構成員 　話が長引いてしまうのでやめます。

石川座長 　他に何か、どうぞ。

中尾構成員 　資料２の全般的に、所有者は土地改良区だと、管理しているのは環境経済課であ

ると。川を挟んで両サイドのコスモスが植わっている全部が改良区の持ち物なのです

ね。いわゆる道路、河川は道路とは言わないですけれでも、コスモスロードは私道と

いう考えでよろしいのですか。

佐藤係長 　基本的には市の所有ではなく、コスモスが咲いている所も土地改良区の土地になり

ます。

中尾構成員 　あそこは通行したら駄目と言われると、駄目なのですね。

岡田課長 　すいません、補足で。あそこの両側に道路があろうかと思いますが、位置付けは葛

西用水の管理用の道路です。町道認定等はしていないのですね。そこの部分に関し

ては通行しては駄目だ云々ではなくて、その道路が通行できないと、元々葛西用水

の傍を利用して出入りしている田んぼ等もございますので、通行についてはできる状

態にしております。それが葛西の管理の仕方でございます。

　そこを余剰地としてある場所を市がお借りしてコスモス等を作っていると、そういう管

理区分と申しますか、そういった状況でございます。

中尾構成員 　今の質問は前段なのです。これから質問したいのは、河川敷だからというふうに書

いてありますね、そこへ構築物は駄目だと。葛西用水路の隣接地に例えば市が持っ

ている公園ですとか、空き地だとか、そこへトイレを誘導するとか、設置するとかいうこ

とはお考えにならなかったのですか。またこれからはどうなのですか。

岡田課長 　今おっしゃるとおりのことは我々としても考えております。管理区分上、環境経済課

で管理するのはコスモスロードでございまして、公園等に関しましては建設課等が管

理する施設、それぞれの管理者がいらっしゃるわけで、それぞれの事情に応じてトイ

レが設置されていたり、設置されていなかったり、ということがあろうかと思います。

　コスモスロードにトイレを設置するのであれば、先ほど申し上げましたとおり１ヶ月間

かけるコスモスとポピーの２ヶ月の開花時期。残り１０ヶ月間に関しましては、ただ置い

ておいて公衆用便所になるということだと思うのですけれども、公園の方に設置してい

れば年間を通して利用の方もあろうかと思います。これはそれぞれの施設を管理する

所の考え方になってくるかと思います。今回このトイレを検討する中でも内部でその

辺の相談もしているのですけれども、なかなか難しい状況であります。

中尾構成員 　お金の問題かもしれませんね。

　もうひとつは、所有者は改良区だということで、前回も質問したのは、コスモスロード

はハイキングロードだという認識はしているのですけれども、朝晩は久喜駅へ行く通

勤路なのですね。最短距離なのでビンビン飛ばしていくのですよ。自転車は入っては

いけないとはどこにも書いてないから、みんな平気で行くのですよ。歩いている人が

邪魔だというぐらいの感じで、あれはふれあいロードとは言えないのではないか。やっ

ぱり昼間の暑い時に歩くよりは、朝、夕方に行きますよね、それがまた通勤時間と重

なったりすると。そういうものが、誰も駄目とはいえないのですよね、今の現状では。

石川座長 　その辺はどうなのですか。

岡田課長 　葛西用水に限った話ではないですよね。あっちこっちに農業用水があって、管理用

の道路があって、多くはその通行を規制するゲートがあったり、ポールが建っていたり

しています。葛西用水もそのように、必要性に応じてポールを建てて通れなくしてあっ

たり、という制御は図っています。

中尾構成員 　自動車は通れないですけれども、自転車は通れますよね。　
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岡田課長 　それはそれとして、あとはマナーの問題になってくるかと思いますけれども、それを

通さないというのは難しいかと思います。

石川座長 　その辺は、総務管理課の方では管理しているのですか。

中島構成員 　総務管理課は、その辺の通行関係は管理していませんし、合併前の鷲宮町の時か

ら、葛西用水路土地改良区さんが開放した管理用道路なので、それに対してバイク

が入ってはいけないとか、農家の方は車を入れていますし、それは特に制限はないと

いうことですね。

中尾構成員 　もうひとつ、土地改良区さんは、貸していただいているだけであって、土地改良区そ

のものがコスモスロードを何とかしようと考えていないのでしょうかね、ここで質問する

べきことではないかもしれませんが。

岡田課長 　コスモスロードの管理に関しましては、葛西用水路土地改良区さんから管理費を頂

いております。年間１５０万円ほど。それでコスモスの方の事業に充てているという状

況でございます。金額があうかあわないかの議論は当然あろうかと思いますが。

中尾構成員 　それはさっきの市の予算とは別だということですね。

岡田課長 　別ではなくて、市の予算ですから、歳入があって、それも含めて歳出を組むもので

すから、頂いた１５０万円プラス先ほどの７８０万円ではございません。

白石構成員 　含まれているということですね。

森田構成員 　市の方で管理をしていますので、その分を管理料として、最初は全然なかったので

すが、今１５０万円を頂いていると。ですから、そういう意味からすれば、葛西用水路

土地改良区さんも全く市に全面的にお願いしているということでもない、という認識か

なというふうに思います。

岡田課長 　今、管理費のお話が出たところで、頂いているお金が１５０万円、我々がざっくり８００

万円以上、イベントも含めてかかっているということで、もうちょっと採算性をよくしたい

というのが本音のところです。葛西さんの方とも話し合いといいますか、ちょっとした協

議はさせていただいていますけれども、葛西用水としても農業用のものということで、

農業が右肩上がりではないという状況がある中で、管理の方は同様にかかってくると

いうこともありまして、ちょっと厳しい状態だというお話はいただいております。

石川座長 　他に、はいどうぞ。

松永構成員 　管理状態とか、補助金を頂いているということだったのですけれども、一番最初、葛

西用水にコスモスをという段階では、鷲宮町の方から、管理は鷲宮町でさせていただ

きますので是非お貸しいただきたい、という出だしだったのですね。それでご存知の

ように今のようにコンクリートじゃなく、砂利、石ころだらけだったのですが、今のような

状況になりましたので、先ほどおっしゃる自転車が通るとか。一番最初は自転車は通

らない、お散歩の道路、ということの認識で、一番最初はそういうことだったのですね。

　今葛西用水から年間補助金をいただいているのは、徐々にコスモスが有名になりま

したし、葛西用水側の方でも市の要請があったということで、最初は頂かなくていいと

いう出だしでしたけれども、最近出していただけるようになったのではと思います。い

ずれにいたしましても、予算がないところから始まったと思いますが、ボランティアを集

めるというのはどの地域、コミ協、一般ボランティアにしても大変かなと思います。やは

り葛西用水側のほうに少しでも、というのは今限界が来ているのは仕方ないと個人的

には思っています。

　ですから、今年だけで終わるということではあり得ませんので、先々も考えて、市の

取り組み方をもっとできるようにしていただけたらと思っています。

足立構成員 　コスモスロード再生事業の中に、土の入れ替えというのが出ていますが、この３面の

護岸工事をやってきて、余剰地にコスモスを植えましたと。コスモスを植えて土を入れ
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替えたりした時に、土がだいぶ柔らかくなってきますよね。水が出た時とか、今この

スーパー台風とかみんな水の心配をし始めてきている時に、砂利とかがあっていくら

か固まっているものを、きれいにこれをずっとやっていった時に、近隣の人たちには、

その了解というか、そういう心配はないのでしょうかね。ロードだけは私たちすすめて

いますけれども、近隣の人たちが、人も多くなれば、やればやるだけどこかに迷惑が

かかるものが出てくるのではないかと思うのですけれども、その辺は管理費を頂いて

いると、それは護岸をきちんとしていただこうと、固めていただこうというものもあるので

しょうけれども、種をまいてみると、お隣との境というのは本当に流れるような土になっ

ている所が結構あるし、そのまま流れていたりする時もあると思うのですが、こちらの

ロードの予算をそっちにかけていますけれども、護岸の状況、近隣のことは大丈夫な

のでしょうかね。

岡田課長 　今、台風浸水被害と申しますか、ゲリラ豪雨的な対応かと思います。実は先日の台

風１８号、この鷲宮地区でも通行止めが１５箇所、それ以外にも道路浸水があったり、

お宅によっては床上あるいは床下浸水が発生しまして、当地区も被害があったわけ

です。そういったことに今回この事業が足かせのようになって、ブレーキがかかっては

困るなというお話かと思いますが、その時の葛西用水は、農業用水ですから、水位が

人の手によって制御されるのですね。その時には堰を閉めて、水位がぐっと低くなっ

たのです。周りの河川が、用水と排水と分けて考えていただいて、排水の方が水位が

上がって氾濫をしたりするわけですが、そこの水にポンプをかけまして、葛西用水の

方に入れたりということで、浸水被害を防ぐようにしています。

足立構成員 　ただ、周りの土壌が流れていかないのか、種をまいたところや耕した時に。

岡田課長 　住宅地と接している部分については、住宅地の方が高いでしょうから、おそらく流れ

てはいかないと思います。昨年の工事の時には、コンクリートで用水側だけ少し高め

にしたりということはさせてもらいました。

足立構成員 　近隣には迷惑がかからないようになっているということですね。せっかくロードをきち

んとやって、いろんな人がいっぱい来て、いろんな事業をやった時に、近隣に迷惑が

あったり、いろんなものがあると、せっかくのものができなくなってくる、そして、やれば

やるだけまた人も必要になってくる。なかなか地域でもボランティアを募ったり、何かを

お願いするのに非常に大変な時期で、地域の草刈りも大変な時でもあります。じゃあ

ボランティアがどれだけ来てくれるかというと、なかなか難しくなってくるし、いろんな面

で考えていくと、本当に大変な事業だなと感じております。

　もう１点、事業参加をどんどん市民参加をさせていくという動きをとっています。人を

どんどん呼んで、予算をかけます、市の予算として７８０万円今までかけていました、

それにプラスして地域会議事業を開始することによって５００万円の予算をここに入れ

ていこうと、そうなってくると、予算ばかりかけます、市として利益をどこで得ようかという

ところは考えているのでしょうか。人を呼ぶということは駐車場も完備しなくてはならな

い、トイレもとなると、トイレは非常に大変ですよ。うちもコミ協でやっていますけれども、

トイレの管理はものすごく大事、衛生面、いろんなことがあります。それを誰がどこでど

こまでやるかということ。それから、人を呼べば呼ぶだけお金もかかります、整備をしな

ければならない、じゃあ人を呼ぶのに、人を得たところの利益は、どこで利益を得てく

れるのかな、予算ばかり使うのではなくて、利益を得る事業をしていかなければならな

い、コスモスフェスタでやるのですか、ポピーですか、それは無理ですよね。そうなると

商工会がどこまで力を入れて、地域の皆さんに寄っていただいて、活性化をできる事

業を商工会がこの事業と一緒に考えてくれているのか、やっぱり利益、予算を使うだ

けでなくて、どこかで得ていかなくては意味のない事業でもあるのではないかと思って

おりますので、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。

石川座長 　それについてはいかがですか。答えようがありますか。

岡田課長 　おっしゃるとおりだと思います。やはり公費として投入するのですから、何らかの地
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域に見返りが欲しいというのは当然のことだと思います。ただ現実的に、現在の集客

の状況、その他をみた時に１，０００万円からの金額を毎年落としていただくのは非常

に難しいことだと思います。ただ紛れもなく鷲宮地区の魅力のひとつですし、鷲宮地

区の観光資源のひとつであること、大きな魅力のひとつです。なのでどんどん活用し

ていければいいなと考えています。それをどういう活用の方法があるかというと、商工

会さんという言葉もありましたけれども、商店やそういったところが観光客をどれだけ呼

び込めるか、というところにあろうかと思います。私どもはそれに対するサポートがどこ

までできるかということになろうかと思います。

　現在、コスモスフェスタやコミュニティ祭りが行政の中で行われていますけれども、そ

の中でもそれだけの回収というのは非常に難しい状況にあります。これは年間を通し

てどうＰＲしていくかということでございますので、我々とすればＰＲに努めてまいりたい

ということでございます。

足立構成員 　そうですよね。というのは、他の地域もコスモスの時期になると、いろんな所でイベン

トをやっています。うちの場合はロードですから、通り過ぎていく、歩いて行っちゃう。

だけど他の所はコスモス畑に人が集まって、イベントがうんと盛り上がる、そういう意味

でちょっと違いがあるのですね。だから、歩いた人が流れていくためには、やっぱり商

工会でちょっと休憩しようとか、いろんなところでやっていこうとか、いろいろ考えがあ

ると思うのですよね。人を呼ぶ魅力というのは、花だけでなくて、何か鷲宮の特産があ

るとか、何かをやっているという魅力がなければ人は来ないわけですよ。だからそうい

うところが、今まで私もコスモスフェスタをやった時に、あまりにも貧弱で何をやってい

るのかな、と思うところから私たちがコミュニティとして盛り上げようというところで頑張っ

たことがあるのですが、それから何も変わらない。ただ出店者が増えただけと、状況は

同じという意味で、魅力的なものは、花が増えて、ロードが増えただけで、ある程度

やっぱり鷲宮鷲宮と言っている割には、鷲宮の特産の魅力をちっとも発揮させていな

い。じゃあ、らき☆すたといったら、お祭りの時だけ。たまにらき☆すたの人たちが来て

いると、どこにあるかというと大酉茶屋が、魅力として出るのかというと今はそうでもない。

だから何やってもみんな消えていっちゃう、というところに大きな問題があるのじゃない

かなと思いますので、この事業にこれだけかけて多くの人がこの地域会議に関心を

持っているわけですよ。どのように予算を使ってどういうところに生きるのかなというの

は、皆さん関心を持っている中で、じゃあその中でただ予算を使い切ればいいという

のではなくて、その一緒に、利益とそして何かを得るというものも一緒に考えて、この

ロードの係わり、ふれあいの場合は進めていっていただかなければ、私たちはこの

ロードに対しては賛成の方に手を挙げたわけではないので、やっぱりいろんな人たち

の思いがあるので、そういう思いもしっかりと入れていただきながら進めていくというこ

とを、担当課の方は商工会とかいろんなところにもっともっと呼びかけて、ひとつのも

のをもうひとつ作りあげていただきたいなと思います。

石川座長 　ご意見ですね。

足立構成員 　はい、意見です。

石川座長 　はい、どうぞ。

白石構成員 　さきほど、足立さんの方から意見があった、その通りだと思います。ただ、費用対効

果という中には、メンタル的なことと、体力、健康面というのもあると思います。当初コス

モスロードを作った当時は、鷲宮の住民がふれあいロードを歩くと、健康保険を使う

費用がずいぶん節約できるんだと言われました。私も時々コスモスロードを歩いてい

るんです。そういう面で、運動面、健康管理には非常に役立っていると思います。

　それから伺いたい点があるのですが、仮設トイレですね。ちょうど消防署のところに

今もあると思いますが、この間見てみたのですが、とても使用に耐えるような状態では

なくて、どんなものかなというのもありました。そこでですね、河川敷を利用するというこ

とになりますと、トイレの設置とか東屋等の設置は難しいということなのですが、もし隣

6



接するところに公共用とか、市の土地とか、それに準じたようなものがあったとすれば、

いかがなものか、それを１点聞きたいのですが。

石川座長 　お答えありますか。要するにコスモスロードに隣接した場所に、公共用地があるかな

いか、ということですね。

森田構成員 　今すぐに市の土地がここにあります、というのはできないのですが、ただ河原のとこ

ろにある公園とか、ちょっと入りますけどね、そういう公園の場所とか、公共施設はあり

ますので、そこにもし設置するとすればそこは担当課とよく協議をさせていただいて、

管理上の問題も出てきますので。ただ葛西用水沿いの市の土地は、多分もう全て管

理用の道路になっていますので、そこから入るということになれば、例えばそこではな

くて、図書館、資料館を使うということで対応するしかない。

白石構成員 　もし、あったらどうしますか。

森田構成員 　その辺のご意見がこの会議の中で、やはり必要ですよというような意向が出れば、

皆さんで議論していただいて、ということになると思います。

白石構成員 　実はそのことなのですが、霞ヶ関橋のところに市の土地が隣接してあるのです。うち

の区の方が寄附しているのですよ。去年すでに久喜市の土地になっている。あそこに

ですね、もしそういうふうな水場とか考えられないかな、と私は常々思っていたのです

が、建設課の方に確認したら、建設課もこれだけの土地があったら道路広げただけで

はもったいない、どうしたらいいか、と言っていたのですよ。ですから、是非そこを、民

地もすぐそばですし、水を引くのも簡単だし、また管理面でも非常に見やすい場所で

あるし、１箇所ぐらいはあってもいいんじゃないかなと思うのです。

　市の土地だったら、公園としての扱いとすれば、市の方の予算でやれないかなとい

う考えもあったのです。

石川座長 　それについては、市の方で現場を確認し、調べて、そういう運用ができるかどうか、

ひとつ調査をしてみてください。

足立構成員 　今のに関連しますけど、このマップを見ると、トイレというのはここだけなのですね。こ

んなに長いロードでトイレがない、あと消防署がありますね、だからそのあと、この期間

というのはない。かといってトイレを置いたらバイオのトイレもいろいろあるけれども、管

理というのはすごく厳しい。使ってくれて、朝きれいにお掃除したって、その間すぐあ

とに汚されたら、もうお掃除したと思っているから、すぐに汚される、じゃあ汚したあと

に誰が入るかといったら、もうやらない、どんどん汚れていく、このトイレを置くのは非

常に難しいかなと思うので、やっぱり歩く人はある程度はトイレのあるところの近いとこ

ろを歩いてもらうとかして。やっぱり何かあった時のために、どこかトイレを貸してくださ

るところを作っておく必要があると思いますよね、これだけ長いのだから。

石川座長 　はい、どうぞ。

増渕構成員 　コスモスロードの活性化は、やっぱりコスモスが咲くその土地の分だけの活性化が、

一番まず大事だと思うのですよ。駐車場とかトイレは二の次だと思うのです。それはも

ちろん、久喜市全体の観光行政の中で考えるべきだと思うのですよ。仮に駐車場とか

トイレを設けたって、全然関係ないものが普段も使います。市内のコミセンの駐車場と

かみんな関係ないものがほとんど置いているのですよ。だから、まず、どっちかという

と、そっちの方の議論はあまりしない方が私はいいと思います。まずはこのコスモス

ロードにちゃんときれいに花が咲くような状態にもっていく、それが一番肝心だと思い

ます。

石川座長 　他にご意見ありますか。

中尾構成員 　このマップを拝見していて、環境経済課が一生懸命作られて立派なマップができて

いるのですけれども、ここにもうひと工夫ほしいのが、さっきからの議論がね、ロードの

ことしか、周辺にいろいろ書いてありますけれども、あくまでもロードですよね。でも歩
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く人は、ちょっとこの辺でお茶飲みたいなとか、昼ごはんになったからうどん食いたい

なとか、とんかつ食いたいなとか、これは所管が全然違うのかもしれないし、我々は行

政のセクションのことを考えているのではなくて、ここを歩く人のことを考えれば、この

ロードに、飲食店マップというと大げさですけれども、そこには必ずトイレがあるわけで

すよね。だからあえて作らなくてもそういうところに誘導すれば、トイレも利用できるし、

ということもあるのかなと思います。

　観光という意味ではセクションは同じなのですか。

岡田課長 　一緒です。

森田構成員 　今回皆様方にお示しをしたコスモスふれあいロードマップですが、別枠でですね、

「コスモスロードから行く！食いもん屋ＭＡＰ」というものがあります。商工会鷲宮支所と

いうことでですね、ロードが真ん中に通っておりまして、お店の名前等がついているの

ですね。ただ、これがこういうものとリンクしていないということで。出している側は分か

るのですが、出される側がどのように認知するか、そこのところがちょっと弱いかなと。

中尾構成員 　それともうひとつ、全然違う話なのですけれども、川越栗橋線を通るのですけれども、

あそこでロードを行く人が、車が通り過ぎるのを見ているのですよね。あそこはなんとも

ならないんですかね、分断されていますよね。他にもそういうところがあるのですかね。

まさか、あそこに歩道橋を作れとはいいませんけれども。

中島構成員 　県道の川越栗橋線は昔から、コスモスロード設置当初から、横断歩道でいいから設

置してもらえないかと。それできないんだそうです。基本的には、この図面をみると、

横断歩道または歩道橋へ回ってくださいと。交通安全上はそういうことになるんだそう

です。ただ道路は渡っちゃいけないということではないので、個人の責任で渡ってい

いですよと。指導する場合には安全設備を使ってくださいと、それでこんな地図に

なっています。

　私も当初からやっていたものですから、葛西用水のあの余剰地を当時町が借りな

かったらどうなるのか、記憶の方もいると思うのですが草だらけです。年に１回か何か

刈るだけなんです。利根中央農業水利事業で狭めちゃうので、残ったところを自治体

さん何か使いますか、そういう意向がありますかと、そういうような中で、発生土か何か

を入れて　花の栽培ができないだろかということでやったのがコスモスロードで。当初

川越栗橋線の脇なんかは相当草が生えていました。あれを刈って、コスモスを栽培で

きるようにということでやってきたのですね。道路も葛西の方は片方が２ｍ、片方が４ｍ、

管理用道路は片方だけ車が入ればいいという考え方でああいう形なのですね。

中尾構成員 　川越栗橋線ついでに申し上げると、川越栗橋線のちょうどコスモスロードを渡るとこ

ろの川越栗橋線の方の雑草が結構高く、人の高さ近く生えている時がありますよね。

石川座長 　今は比較的きれいに刈っています、うちの方で刈っていますから。

中島構成員 　いろいろ過去の経過ですとか、現状分析のような形で意見が出ていますが、地域会

議の方では、予算をどう使うかということでは本来ではないのですが、基本的に５００

万円の予算枠があるということであれば、具体的にコスモスロード関連事業で何をや

るか、何をやってそれにどの程度の予算を確保するかということを決めないと、事業化

というのが難しいのですよね。土壌の入れ替えだけでも全線、全部使っても足りない

わけで、そうすると、その他いくつか課題が出ていましたので、そういう課題に予算を

バランスよく充てていくのか、具体的な取り組みというか、そういった意見も必要なの

かなという気がしているのですが。

足立構成員 　そうしたら、安全面で、横断歩道はできない、何かピコピコ光るものを置いておくとか

何かないのですか。ここは横断する人がいますよというものを教えないと、川越栗橋

線は渡ろうとする人がいっぱいいるのですよ。私たちはここはロードだから人が通ると

いうのが分かるからいいけれども、じゃなかったら、何かあの辺にここは人が渡ります

よと印、看板を付けておいてもいいんじゃないですか。工夫はしなければなりませんよ、
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危ないといわれているところは。

石川座長 　他に、どうぞ。　

白石構成員 　１点は質問、砂利混じりの土地なのですが、これは河川敷という形で管理事務所の

方から砂利混じりの盛り土をしてくださいというのがあったのでしょうか、それとも、そう

いうところの土を敷いてしまったのでしょうか。

中島構成員 　あそこは狭めて、どこかの発生土で埋め戻したのですよね。花を栽培するために土

を買ってそこに敷いたということではないので。

白石構成員 　それから、石を取り除いている事業をやっていらっしゃるというのですが、毎年どれ

ぐらい進んでいるのでしょうか。

佐藤係長 　毎年やっているわけではなく、補助金が得られたものですから、昨年度だけ１回実

施しております。ふれあいロードのマップをみていただいて、鷲宮総合支所のすぐ下

のところの古川橋から霞ヶ関橋の間を左岸側だけ、昨年度１２月から３月にかけて土

の入れ替えをやっています。左岸側だけの距離にして５４６ｍなのですけれども、それ

にかかった費用は９３０万円。これは土の入れ替えと、土が落ちてこないように土留め

を５４６ｍで９３０万円かかると。

白石構成員 　分かりました。それからもう１点、隣接している地区では種まきや草とり等の協力をお

願いしたいなと思います。私のところもコスモスロードが作られた当時から一貫して種

まきと草とりの協力をしておりますが、是非そういう方向で、なかなかボランティアを集

めるのは大変だと、区長さんが働きかけています。またコミ協でもやっているところもあ

りますので、協力していただけたらと思います。

石川座長 　よろしいですか、はい。他に何かありますか。

松永構成員 　すいません、意見というかお願いというか、今土壌のほうをこれだけのところをやった

というのですが、コスモスロードを作ります時には、新橋がゼロ地点で始まったことに

なるのですね、一番最初が。その後に町として先ほど言いました樋前橋のところから

新橋までの４７２ｍの部分だけは、その後ろが陸田というのでしょうか、農家の方が使う

ところもあったりするのですが、この地点のところは最初コスモスロードを作る計画がな

かったので、あとでこの樋前橋から４７２ｍ新橋までお借りして実行しているのですが、

ここのところは農家の方の畑とか田んぼとかいっぱいありますから、そのままの状態で

利根事業から借りて、それで始めているので、次年度でもいいのですが、ここの石こ

ろは半端じゃないので、コスモスを植えられる状況ではないところをやっておりますの

で、先ほどおっしゃったように、その区間よりもこっちのほうが酷すぎるので、その計画

に今後入れていただけるように、意見として申し上げます。

石川座長 　意見なのですか、要望なのですか。

松永構成員 　要望です。

石川座長 　なるべく、コスモスロード全般に対するご意見ということでお願いしたいのですよ。市

の事業としての役割と、我々地域会議としての役割がございますから、地域会議とし

てのご意見をお願いしたいということです。

髙橋構成員 　コスモスの種を撒いて、当初２、３年ぐらいはものすごいきれいだったのですね。

年々花がきれいじゃないというか、そういう状況なので、私は、シルバー人材センター

でも何でもいいのですけれども、そういう人たちに砕石を取り除くと、そういう事業を

やっていただけると、もう少し肥料が効くのではないかと、ですから肥料は年に２回は

やっているのでしょうけれども、その肥料の効果が薄いということですから、砕石混じり

の石を、全部の泥を入れ替えるのは大変な事業ですから、やっぱり人の手で少しず

つでもいいですから、その砕石を取り除くと、そういう事業を進めていただけたらいい

かなと思います。
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　もうひとつは、ベンチが足りないと。そういう木製ベンチをある程度置かないと、散策

者が休憩できませんから、ベンチを入れ替えるというのもいいかなと思います。

石川座長 　他に何かご意見としてございませんか。だいぶ時間も経過しているようですので。

増渕構成員 　何をやるにも相当費用がかかりそうですよね。何をやるにも１回で済みそうにないで

すよね。今、ベンチとか泥とか便所とか出たけれども、何から手をつけていくかだけ最

低限みんなで意見集約して決めないといけないですよね。その上で、それをやるの

にもまた何年かかるということを決めていかないと、話が進まないという感じがするので

すけれども。

石川座長 　今、そういうご意見が出まして、この概算費用の参考資料の予算がありますけれども、

これでは一体どれにいくらかかるのか、というのがちょっと分からないので、その辺をも

う少し我々素人が分かりやすいような資料として、次回までに提出していただければ

検討の余地があると思いますけれどもいかがでしょうか。

中島構成員 　今、増渕さんの方からあったように、延々と続けられるようなものなので、特に土の入

れ替えとか石を拾うとか、そういうのはずっと、この距離ですからつながっちゃうと思う

のですね。ただ、ベンチの更新とかそういったものは必要な箇所だけで済むのではな

いかと思うのですよ。その他仮設トイレが本当に必要なところがあれば、そこの分。あ

とは管理機械の導入というのがちょっと分からないのですが、専用で必要で、予算で

購入ができないのであればそれの必要額、そういったものを措置して、その残りの分

で土の入れ替えをやっていけば、来年はそういう単発のものが必要であれば、それを

まずは予算措置して、残った分でどこかを、この辺からということで土の入れ替えでも

やっていけばいいのかな、と具体的にした方がいいのかなと。個人的にはお客さんが

いっぱい来るようなところは、重点地区で少しきれいに咲かせてあげた方がいいのか

なと、そんな思いもしているのですけれどもね。

中尾構成員 　前は土があったと思うのですけれどもね。雨が降って土だけ流れていって、石だけ

残っているのですよ、なんとなく。

中島構成員 　前はもっとあったのですよ。

石川座長 　そういうご意見もありましたので、次回までにはですね。

足立構成員 　すいません、会長。予算の中にちょっと入れていただきたいと思うのが、この長い

ロードで、急な雨が降った場合、雨宿りするところがないので、ベンチのところにちょっ

とした、駐車場ではないですけれども屋根、バス停なんかにも付いているけれども、

ちょっと雨宿りができるものぐらいの、東屋だと大変なので。この長いロードで雷とか。

石川座長 　コスモスロード以外に隣接する地域への問題と、先ほど出ましたから、どう関連させ

ていくかということだと思います。

齋藤副座長 　この地域会議でコスモスロードをメインにしたらと、私も推薦させてもらいましたけれ

ども、この地域をですね、なるべく広い範囲で、こういうことをやっていますよと知らせ

るのには、今現在この地域ではコスモスロードが一番いいのではないかなと思いまし

た。これを個々にベンチだ、トイレだ、という問題があったら、これはきりがなくなるので

すよね。ですからこの会議ではコスモスロードというものをどういうふうにしたら元気づ

けられるか、というのが目的じゃないかと。私もコスモスロードはここまで長く続くとも

思っておりませんでしたし、特徴あるコスモスロードになるとも思ってなかった。当初、

佐久のコスモスロードなんかは有名でした。それからどこかのスキー場で、空いている

スキーができない期間に１００万本のコスモスだとか、非常に他が宣伝が上手で、ここ

がそれに対してどう対抗できるのかな、という気がしておりましたけれども、何年か続

いている間に、埼玉新聞を中心にした４７CLUBという地方紙のメディアが目をつけ

て、コスモスをこれまでこうした散歩のロードに組み込んでいるところは、やはりここだ

と、いうことで非常に人気が出たのですよね。私の友人が渋谷の方の駅か何かでパン
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フレット見たら、お前出ていたぞ、と言って私見せられたことがあるのですよ。東武鉄

道が出した観光地図だったと思うのです。そういうところで、我々が知らないところにま

で、ある程度このコスモスロードは発信されているような気がいたします。

　ですからこれをですね、この人気を続けることと、あと費用対効果という面ではこの

観光事業とか商工会の事業というと非常に難しくてですね、とにかく希少価値があっ

て地域を元気にするようなことをやっていると、その波及効果でお金は出てくるのです

よね。当面ですね、１１月この時期、環境経済課の方にお願いしたいのですが、農業

祭かなんかで、ドッキングした方法ができないかなと、農産物の品評会なんか前は一

緒にやっていたと思うのですが、そうしたところでの経済効果、農家を支援する。商店

は人が来ればお店出します、それは自然なところでいいと思うのですけれども、観光

事業にも久喜の提燈祭りは、これより大きい予算を使っています。その提燈祭りは何

かといったらやっぱり二晩で終わるのですよね。ですから観光というのは、費用対効

果もありますけれども、特徴を出していけば、結構いろんなところから応援が付いてく

る、応援団ができてくるという、私の今までの経験でそんなふうに思っているのですよ。

宮城さんが今、久喜市観光協会の副会長になられまして、観光協会あたりも、こうした

ところに目を向けてこれからやっていってもらいたい。それにはこの地域でコスモス

ロードを元気にしようと、この地域会議で決めていただいたことは非常にいいこと。細

かいことはいっぱいあると思います。それはこれからの課題じゃないでしょうかね。

石川座長 　はい、ありがとうございました。いずれにしても、花がきれいに咲かなければコスモス

ロードになりませんので、まずはそこからスタートさせようと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

岡田課長 　よろしいでしょうか。資料３をご覧いただければと思います。皆様方にこの資料３の

内容を提示する前に、内部ではこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃな

いか、という議論をさせていただいています。ただ、どうしてこういう形でこの資料を提

示させていただいたのかを説明させていただきますと、やはり鷲宮地域は鷲宮地域

の皆さんでどのようにここの地域を盛り上げていったらいいのか、というようなご意見を

是非伺いたい、ということの趣旨で、これをやれば１㎡で５，０００円から１０，０００円だ

よ、ベンチは１５万円から２０万円ぐらいかかるよ、というような前回いただいた提案で、

コスモスロードに関係する事業の事業単価を概ね載せさせていただいているのです

ね。本音で申し上げますと、今コスモスロードに何が足りないかというと、お金が足りな

い、機械が足りない、人が足りない、足りない尽くしです。

　種まきの時には、皆さん一生懸命参加をいただいているのですが、その後は多くの

場所で環境経済課の方で対応させていただいている実態がございます。地域によっ

ては非常によくやっていただいて、本当に頭が下がる思いなのですね。そういったこ

との中で、うちでどこまでできるのか、今うちが何がないのか、さきほど支所長からこれ

がどうなんだ、というお話もいただきましたけれども、本音でいえばうちは全部機械を

買いたいです。人の手で出来ないものですから。ただ、この地域会議の中にお願い

するのも難しいと思うのですね。ですので、こういったものをやっていただいたらどうか、

というような前回２６項目のうち出た言葉を拾って６項目、担当課としては提案させて

いただいておりますので、全部やるのか、この項目をやるのか、次回私どもで提案さ

せていただく時の、何か拠り所になるようなものをご意見頂戴できればありがたいなと

感じております。

石川座長 　今、環境経済課からお話がありましたように、どこから手をつけたらいいのかというこ

とですから、まず、一番我々として大事なことは花をきれいに咲かせることだと思うの

ですよね。スタートはそこからだと思うのですよ。ですから、それに関連する作業として

こういう機材が必要だと、こういう手間が必要だと、いうようなところのご意見を出してい

ただけると非常にありがたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

松永構成員 　コスモスの種まきの時には広報に載せる、種を撒いたら草が出るのが当たり前、広

報紙にでも草とりを出していただいて、少しでもＰＲ、種まきは一斉にやるのですよね。

種まきは２、３人で出来ちゃうかもしれませんが、草とりは１回では終わりませんので、
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もちろんボランティアさせていただいておりますけれども、市の方でも種まきの時には、

その日と決めましたけれども、草とりも広報紙に載せてボランティアを募っていただけ

ると、やはり違うと思うのですね。草とりは広報紙に一切載っていない、前からも言って

いるのですが、その辺のところお願いします。

石川座長 　はい、次に何かありますか。

髙橋構成員 　参考にお聞きしたいのですが、トラクターで耕運していますよね。トラクターの先とい

うか、どこかに砂利をすくう網みたいなもの、そういう機械はないのですか。機械が欲

しいということですから。

岡田課長 　砂利取り機械みたいなのがあるといいのですよね。あれは砂利を拾うのはあくまでも

表層だけで、耕運するとまた下から出てくるのですよ。それで耕運したばかりは目立

たないのですけれども、一雨降ると砂利だけ残って、流れちゃうのではなくて、下に

きっと沈んで、砂利が目立っちゃうのですよね。その繰り返しできりがないです。

　さきほど、松永さんの広報の話の中で、簡単にお話させていただきたいのですけれ

ども、地域の皆様に除草作業のお願いを現在しております。役割分担として、コスモ

ス一斉種まきは全体で一斉にやっていただくということで、行政の方の音頭とりでやら

せていただいて、その後の管理につきましては、各地域地域でやっていただいてい

るのですね。その地域地域でやっていただくのに区長さんであるとか地域の代表の

方であるとかに音頭とりをお願いしてやっていただいたわけなのですけれども、年々

集まりの方が芳しくなくなってきているというような状況があるというのを伺ってまして、

昨年度までは区長さんと種まきをしていただいている代表の方に、お願いしますとい

うことだけで終わらせていたのですが、本年度は市長名で、除草の方もお願いしたい

と、地域の旗振り役の方には、そういった市長からの依頼をされているということもあっ

て是非皆さん出て来て下さい、というような、お声がけしやすい環境づくりには少しは

なったのかなと思っているところなのですけれども、地域の方々の参加というものはこ

の事業に必須のものでございますので、ご配慮いただければありがたいなと考えてお

ります。

石川座長 　はい、どうぞ。

白石構成員 　先ほど申し上げたのですが、特に行政区、それからコミ協関係、積極的に協力して

いきましょうよ。うちの方の自治会では、来た人には鎌をプレゼントして草とりをお願い

しております。決して市の方にその補助を出してくれとか一切言っておりませんので、

皆さん、積極的に自分達も汗を流しましょう。

森田構成員 　予算的なものもご承知のとおりの金額でございますので、ここに参考費用ということ

で資料にあるもの、例えば今のロードを活用して多くの人に来ていただく。今座長も

言ったように花をきれいに咲かせましょうということがありますけれども、何から手をつ

けるかということになりますので、ここにある例えば、ベンチの更新ですとか、それから

仮設のトイレ、せめて仮設でその期間中使えるとか、それから花をきれいに咲かせる

ためには石を取り除くというのもありますし、当然土の入れ替えもありますから、ここの

土の入れ替え、この３つぐらいで、５００万円の予算の中で、例えば木製ベンチが１０

基となっていますが、１０基用意するのか、５基用意するのか、そういうのを事務局でも

う１回検討させていただいて、提案をして、５００万円の予算の獲得に向けるという形

でいかがでしょうかね。今ある現状にプラスをして市民の方に多く来ていただくために

は、仮設トイレ、ベンチの更新、土の入れ替え等でまず積算をしてみるということがい

いかなと思います。

石川座長 　今、森田構成員からそういう提案がありました。何かに絞っていかなければ話が前

へ進んで行きませんし、次回の会議をやる時の課題にもなりませんので、ひとつ今提

案のあったような内容で整備してもらって、どこから手をつけていくかというところに次

回集中してご審議いただくということでよろしいですか。
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　　（「はい」「賛成」の声）

　それでは、今日は時間もまいりましたので、この辺で閉じさせていただきたいと思い

ます。事務局の方にお返しいたします。どうぞよろしくお願いします。

事務局 　ありがとうございました。

　次の日程ですけれども、１０月２８日午前中または２９日のどちらかで設定させていた

だきたいと考えております。

　　（日程の調整）

石川座長 　１０月２９日の午後１時３０分に次回会議ということでお願いいたします。

事務局 ３．閉会

　以上で、平成２７年度第３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１０月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  中　尾　俊　彦  　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  髙　橋　和　雄  　　　　　　　　　　　　

（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。
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