
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４回鷲宮地

域会議を開催いたします。構成員の皆様にはお忙しい中、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、足立構成員、白石構成員、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。

　前回に引き続き、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

境経済課の岡田課長、佐藤係長に出席をいただいておりますので、よろしくお願い

いたします。

　議題に入ります前に、本日の配付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の平成２８年度に取り組む鷲宮地域会議の事業（案）

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。

　また、本日参考といたしまして「食いもん屋ＭＡＰ」を配付させていただいております

のでご確認ください。

　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 　みなさん、こんにちは。今日で４回目を迎えまして、いよいよコスモスロード事業につ

いての大詰めを迎えつつあります。予算等もありますので、慎重にご審議いただいて

今日の会議で決められるかと思っておりますので、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、久保さ

んと、渡邊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。

　それでは、議題（１）平成２８年度に取り組む鷲宮地域会議の事業（案）について、

説明をお願いいたします。

岡田課長 　環境経済課の岡田でございます。資料の説明の前に、コスモスフェスタ終了直後で

ございますので、その様子等も含めてお話させていただいてよろしいでしょうか。

石川座長 　はい、どうぞ。

岡田課長 　コスモスフェスタ、先週末に行われましたけれども、石川座長をはじめ、多くの地域

会議の構成員の皆様にもご参加いただきました。この場をお借りいたしまして御礼申

し上げます。私も事務局として、今年初めて参加させていただきました。２日間とも、

秋晴れの中、開催することができました。２４日土曜日の穏やかな秋晴れとは対照的

に翌２５日は北風の吹く大変厳しい状況の中、開催させていただきました。参加され

た皆様も大変だったかなと考えております。

　それでも、多くの方にご参加いただきまして、２日間で４万７千人ほど入場いただき

ました。昨年に比べますと約２千人ほど多い方にご参加いただいたことになります。出

展者側で申し上げますと、やきそば、飲み物、農産物の販売、フリーマーケット等、多

くの鷲宮地区の方に出展参加をいただいたところでございます。さらに、お客様とい

たしましては、グループや３世代でご参加いただいた方も多く見受けられまして、ゆっ
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くり楽しんでいただいたところでございます。来場者の方からは、今年は天候にも恵ま

れまして、コスモスの生育の状況のことで、非常にうれしいお褒めの言葉を頂戴したと

ころでございます。今回の経験で、私自身、鷲宮地区の市民の皆様にとって、コスモ

スという花が特別なものなのだと、改めて認識させていただいたところでございます。

　本日、環境経済課からは２部、資料の提供をさせていただきました。１つはカラー刷

りの「食いもん屋ＭＡＰ」、もう１つは表のものでございます。食いもん屋ＭＡＰでござい

ますけれども、前回の第３回地域会議の中で、コスモスロードに来ていただいた観光

客に、街中に来ていただく手段のひとつとしてマップの提案をいただきました。その

席で、実はマップがあるというお話をさせていただいたところでございますが、今年の

コスモスに合わせて、平成２７年度版ができましたので配付させていただきました。参

考にご覧いただければと思います。そしてもう１部、本日の議論になる場所かと思いま

すが、資料１の平成２８年度に取り組む鷲宮地域会議の事業（案）について、というこ

とで表になります。前回の地域会議で構成員の皆様方からございましたご意見に対

しまして、担当課としての考え方、実現可能性のあるものに対しての各メニューをやる

場合の単価等を示させていただいたところでございます。それを受けまして、今回の

地域会議の時に、担当課としてどういった組み合わせがいいのか示すように、という

宿題を頂戴しておりました。それがこの資料１になります。資料１につきましては、担

当係長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

石川座長 　はい。それでは資料１について説明をお願いします。

佐藤係長 　～　資料１の説明　～

石川座長 　はい、ありがとうございました。ただ今の説明について、ご発言ございましたら挙手

でお願いします。

増渕構成員 　１番の木製ベンチというのは、この事業で実施した場合、目に見えて変わったという

風に見えるのですけれども、先の話では土の入れ替えの方が主だったような気がす

るのですけれども。いわゆる目に見えるものを入れ込んでやるのか、あくまでもコスモ

スが生えやすいようにするか、という基本的なことを全員が納得というか理解しておか

なければいけないかなと思いますが、いかがでしょう。

石川座長 　はい、そういうご意見がひとつありました。他に何か。

　前回、要望としてはトイレの問題とかありましたけれども、５００万円の枠の中で単年

度で取り組むとなればどういうことか、ということで検討されたのだろうと思いますが、

その辺については担当課の方は何かコメントありますか。

佐藤係長 　前回の議論を踏まえまして、案として挙げさせていただいたのですけれども、ベンチ

の更新という意見も挙がっておりましたので、入れさせていただきました。担当課とし

ては、あのまま木が腐り始めていますので、そのまま置いておくのはどうかなというの

もあります。皆様のご意見の中でも修繕というのがありましたので、今回挙げさせてい

ただいております。

岡田課長 　今、担当係長の方から説明があった通りでございますけれども、現在木製のベンチ

１０基ほどございまして、どれも更新時期を迎えているというより、昨年更新してもよ

かったのかなというぐらいの傷み具合でございまして、今のところ更新する術がないの

ですね。この地域会議の皆様方のご意見を伺う中でも、ベンチの更新という意見もご

ざいましたので、是非この地域会議の中で実施ができればありがたいなと考えており

ます。

　まずは初めの年ということで来年、この木製ベンチの更新をすれば、危険なもの、そ

ういったものの回避がとりあえずできるということで、今現在困っているものや、地域の

ためになるようなものを最初の年度に更新させていただいて、構成員さんがおっしゃ

られるとおり、土の入れ替えといったものに徐々にウエイトを移していく　ということも可

能だと思いますので、まずはやったことによって地域に還元できるものからさせていた

だければありがたいなという考えを担当課としては持っています。
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増渕構成員 　６番、７番なのですが、６番の測量設計業務について、１ｋｍで 1,566,000円と記載

されていますが、あの距離ざっと１０ｋｍあるから、全体をやると設計コンサルタントの

料金だけで１，５００万円かかるということになると解釈してよろしいですか。分割して

細かいからこうなってしまうのか、一気にやった場合でも１０ｋｍで１，５００万円かかる

のでしょうかね。

佐藤係長 　基本的に１ｋｍ当たりで 1,566,000円なので、多少低くはなるとは思いますが、これ

が１０ｋｍになってもだいたい１０倍になるかと思います。

石川座長 　他にありますか。

髙橋構成員 　土の入れ替え工事がございますよね。ある程度ポイントを決めた方がいいと思いま

す。全線できるというのは見当もつかないし、不可能だと思います。ですからある程度

場所を決めていただいて、メインを作っていただいた方がいいかと思います。

　もうひとつは、木製ベンチの更新ですが、今まで１０基だということですが、果たして

１０基でいいのでしょうか、それとももう少し増やした方がいいのでしょうか。

増渕構成員 　ベンチでもう１件いいですか。現状は木製のベンチと石のベンチとがありますが、石

のベンチだと相当高くなるのですかね。木製のベンチも寄附になっていますね、社名

が載っていますから。ベンチを見ると、例えば腰掛の所が４枚のところ２枚欠けている

とか、背中の所が３枚のところ１枚欠けているとか、そういう状態なので、寄附した人は

場合によっては自分の名前が消えてしまうわけだから、消えないかわりに補修というこ

ともあるかと思います。

　私、ベンチには座っていないけれども、板が壊れただけでなく、構造体自体が壊れ

てしまっているのですかね。

石川座長 　そんなことはないと思います。ベンチ本体はスチール製で、座るところが木製になっ

ていて、その全体を取り替えるのではなくて、木の座るところだけ、背あてのところだけ

を交換するということも可能ではないかなと見てきたのですが、その辺はいかがです

か。

佐藤係長 　既存のベンチにつきましては、木の部分を取り替えるということで見積もりの方を取

らさせていただきました。金額の方は１０基で約１６万円。木以外の部分につきまして

は、あれは多分スチール製ではなくプラスチック製で、かなり軽いものなのですね。今

回、木製ベンチの更新ということで見積もりを取りました。業者さんにも確認しましたけ

れども、お子様とかもいらっしゃる場所のベンチですので、上に乗ったりすると危ない

ということも聞いています。そういう危険性もあるということから、下がコンクリート製の重

くて倒れない、安全性を考慮してそっくり取り替えるということで挙げさせていただいて

います。

増渕構成員 　石のベンチは相当高いのですかね。

佐藤係長 　今回、石のベンチのお話が出ていなかったので、見積もりは取っていないのですけ

れども、高いと思います。

石川座長 　私の方で、前回、石のベンチの高さの問題を出しましたけれども、あれは先日も

通ってみましたが低いのですよね。やっぱり人が座ってベンチとして座るためには、

少し高さが低すぎる。ということで、下にブロックか何かを置いたら高くなるのではない

かと思うのですけれども、そういうことはできないですか。そうすればもう少し石のベン

チも見栄えよくベンチとしての機能を果たすようになるのではないかと思ったのですけ

れども。その辺については考えていただけませんでしたか。

岡田課長 　既存のベンチのお話ですけれども、今のベンチはただ置いてあるだけではなくて、

下に沈まないようにコンクリートを置いています。このコンクリートは見える場所と見え

ない場所があるので、場所によって沈んだのか周りの土が寄ってきたのか分かりませ

んけれども、やるのであれば下の基礎から持ち上げるということは可能だと思います。
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石川座長 　ブロックでも積めばですよね。人が座ってベンチとして機能するような高さではない

のですよね、非常に低すぎる。だから、下にブロックか何かを乗せればちょうどいい高

さになるのではないか、その辺も検討する必要があるのではないかと私は感じていま

す。せっかく、あれだけいいものを置いてもらっているわけですから、機能するような

方向を検討してもらった方がいいのではないかという気がしました。それだと大して金

額がかかることじゃないですよね。

岡田課長 　クレーン持ってきて、吊って、何かをかませる、いいかませるものがあれば、そんな

に費用がかかる話ではないと思います。

石川座長 　やっぱり見栄えをよくするためには、花を咲かせることと、その周辺の環境を整備す

ることも大事ですから、歩いている人が途中でちょっとしゃがんで花を愛でるような場

所にしてあげたら、もっと機能するのではないかと思います。

松永構成員 　一番最初に出来たときに、座って見たことがあるのですけれども、今おっしゃったよ

うに沈んでしまったのかもしれないというのがひとつありますが、今おっしゃるのは異

存ありません。木製のベンチの方は、増渕さんもおっしゃっていました。寄附された方

のお名前があります。その辺の、寄附した方についての考慮をしていただければと思

います。

岡田課長 　この事業を実施する段階になりましたら、予算化がされた段階あるいは実施の段階

で、タイミングをみて寄附いただいた方にはごあいさつをする必要があると考えており

ます。

　ベンチ、トイレについては、今年のコスモスフェスタあるいはコスモスフェスタ前後の

利用状況について注意をして見させていただきました。利用率はさほど高くないとい

うのが正直なところです。特に木製のベンチについては老朽化が進んでいるというこ

とで、安心して利用できないからということだと思いますが、全く使われていないという

ことではなくて、ぽつりぽつり使われているという状況です。木製ベンチはメイン会場

に近い方に集中して配置されておりますので、利用率とすると石のベンチよりも高い

のかなというふうに考えておりますけれども、常に空きのベンチはあるような状態でご

ざいます。

石川座長 　私もコスモスフェスタの時に歩いて石のベンチを見たのですが、きれいになっている

のですよね。きれいになっているということは座っているということなのですよ。だから

かなり利用はされているなというのは感じていました。ただ自分で座ってみて、ベンチ

としては低すぎる、もうちょっと高いといいなという感じを持ちました。

岡田課長 　あと、トイレの関係でございます。トイレの方も、祭りの前後で利用の状況なども見さ

せていただいたのですけれども、そんなに汚れているという様子も見られなかったの

が実際のところです。今年レンタルで借りたほかにも掃除等もお願いしましてやって

いただいている状況ですが、トイレットペーパーの減りとか、注意をして見させていた

だいたのですが、近くにコンビニがある関係も影響してなのでしょうが、利用とすれば

現地に置いてあるトイレは予想よりも多くなかったというのが正直な感想でございます。

石川座長 　はい、関連して何かありますか。

松永構成員 　先ほどのベンチですが、一般的な公園のものは鉄製みたいなところの上に木製の

ものがあるのですが、意外と長持ちしているのですよね、途中で色塗ったりして。木製

とおっしゃいましたけれども、長持ちするようなものがいいかなと思います。予算的な

ものもあるでしょうが、一案として検討してみてはいかがでしょうか。

佐藤係長 　今見積もりをとっているものは、コンクリートの足になりますけれども、公園等で使うよ

うなベンチを想定しておりますので、以前のものに比べれば耐久性の高いものです。

中尾構成員 　６番の土の入れ替えの測量設計について、設計が要るのかというふうに私は思うの

ですが、要るとすれば値段は分かりませんけれども、しょうがないのかなと思います。

７番の土の入れ替え工事、１立方メートルとありますが、深さは１ｍということなのです
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か。どれくらいを想定していますか。

佐藤係長 　深さは２０ｃｍぐらいを想定しています。

中尾構成員 　そうすると少し長さはいくということですね。立法メートルですから１ｍ×１ｍ×１ｍで

はないということですよね。これは予算が承認されてからと思っているのですが、７番

の２４５立方メートルとか３００ｍについては、ぽつぽつとやるのではなくて、この庁舎を

中心として北、南、向こう、手前と、３００ｍずつ伸ばしていくという形の方がよろしいか

なと思います。当然機械を入れるとなると、１００ｍずつこっち、あっち、というとお金が

かかるでしょうから、３００ｍ一気に来年はここをやるというのを決めて、庁舎を中心とし

て例えば来年は北側、その次予算があるとすれば南側と、徐々に南北に伸ばしてい

くというのがよろしいのかなと思います。

岡田課長 　先ほど担当から、施工箇所については未定だというお話をさせていただきました。

お祭りのメイン会場が庁舎になりますので、その周辺を中心にやっていきたいという

考えを持っております。当初、ちょっと上流の辺りも含めて考えていたのですけれども、

今年の花の開花状況を見ましたら、日照等も影響があるらしくて、日陰になる部分は

開花が遅いと申しますか、今だに咲いていない部分もありますから、土の入れ替えに

あたってはより効果的な場所にしていきたいという考えがございます。おっしゃるとお

り１箇所か２箇所、できれば１箇所にまとめたいと思います。

中尾構成員 　やっぱり繋がっていくべきだと思うのですよ。徐々に繋げていくというのがよろしいの

かなと思いますので、よろしくお願いします。

岡田課長 　おっしゃるとおりだと思います。

石川座長 　その辺の計画は、当会議の方に報告してもらえるのでしょうね。

中島構成員 　今回、これで区切りがつくのではないかと見込んでいるのですが、その他、今後予

算がついたりとか、予算がつくのは３月になってしまいますし、その後事業化を検討し

て、この辺をやろうではないかと決まりますので、その後になると思います。

石川座長 　現地視察も必要なのですよね。

増渕構成員 　今、中尾さんから支所周辺という話があったのですけれども、もうひとつの考え方と

して、来年３月のマラソン大会で走るところは全部じゃなくて、こっち寄りの方が上古

川橋、下流の方がさいたま栗橋線の河原橋だったかな、その間を走るのですよね。あ

れがコスモスロードのメインストリートなのかなというふうにも思うのですけれども。見通

しもよくて。

中尾構成員 　来年、予算が承認されてから工事を始めるとなると、とても間に合わないですよ。

増渕構成員 　要するに、進めていく場所のねらいを、今支所周辺というのも最もな話しなのですけ

れども、例えばコスモスロードを使った久喜マラソンをやる場所の走路をみると、

　（「葛西橋、外野橋、その辺りから上流に向かってですよね。」　の声）

場所の選定の考え方として、マラソンにも使うメインのストリートではないですかという

考え方を申し上げた次第です。

中島構成員 　私もさきほど髙橋構成員や中尾構成員がおっしゃったように、全線往復１０ｋｍ、全

部はできないと思うのですよね。特にメインになるところ、この会場周辺の古川橋の向

こう側の左岸をやってあるので、それに繋げるように、よく咲いているよというゾーンを

作っていった方がいいのかなと。この辺をきれいにしてから、伸ばしていった方がい

いのかなと思います。それは現場担当で作業をしている方が一番よく知っていると思

うので、よく検討してもらいたいと思います。
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石川座長 　だいたい予算が決まった時点で、１回みなさんで現地視察をしていただいて、どこ

が一番ベターであるかを議論していただいて、それで施工場所を決めてもらえばい

いんじゃないですか。見なければイメージできないと思うのですよね。

松永構成員 　見なければ多分イメージが分からないかもしれないのですが、支所周辺をまずメイ

ンにするのがみなさんの気持ちもあるかな、というのもありますし、それはどちらでもい

いといったら語弊がありますが、みなさんで考えるべきですけれども。

　それ以外に、測量するのにこんなにお金がかかるものなのですかね。測量しなけれ

ばいけないのですかね。

石川座長 　その辺はいかがですか。測量は絶対的に必要なのか、市の方で、ここからここまで

と言ったら、それでできないのかなという考えもあるみたいですけれども。

岡田課長 　ここからここまでの間の土を入れ替えてくださいという、その範囲が明確に決まって

いればよろしいかと思うのです。幅も違いますし、高さも違う、またそれに伴って水の

流れも考えなければいけないという中で、いざ発注して、土がどれだけ搬入されるの

か、土がどれだけ搬出されるのか、砂利の部分は薄っすら取って処分しなければなら

ないでしょうし、処分費、購入費、敷きならし費、いろいろな金額がかかってくるので

すね。個人のお宅で何ｃｍ上げて、ということであれば、残土を購入して簡単にできる

かと思いますが、やはり公共工事として発注する以上、支出する根拠となる数字が必

要となってくるかと思います。

石川座長 　はい、よろしいでしょうか。いい加減にやるわけにはいかない、ということですよ。

増渕構成員 　確かに、こういうものにお金がかかるのも分かるのですけれども、いわゆる何もないと

ころでやるのではなくて、既存のところなのですよね。その割には随分と見すぎている

のかなと思ったりもするのだけれども、場合によっては土を入れ替えする業者が一体

でやった方が安いのかもしれないですよね。

石川座長 　どういう意味ですか。土の入れ替え工事と測量をですか。

増渕構成員 　工事と測量を兼ねて。

石川座長 　工事と測量を一体でお願いするということですよね。そういう意味ではできると思い

ますけれどもね。

岡田課長 　皆様方がイメージされているのは、ご自身でお願いするときにはいくらになるのかと

いうことだと思うのですね。ここに表示させていただいているのは、工事の定価という

か標準価格なのですね。これを数社の業者さんで競争していただいて、一番安いと

ころに仕事をお願いするということになるのです。ですから設計もない、土をどれくら

い入れるか分からない、幅がどのくらいあるのかも分からない、そういった全体のボ

リュームが見えない中で競争というのは成り立たないものですから、市としては、しっ

かり設計をして実施をしていくと。ただこの金額で仮に設計をしたとして、競争をしま

すから安くなって発注をしますので、発注額ではないということをご理解いただきたい

と思います。

石川座長 　手続上、こういうことも必要であると、こういうことですね。他にありますか。

松永構成員 　さきほど、課長さんがコスモスの花の咲き具合のことをおっしゃっていたのですが、

コスモスは街灯が明るいところは咲きにくい、暗ければよく咲く、ということを伺ったこと

があります。新橋のところは街灯をずらしました。

岡田課長 　私が言ったのは、金山橋のちょっと上流のところに金山団地がありまして、そこのと

ころを見ていただくとよく分かるのですが、団地があって、朝日が昇る方向を想像して

いただくと、その形で花の開花の状況が見えるのですね。ですから植物は朝日が非

常に大事なのかなと考えたところです。

　それともう１箇所、庁舎のすぐ南側にコンビニがございます。その周辺は随分と草丈
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はあるのですが、開花がないのですね。ですから、朝日が当たらなくても駄目、夜

ずっと電気がついていても駄目ということで、そういった状況の場所があるのかなと生

育の方では今年考えたところでございます。

増渕構成員 　逆にいうと、電灯のあたるところは植えない方がいいぐらいなのですね。

岡田課長 　イベント等で利用する場所にするというのもひとつの手かもしれませんね。

増渕構成員 　数年前に、東鷲宮駅前に余った種を撒いたのですよ。草は生えたのですが、一切

開花しませんでした。それで、ここに電灯があるから駄目なのですよと人に言われまし

た。

中島構成員 　昔、私コミュニティをやっていたときに、コスモスは鷲宮町の花でもあったのですが、

町内にコスモスが咲いていないということで、コスモスの花いっぱい運動をやりました。

西大輪の区画整理事務所では駅前が広くて、コスモスを植えたのですよ。青々として

これは立派な花が咲くぞと、１０月になっても全然花が咲かない。そうしたら夜間照明

で１１月の霜が降りる頃になって花芽をもって、１１月の遅くになってぽつぽつと咲い

たぐらいです。ですからこの辺とは全く歩調が合わない。さっきのコンビニの近く、図

書館の第２駐車場の近くは年中明るいので、この前のコスモスフェスタのときも青々と

して１輪、２輪が開花しているだけと。

石川座長 　そういう咲くところ、咲かないところがありますから、その辺は長年の経験で配慮して

いただくということで対応していただければありがたいと思います。他にありますか。

渡邊構成員 　２番の耕運機ですね、１７万５千円とありますが、どの程度の耕運機ですか。あまり

小さい耕運機ですと土が硬いと跳ね上がって使えないと思うのですね。ある程度重

量のある２０万か３０万円近くするものでないと。

石川座長 　あれは手押しのものですか。

佐藤係長 　手押しのものです。

石川座長 　手押しぐらいだと間に合わないかもしれませんね。

渡邊構成員 　土質が硬くなっちゃうと跳ね上がって、おそらく使えないと思います。

岡田課長 　ありがとうございます。カタログモデルで業者さんとも相談しながら、これくらいの機

種がいいのではということで選定させていただきました。これも購入するときには競争

で買うようになるのですけれども。まず第１の選定理由がございまして、畝といいます

か、コスモスを撒く幅の中にロータリーが収まるものということで選定いたしました。

久保構成員 　今の話ですけれども、畝の間を通るということはコスモスが生えてからということで、

最初の耕しの段階ではないということですね。それによって随分変わってしまうと思う

ので。

岡田課長 　コスモスが生えていないときは乗用の大きなトラクターでやらさせていただきます。

その後に種蒔きをして、そこからの管理の中で畝が発生しますので、畝幅がそこから

初めて出てくると。

石川座長 　だから手押しの方がいいということですね。

岡田課長 　乗用でできればいいのですけれども、なかなか幅の狭い乗用がないものですから。

石川座長 　ご理解いただけましたか。関連して何か。

石川座長 　この辺でひとつ、今事務局の方から提案されております、この事業案について全体

としていかがでしょうか。

　　（　「はい」　の声）
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　この方向で進めるということでよろしいでしょうか。

　　（一同　「はい」　の声）

　はい。今そういうご賛同のご発言をいただきましたが、格別なご意見がなければで

すね、基本的にはこの計画案で議会の方に提案させていただくということでよろしい

ですか。

　　（一同　「はい」　の声）

　はい、ありがとうございました。

岡田課長 　座長よろしいでしょうか。先ほど座長の方から、こちらの会議に対する報告ということ

でお話があったかと思います。これから先の節目節目での報告についてですけれど

も、今事務局と相談をさせていただきまして、皆様方に集まっていただいて現地を確

認するというお話もございましたし、あるいは書面でこういったことになりましたというよ

うな報告の仕方もあろうかと思います。そういった報告の方法につきましては、座長、

事務局、環境経済課と連絡をさせていただく中で、何らかの形で構成員の皆様には

報告をさせていただくということでご理解いただいてよろしいですか。

　　（一同　「はい」　の声）

石川座長 　新たな方向が出たら、みなさんにお知らせしていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

　議題（２）のその他ということになります。事務局の方からお願いいたします。

事務局 　それでは、資料１について、この方向で進めるということでご協議をいただきました。

ただいまから、本日の追加資料ということで配付させていただきます。

　～　資料２、資料３　の配付　～

　先ほど、資料１についてはこの地域会議において決定したということで、今後環境

経済課が予算要求していくという中で、事務局から環境経済部、財政部、市長への

報告ということで形にしたいと考えており、資料２のような形でまとめさせていただきま

した。取組事項の詳細は別紙のとおりとありますが、先ほどの資料１を別紙という形で

セットにしまして、概算予算の額は５００万円、平成２７年１０月２９日、鷲宮地域会議

座長名で、このように決定しましたということで市長へ報告する形で残したいと考えて

おります。併せまして資料３につきましては、今回の地域会議の名簿をつけさせてい

ただきました。資料２番、１番、３番の順番で１セットにして報告書という形で扱いたい

と思いますので、そのようにしてよろしいかお諮りしたいと思います。

石川座長 　今、事務局から説明がありました。市の方に報告書を出さなければ来年度予算の対

象にならないわけですから、こういう形で私たちは決めましたということで報告させて

いただきますが、ご異存はございませんね。

　　（一同　「はい」　の声）

　はい、ありがとうございました。他にその他ございますか。

事務局 　先ほど会議の中でお話もありましたが、今後、予算要求して、また予算を議会の方

に提案し、来年の３月に議会での予算可決という流れの中で、今後この地域会議の

進め方、スケジュール等について、座長と相談しながら進めさせていただきたいと考

えておりますのでよろしくお願いいたします。
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石川座長 　はい、ありがとうございました。私の方からは、すべて終了いたしましたので、事務局

の方へお返しいたします。

事務局 　その他、全体を通して何かございますでしょうか。

　（特になし）

事務局 ３．閉会

　以上で、平成２７年度第４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１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  久　保　た　ち　子  　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  渡　辺　哲　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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