
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。本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。

  定刻でございますので、平成２８年度第１回鷲宮地域会議を開催させていただきま

す。　私は、本日の司会を勤めさせていただきます、鷲宮総合支所総務管理課課長

補佐の阿部でございます。よろしく お願いいたします。

　それでは、初めに、本会の座長であります石川彰三様より、ご挨拶をお願いいたし

ます。

石川座長 　みなさん、あらためましておはようございます。昨年に続いて本年度も、継続して行

う地域会議でございますので、一応昨年の実績等もございますので、それを踏まえて、

新年度新たな計画等に、皆さんでご知恵をお借りすればよろしいかと思っております

ので、どうぞひとつ、忌憚のないご意見等を出していただきたいと思います。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 　また、コスモスふれあいロード事業を所管しております、環境経済課　岡田課長にも

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。

　次に、本日の配布資料について確認させていただきます。

　平成２８年度第１回鷲宮地域会議次第、会議資料と参考資料の３点でございます。

　不足はございませんでしょうか。

　それでは、次第３　報告事項に移らせていただきます。

　着座にて報告させていただきます。失礼します。

　初めに、（１）構成員の新任について、ご報告いたします。

　会議資料１ページ、「鷲宮地域会議構成員名簿」をご覧ください。

　鷲宮地区区長会から選出されておりました白石正秀様並びに松永カツ子様につき

ましては、それぞれの区長職及び地区区長会の職を辞されましたことから、後任者と

して齊藤正範様及び染谷福一様を選出させていただきました。

　これにより、齊藤様、染谷様には４月２８日付で、鷲宮地域会議の構成員をお願い

しておりますのでご報告いたします。

　また、久喜市の小森谷良造構成員につきましては、４月１日付の人事異動により、

鷲宮総合支所副支所長兼総務管理課長に配属となった職員でございます。

  なお、参考資料１ページには、「久喜市地域会議設置要綱」を添付してございます

ので、後程、ご確認いただければ幸いです。 

  続きまして、（２）平成２７年度における検討・協議の経過について、ご報告いたしま

す。  

  会議資料２ページ「平成２７年度における検討・協議について」をご覧ください。

　久喜市地域会議の設置趣旨と鷲宮地域会議で検討・協議されてきた内容について

ご説明いたします。 

　　～会議資料２ページの説明～

　次に、会議資料３ページ「鷲宮地域会議における検討・協議の結果」をご覧ください。

　　鷲宮地域会議は、元気で魅力ある久喜市を実現するため、地域の特色を生かし

た事業、地域の課題を解決するための事業として、コスモスふれあいロードの整備・

充実を図ることから、コスモスふれあいロードの圃場改良工事を柱として、「コスモスふ

れあいロード推進事業」が決定されました。

　この取り組みにより、コスモスふれあいロードの継続的な整備を進め、鷲宮地区を代

表する観光資源の充実を図るものでございます。 

  以上が、報告事項でございます。

　何か、ご質問等はございませんか？
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中島構成員 　一点補足なんですが、資料の３ページ、４ページで、上に写しと書いたものが、去年

の１０月２９日、第４回の会議で皆様の方に承認いただいて、５００万の内訳が４ペー

ジにのっているのですが、これは市長の方にこういった形で、鷲宮地域会議では、決

定をみましたということで報告した時の資料です。あわせてこの資料については、３

ページ、４ページについては、財政部長ですとか、予算関係を措置してもらう関係が

ありましたので、あとは観光事業ということで、環境経済課長、主な部署の方に、この

形で提供したものになっています。

事務局 　他にご質問等はございませんか。

　それでは、次第４　議題に移らせていただきます。

　議事の進行につきましては、座長にお願いしたいと存じますので、石川座長よろしく

お願いいたします。 

石川座長 　はい、わかりました。

　それでは、会議に先立ち、本日の会議録署名人につきまして、昨年からの引き続き

いうことで、　卯月 様 と 鈴木 様にお願いいたします。

　それでは、議題（１）「平成２８年度に実施する事業について」事務局から説明を、お

願いします。 

事務局 　会議資料５ページ「平成２８年度に実施する事業について」をご覧ください。

　先程、ご説明を申し上げましたとおり、鷲宮地域会議で決定されましたコスモスふれ

あいロードの推進事業については、去る、平成２８年２月議会において、事業予算５０

０万円を措置するとともに、「コスモスふれあいロード推進事業」（鷲宮地域会議事業）

として議決されました。

　参考資料４ページをご覧ください。

　平成２８年度予算書を抜粋いたしましたもので、４地域が行う地域会議事業でござ

います。

　久喜地域は、総合運動公園　花いっぱい運動事業、

　菖蒲地域は、あやめ・ラベンダー関係施設等整備事業、

　栗橋地域は、栗橋宿まちあるき観光活性化事業で、それぞれの事業とも５００万円

の予算措置でございます。

 　それでは、事業概要と予算を詳細にご説明いたします。

　会議資料６ページ「平成２８年度に実施する事業概要と予算」をご覧ください。

　始めに、予算でございます。

　需用費の４万円は、軍手・ゴミ袋の消耗品を購入、委託料の４７万円は、コスモスふ

れあいロード３００ｍの土の入れ替え測量設計費、こちらは、１１月頃、設計委託の予

定でございます。

　工事請負費の２４５万円は、２４５㎥の土の入れ替え、圃場の改良工事、こちらは１２

月以降を予定しております。

　備品購入費の２０４万円は、木製ベンチ１０基及び管理機、耕運機と草刈機、それ

ぞれ２台分の購入費でございます。

　なお、木製ベンチの購入につきましては、１０月のコスモスフェスタ前に購入・設置し

たいと考えております。

　また、次のページ（７ページ）をご覧いただきますと、圃場管理用の耕運機、草刈機

につきましては、既に購入し使用しております。

　次に、コスモスふれあいロード圃場改良工事でございます。

　この説明につきましては、コスモスふれあいロード事業を所管しております、環境経

済課　岡田課長に説明していただきますので、よろしくお願いいたします。 
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岡田課長 　環境経済課長の岡田でございます。どうぞよろしくお願いします。ただ今、事務局か

ら説明がございまいたけれども、昨年の地域会議で決定いただきました、特に管理用

機械につきましては、すでに現場サイドで購入済みでございまして、作業のほうで使

わせていただいております。ありがとうございました。この場をお借りしまして御礼申し

上げます。

　それでは、圃場整備を実施する案につきまして、ご説明させていただきます。着座

にて失礼させていただきます。

　お手元の資料８ページから１０ページになります。よろしいでしょうか。

　ページ８の方がＡ案となります。ページ９がＢ案、１０ページがＣ案という形で、図示

させていただきました。

　いづれも２７年度、昨年度の地域会議の中で、この辺を整備したら良いのではない

か、というふうな委員の皆様からのご提案をいただいた場所を図示したものでござい

ます。このうちいづれかの場所を今年度工事することになります。その工事箇所を何

処にするのかご協議いただければありがたいと思います。

　また、図面に太い線で工事箇所が示してございますけれども、いづれも目安でござ

いまして、場所によりましては、土留め工事が必要であったり必要でなかったり、内容

が違ったり、搬入する土の量、現場の幅、また長さも違います。そういったことから、こ

の場所を工事するには、これくらいの工事費がかかるというような、工事費のほうも

違ってまいります。このため、場所が決まりましたら、設計することになりまして、設計し

ないと、どの程度、その場所の工事を行えるのかというのが、ちょっと分かりませんの

で、細かな整備範囲につきましては、コスモスロードを管理する環境経済課の方にお

任せいただきたいと考えております。

　それでは８ページのＡ案から説明をさせていただきます。

　Ａ案につきましては、コスモスフェスタの会場となります鷲宮総合支所の近くを整備

する案でございます。祭りに来られた方、あるいは総合支所に用事があって来られた

方に綺麗な花をご覧いただけるようになったと思います。

　次に、９ページ、Ｂ案についてでございます。

　これにつきましては、ＪＲ東鷲宮駅を利用して、徒歩でコスモスふれあいロードに来ら

れる方が、その入口となります「県道さいたま栗橋線」とコスモスふれあいロードの交

差する付近を整備するという案でございます。駅から歩いて、ロードのほうに来たとき

に綺麗な花がみられるようになると思います。

　次に１０ページでございます。Ｃ案でございまして、この案は、車で「県道川越栗橋

線」を横断する人に、綺麗なコスモスふれあいロードをご覧いただけるように、その交

差する箇所を整備する案でございます。

　コスモスふれあいロードを目的に来られた方、あるいは、別の目的でもロードを車で

川越栗橋線を使って横断した方などにも綺麗な花だなとご覧いただけるよな案でご

ざいます。

　以上が、平成２７年度地域会議でご提案いただきました、整備箇所を図示したもの

でございます。

　ご審議の程、よろしくお願いいたします。

石川座長 　ありがとうございました。

事務局 　 以上が、議題（１）平成２８年度に実施する事業の説明となります。 

石川座長 　それでは、始めにですね、予算に関するご質問、ご意見はございませんでしょうか。

松本構成員 　ちょっとよろしいですか。備品費で、管理機がありますね、これのメンテナンスの費

用が計上されてないようですけど、これはどのように対応するのですか。新しい機械

だから、故障とかないと思いますけど、仮にあった場合はどうするのですか。

事務局 　２８年度予算の中では、メンテナンスの費用とういうかたちでは、入っておりません。

　今後２９年度にも機械の購入もしくは、修理が必要な場合には、そういった予算を計

上しながら考えていこうと思っております。
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石川座長 　よろしいですか。

　他に何かございませんか。

増渕構成員 　今の予算の話ですけど、いわゆる地域会議で取り組んだ予算と、もともと役所でもっ

ている予算があるんだと思うんですけど、そちらの予算で、もし壊れたりなんかした場

合はやるんですよね。

　というのは、もともとこの管理機は、新規に購入したんじゃなくて、前からあったもの

が調子が悪いから買い換えたはずだと思うんですけど。

石川座長 　その辺はいかかですか。

事務局 　おっしゃるとおりでございます。

石川座長 　そういう見解でよろしいですか。

事務局 　はい。

石川座長 　ということは、メンテナンス料は基本的にはかからないということになるのですか。

事務局 　そうですね、はい。

石川座長 　そういうことで、他にありますか。

松本構成員 　今の話で現行通りやるということですね、基本のやつは経済課でやる、地域会議で

で決めたことは地域会議と、二本立てでやるということですね、ということは予算も倍

になるかわかりませんけど、かなり膨らんでくるということですね。では、お互いに流用

してできるということですね。

中島構成員 　そうですね、基本的には、参考資料の一番後ろに予算書の写し、ちょっと小さくて

見づらいのですが、つけさせてもらいました。久喜市一般会計の予算書のコピーした

ものなのですが、コスモスふれあいロード推進事業というのは観光費という観光のとこ

ろの費目についているんですね。これは、総務費、総務管理費の自治振興費につい

てます。地域振興のための予算ということで、総務管理課のほうで執行する予算とい

うかたちになってますので、今おっしゃられるように二本立てということになります。た

だ、実際に使っていただくのは、環境経済課のほうの、そちらで使っていただきます

ので、あえてたとえば消耗品で過不足が発生してしまったというときは、うまくやりくりを

して執行していくと、そのようなことになると思います。

石川座長 　よろしいでしょうか。他にご意見はございますか。

　なければ次に進ませていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

　それでは次に提案のありましたＡ案からＣ案を用意していただきました、コスモスふ

れあいロードの改良工事ですか、これについて、ご発言を求めたいと思います。

　挙手でお願いいたします。Ａ案からＣ案について、ご意見があったら。

松本構成員 　Ａ案で賛成。

髙橋委員 　昨年の地域会議の中で、事務局の方からＡ案についての意見がありましたよね、Ｂ

案、Ｃ案がなかったような記憶があるのですけど。

石川座長 　たしかにそのようでした。他にご意見ありますか。

卯月委員 　Ａ案からＣ案までありますね、予算規模としては同じですか。
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岡田課長 　さきほど、説明の中でもふれさせていただいたのですけども、場所によって工事とい

うのは同じようなことをやっても、工事費ってかわるんですね、というのは、既存のその

下の土をどれだけ搬出するのか、どれだけ土の量を入れるのか、土留めをどれだけ

の高さ必要なのか、土留めを止める工法をどうするのか、そういったことで、工事費が

変わってくるものですから、どこをどうすると、ここではいくらできるんだよということがで

てこようかと思います。地域会議の中で、ご審議いただいて、せっかく、この予算を頂

戴しているということもございますので、設計をしてこの予算の範囲である程度いっぱ

いまで土の入れ替えに活用させていただければありがたいということで、この図示さ

せていただいたのは、この辺りというふうにご覧をいただいて、こっからここまでという、

われわれ起点と終点と申しますけども、始まりと終わりの場所につきまして、多少フレ

キシブルでお考えいただければありがたいなというふうに考えております。以上です。

石川座長 　よろしいでしょうか。

松本構成員 　もうひとつよろしいですか。さきほどもいわれましたけども、経済課でもやるわけです

よね。２８年度はどこを事業予定してるのですか。ふれあい事業として整備するわけで

すよね。

岡田課長 　環境経済課の方では、こういった土の入れ替え工事は予定しておりません。あくま

で環境経済課の方では、コスモスふれあいロードの花の栽培、管理等は行う、通常の

管理業務は行います。その通常の管理業務にさらに、地域会議のエネルギーをいた

だいて、もっと立派な花を咲かせたいということで、地域会議の予算を取っていただ

いているとわれわれ理解しているものですから、通常の管理業務とこの地域会議の業

務というのは、まったく別のものです。ただ同じ場所に施工されるものですから、執行

する側とすると、本当は総務管理課で予算をとってくれたんで、総務管理課が現場に

いってトラクターやってくれれば一番ありがたいことなんですけど、そのへんについて

は環境経済課の方で管理のほうをさせていただきたい、というように理解しております。

松本構成員 　そのへんをクリアしないといけないね、誤解をうけますよね、経済課でもやってます、

地域会議でもやってます、平行してやっている、不合理というか、そんなイメージ受け

ますよね。一本化して合理化してやったほうがよろしいんではないか、という意見がで

ちゃうよね、内容知らないとね。種だけとおっしゃるけど、今はじめて聞いてわかった

んで、平行して何かやってるのかなって理解してましたから、そのへんの交通整理を

ＰＲしたほうがよろしいんではないですかね。

石川座長 　よろしいですか、では次の方。

中尾構成員 　ＡＢＣあるんですけども、今の３案、Ａだと片側ですよね、ＡＢＣそれぞれ理由をうか

がったんですけども、人がいないところはやめようとか、あまり咲かないところをやって

いるのか、工事箇所として選んだのか、Ａ案は片側ですよね、これ見ると、そういう理

由があるのかないのか、Ｃ案は一応両側になっているようですけども、何かありますか

ね、理由が。

岡田課長 　Ａ案Ｂ案Ｃ案それぞれこのあたりということで、黒いラインを引かせていただいて図

上でわかるような書き方をさせていただいております。Ａ案について、Ｂ案もそうです

けど、片側が施工されていると、これは土の状態とか、現地の状態を確認させていた

だいて、選んだところでございます。特にＡ案につきましては、黒く塗られていない反

対側については、過去に土の入れ替え工事やっているんです、なのでまだやってな

い場所を提案させていただいてます。Ｂ案については、さいたま栗橋線の交差する部

分ということで、事業の効果を考えまして、塗られてない側については、行き止まりに

なって、人の数が少ない場所ですので、人の通る側を整備する形で、提案のほうさせ

ていただきました。以上です。
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足立構成員 　あくまでも、地域会議は、コスモスの花をより綺麗に、いいものを咲かすかというとこ

ろの管理に対しても力を入れてくということで、今、課長さんが花の管理をしっかりして

いきたいということをおっしゃいましたね、それはそれで、綺麗な花が咲きます、私が

ちょっと気になっているのは、このＣ案の場所なんですが、車の利用の方のために、

車からよく見える川越栗橋線の交差って書いてあるのですが、ここ非常に危険な箇所

として前々から改良をいわれてきている場所だと思うんです。さらにここに、花をよくし

て、車からといって、そこのところのトラックが走ったり車が激しい道路となっています

が、ここのところを、どういうふうに、土の入れ替えだけになってますが、ここの管理の

状況は、市の方としては、担当課と話し合いは、進めてるんでしょうか。平行していか

ないと、花は綺麗になりましたけど、危険箇所はそのまんまというと危ないので、その

へんのところもしっかりとして、まず危険箇所をまずきちっとして、それから花が見える

場所をつくっていかないといけないと思うので、こういう課題は前々からある課題だと

思うのでそのへんのところはどうなってるのでしょうか。

岡田課長 　まったくおっしゃるとおり、ここを横断するにあたっては、危険だなという場所で、

前々から指摘されている場所というのは、われわれも承知しているところでございます。

　今回の提案について土の入れ替えの候補地のひとつということで提案させていた

だておりまして、昨年はどなたかおっしゃいましたけども、提案しているＡ案がほとん

ど主流だったんですよね、ただＢ案、Ｃ案についても、会話の中ではでてきている場

所なんです。こちらを提案させていただいた理由というのが、役所の意思、われわれ

がここをやりたいという意思ではなくて、地域会議の皆様方から、こういったところを整

備したらどうかという提案をいただいた場所を図示しているところでございます。です

から花の管理は花の管理として、させていただきますし、また交通安全は交通安全の

担当セクションがございますので、そちらのほうにも、われわれコスモスの時期、花が

咲くので、たとえば何ができるのかわかりませんけども、看板を設置するなど、できるこ

とは、協力いただくような形で、交通安全についても進めていきたいと思います。

石川座長 　私のほうからよろしいでしょうか。昨年はですね、土の入換え工事については、市役

所の周辺から始めるということで、一応の合意はみてたんですよね。ですから、今ここ

に提案されているＢ案Ｃ案については、当時はまだ提案されていなかったということも

ありますので、そのこともひとつ現状として踏まえたうえでご発言をお願いしたと思い

ます。

増渕構成員 　事務的には一斉にできないから、端からやっていくのが事務的にはいいかと思うの

ですけど、私個人的には、Ｃ案が全線の中の一番ど真ん中だから、目立つところなの

で交通安全とは別に一番いいと思います。ただしこれは多数決で決めるべきなんで、

多数決で図ったらいかがかと思います。先ほどＣ案に対して足立さんから交通のこと

で話ありましたけれども、それはあくまでもぜんぜん違う観点の話だと思いますので、

地域会議ではあくまでもコスモスロードをとりあげてるので、そういう意味では交通安

全とは、ぜんぜん違う視点だと私は思いますので。

足立構成員 　そうじゃなくて、せっかくコスモスをきれいにしているということは、ここまでコスモスを

きれいにしましたということは、みんなが目を向けていく、そして散歩している人も多い、

人が多く関わるところですから、花を見る、散歩してる人たちが、その人たちがここ渡

る訳ですよね、で、よく見てると、けっこう散歩してる人が多くて、交通量が多いので、

でようかでようかと、危険、ひやりはっとですよね、はっとするところが何回もあるわけ

ですよ、だからそういうのを、しっかりとコスモスのロードの長い時期なんですから、い

ろんな人が通るわけですから、そのへんのところで、この地域会議は、コスモスのこと

だけれども、今、市の方に言ったのは、このへんの改良もきちっとしているんですかっ

て聞いたの、ということは、そのへんがきちっとしてて、ここにロードをきちっとすればこ

れほどいいものはないわけですから、ただ花ばっかりよくして安全面がかけてたらな

んの意味がないってことを私が言ってるわけです。
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増渕構成員 　気持ちはわかりますけども、でもちょっと視点が私は違うと思います。

足立構成員 　だから交通の面は市のほうにどうなってるのですかと、協議のほうは花でも何でもや

ればいいだけですから。

増渕構成員 　市の問題じゃないと思うんですよ、道路のことだから。

中島構成員 　あそこは確かにけっこう飛ばしている車もあるので、ロードを横断するということで、

危険だということで、去年の会議の中でもでたと思うんですね、その後私も見たので

すが、確か、立て看板で、歩行者に注意とか、非常に不安があるんですよね。私が昔

ロードが整備されたころ、ちょっと聞いたときに、横断歩道でもできないのかと聞いた

ら、それはちょっとできないんです、コスモスロードは、道路じゃありませんので、河川

敷というんですかね。そういうことなんで、安全を考えると、鷲中のほうか、河原のほう

をまわってもらうという、警察さんの指導があったので、フェスタのイベントのときの確

かマップにはそちらを迂回してくださいと書いたんですが、なかなかすぐそこをわたれ

るのに、何百メートルも迂回するというのは、実際ないので、あとはちょうど、本人の意

思で安全確認して、渡ってはいけない道路ではないので、安全確認して使ってくださ

いという話でした。安全のためということで、看板は、ださせてもらっている、そういう状

況はあります。

石川座長 　いろいろご意見がございましたが、最終的にですね、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案という案を採

択しなければならないことなので、今年度の事業として、とにかくこれからすすめてい

く事業でございますから、皆さんに今日、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案の中からどれかひとつを選

んでいただきたい、ということになります。それでは、最初にＡ案から挙手でお願いし

ます。

卯月構成員 　採決する前に、どの案で決まっても、Ａ案からＣ案ていう領域ですよね、場所につい

ては今後とも引き続きやっていくということですよね、そういうふうに考えてよろしいん

ですか、それは、やっていくとすると、そういう予算というのはどのように計上されるの

ですか、Ａ案で決まったとすると、Ｂ案、Ｃ案と、今後引き続きやってくということだと思

うんですけど、これは、どこで予算を計上されてるのですか。

事務局 　今回ですね、案として、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案と出させていただいてますけども、この中か

らひとつ今年度の会議の中で選んで、来年度以降同じように、また会議の中で相談

させていただいて決定させていただこうと思っております。

卯月構成員 　それはこの地域会議の中の予算でですか。

事務局 　はい。

卯月構成員 　市の予算ではないですか。

事務局 　市の予算の中の、地域会議の予算の中で。

卯月構成員 　ということは今後、地域会議は、ふれあいロードの整備ということで、ずっと今後続い

ていくのですか。

事務局 　続いて行くものと考えております。

松本構成員 　今、予算の話がでましたけどね、計画的にやっていくということであれば、本来です

と３ヵ年とか５ヵ年という継続費を設定してやるべき事業なんですよ、それを単年度で

やろうとしてね、今年度はここで決まったけど、来年度はどうなんのという心配がある

わけですよ、それが今言ったように、３年、４年と決定して、区域を分けて継続的に

やってきますよ、という流れであれば、わかるわけです。単発で終わるのでは、残りは

いつやるんだろうね、という話もでるわけですよね、制度面でおかしいなと気がついた

んですけど、事務局もそのへんどうなんですか。
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事務局 　こちらもですね、毎年５００万円という予算が計上されておりまして、これを単年度で

考えるわけではなくて、たとえば４年とか、長い期間をかけて、圃場整備をしていって、

コスモスふれあいロードに多くの花が咲くように、事業を展開していきたいと考えてお

ります。

中島構成員 　去年参加されてる方は、なんとなくわかると思うんですが、地域会議の事業というの

は、いつまで続くんだという、去年もそんなような話があったと思います。これについて

は、ひとつの政策的な事業ですので、今後ずっと続くのか、それともある程度事業評

価をして、数年で終わってしまうのか、それは今後のことなんで、まだ未定ということで

す。ただ、市長の方針として地域会議を立ち上げて、条件として、各地区５００万円の

限度で予算措置をしていきますよということですので、われわれは、しばらくはこの形

が続くだろうということで考えているんですが、予算ですので、継続費を組むような予

算ということではなくて、単年度で５００万円ずつついてくると、それについて、各地域

でどういった事業をするのかを、地域会議の皆様に検討していただきたい。卯月さん

のほうで心配されていたことなんですが、次の議題の中で出てくるんですけど、昨年

の会議の中でコスモスロードの花をよく咲かせるために、土壌を改良していこうじゃな

いか、市の方では、土壌改良の予定というのは、予算の中ではないんですね、そう

いったお話があったものですから、２９年度に実施していただく事業を、次の議題で

検討いただくのですが、まず、去年同意のあった、今後土壌改良をメインにやってい

こうじゃないか、そこを確認した上で２９年度に、どういった事業をやっていくのかとい

うのを決めていただきたいなというふうに思ってます。ただ条件として、これをやらな

きゃいけないとか、そういったものはないんで、とりあえず、今回の土壌改良について

は、昨年の結果から、このＡ・Ｂ・Ｃの案が候補としてはでてたんですよ。Ａ案が確かに

一番目立つところから、人の利用するところからいきましょうよ、というのが多数派だっ

たのですが、それはそれで考えていただいて、次は次で考えていただくといいかなと

思います。

石川座長 　ただ今の説明でご理解いただけましたでしょうか。継続事業であるかどうかという問

題ですが、少なくとも、現在の田中市政が続くうちは継続できるんではないかという予

測もあります。そういうことについて、昨年度の会議の中で何度か話題になったような

記憶もありますので、このへんで、A案・B案・Ｃ案につきまして、採決をしていただけ

るとありがたいんですが、よろしいでしょうか。それではまず、Ａ案からまいります。Ａ案

に賛成の方は挙手をお願いします。

　Ｂ案、Ｃ案をいうまでもなく１２名の方が賛成だったものですから、Ａ案で進めさせて

いただきますがよろしいでしょうか。それでは確認させていただきます。平成２８年度

の改良工事につきましてはＡ案ということで決定させていただきます。ありがとうござい

ました。それでは続きまして議題の２にはいりたいと思います。平成２９年度に取り組

む事業についてに移ります。ここからは、新年度の事業ということでございますので、

事務局より説明をお願いいたします。

事務局 　まず初めに、平成２８年度の鷲宮地域会議の進め方についてでございますが、昨

年の会議と同様に、翌年度・平成２９年度に実施する事業について、検討・協議をい

ただきたいと存じます。個々の会議の開催や進め方については、皆様の協議により

決めていただきますが、予算を伴う事業については、本年１０月末までに決定をいた

だきたいと存じます。

平成２９年度に取り組む事業につきましては、昨年の会議の経過から、鷲宮地域

会議では、コスモスをきれいに咲かせるための土壌改良を継続して実施することが合

意されておりましたが、その方針を再確認させていただきたいと思います。その上で

圃場整備は目に見えにくいことから、目に見える事業として、何に取り組むか。例え

ば、平成２８年度の実施事業では、目に見える事業としてベンチの設置等を行います

が、平成２９年度には何を実施するのかという課題があります。

 これらの点について皆様にご検討・ご協議いただきたいと思います。 
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石川座長 　今、事務局から説明がありましたとおり、平成２９年度に取り組む事業について、ま

ず最初に、鷲宮地域会議では、昨年、地域会議の取り組みとして、コスモスふれあい

ロードの土壌改良として圃場整備を進めていくということを決定しておりますが、このこ

とについては、ご了解ということでよろしいでしょうか。

＜意義なしの声を受ける＞

　それを基にして、その他の目に見える事業についてご意見・ご提案はありますか？

　ご発言がございましたら挙手をお願いします。という段取りでございます。

髙橋構成員 　目に見えるか見えないかわかりませんけども、先ほどＢ案の話がありましたね、そう

いう交通安全対策についても少し検討する必要があるかと思うんですけど。

石川座長 　他にはございますか、たとえばベンチとか看板とか、そういった目に見える整備とい

う点では、ご意見ございませんか。

岡田課長 　昨年度の協議の中でベンチが低いというようなご意見も頂戴いたしまして、昨年の

地域会議の中でご提案いただいたことでございますけども、わたしども通常の業務の

中でもコスモスロードの管理を行っているという関係がございまして、その意見をいた

だきまして、昨年度のうちに、低い場所を嵩上げさせていただきました。ご報告がまず

一点です。それともうひとつ、先ほど新しい機械をご購入いただいて、利用させてい

ただいて本当に助かっております。実はその背景がございまして、昨年度の３月でご

ざいますけども、２７年度末に、機械が実は壊れたんですよ、管理機が、２台ございま

して、２台とも壊れて、修理費をだすと、購入する価格の半分以上の修繕費がかかる

という見積もりが今でてきてまして、もうちょっとたてば、地域会議の機械が入るから、

修理は待とう、ということで早々に地域会議の機械を購入いただきまして、そちら使わ

せていただいてるという現状がございます。当初の考え方ですと、壊れてしまった機

械プラス、地域会議で購入いただいた機械を使って効率的にやっていきたいという

考えをもっていたわけなんですけど、既存の機械がもう使えない状態になっていると

いうことで、できましたら次年度もご協力いただければありがたいなとい考えておりま

す。通常の予算のほうでとってやっていければいいんですけど、いまなかなか市の予

算も厳しくて難しい状態なんですね。

石川座長 　昨年同様２台ほしいということですか。

岡田課長 　ありがとうございます、そのとおり。実はコスモスロード、昨年のあたまに概要のほう

説明させていただきましたけども、延長が 5キロとされていますが、両側で１０キロ、コ

スモスの花を三列植えれば３０キロ耕運するんですね、それを通常の管理機で、どう

してもやっているということも、それだけじゃなくて、じゃりをかき回しているわけですか

ら、どうしても無理がいくということもございまして、決して使いが荒いとかなんとかとい

うことではないと、現場のほう信じておりますけれども、ちょっとそういった背景がある

のもお考えいただければいいなということで、よろしくお願いします。

石川座長 　いかがですか。事務局の方からそういう提案がありました。

染谷構成員 　機械の更新とかっていうのは、通常の場合、購入して何年たってるとか、修繕費用

が今までどうしているかという経歴が、予算要求するには必要だと思うんですが、その

へんはお知らせいただけるんですか。

岡田課長 　今の機械は合併以前に購入した機械でございまして、合併後すでに７年、丸６年過

ぎてるということでございますので、機械の対応年数は当に過ぎているものなんです

ね、家庭用のというか、本当は大型の大きい機械で、できればいいんですけども、どう

しても、うね幅が限られるものですから、そんな大きな機械をいれて作業するということ

ではないもんですから、家庭菜園とは申し上げませんけども、俗に言うマメトラ的な機

械で３０キロ耕運するわけです。一回で３０キロなんですけど、それが複数回という形

になりますので、どうしても機械に無理がいくんですね、そういった状況をご理解いた

だければと思います。
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石川座長 　今、事務局のほうから耕運機の追加購入を、ひとつのテーマにしてほしいという、平

成２９年度事業としていかがでしょうか、皆さん。

足立構成員 　今どれくらい耕運機あるんですか。２台だけじゃないんですよね。この２台で、正直

ね、この対応年数もすぎるような、小さな機械で、なんであんなにロードを広げたのか、

ちょっと距離を広げたのがわかりませんけども、だいたい、これだけの機械しかなくて、

市でやろうとしたときには、もともと、私たちに呼びかける前に市のほうできちっとした

機械っていうのは整備をして、そしてロードを広げて進めていくっていうのが普通です

よね、ところが家庭用の耕運機であれだけのをやろうっていったら、無理があるのはあ

たりまえのことであって、２台であれやれっていうのは、やってる人が気の毒です。いく

らなんでも。だからもし本当にね、その辺のところを改良するっていう、一番大変なとこ

ろが、これ２つでやっているっていうんじゃ、うまくいくわけもないし、時間ばっかりか

かっちゃうので、この辺はもっとしっかり考えていかなければならない、２台で済むの

かですよね。

石川座長 　だから、平成２９年度の事業予算の中に新たに耕運機２台を追加として入れてもら

えませんかというご提案なんです。

足立構成員 　４台で大丈夫なんですか。

岡田課長 　おっしゃるとおりでございますね。あれだけのコスモスロードの規模の中で２台という

お話をさせていただくと、びっくりしちゃうようなことだと思います。ただ、コスモスが

あって、ポピーがあってということで年間何回もやることなんですけど、切替時期につ

いては、大きなトラクターで何もないときは、ある程度やわらかくして、種が入ってから

草退治として表面を実施するということで、作業員多く投入できれば一番よろしいん

ですけど、現実的に地元の方に、ボランティアで除草をお願いしてる他に、ほぼ毎日

のように、うちの作業員、臨時職員ですけども、入れて作業してます。現在臨時職員４

名で交代勤務の中で作業をさせておりますけども、大体、シーズンが近づいてきます

と、フルにお願いするようになりますけれども、大体２～３人ぐらいな人数でやっており

ますので、機械の台数とすると、故障さえなければ、そこそこ追いつく台数、それと故

障の程度にもよりますけれども、その機械で耕運する以外の作業もあるものですから、

こまかな修繕であれば、行いながらこなしているというのが実態なんですね、おっしゃ

るとおり２台ですと、心もとないものですから、地域会議のほうにお願いをして２台に追

加になったので、今年はいいねというふうにわれわれは思っていたわけなんですけど

もその矢先に３月に故障してしまったということでご理解いただければと思います。

石川座長 　古いのは使えないということですね。

増渕構成員 　今の話聞きますと、２９年度で追加２台じゃ遅いんで、現在の２８年度の予算の中で

土の入れ替えを減らして、２台買わないといけないのではないのですか。

石川座長 　それはだめなんですよ、もう決めちゃいましたから。

増渕構成員 　５００万て予算じゃなくて中身も決まってるの？

石川座長 　決まってますから。終わったことですからさかのぼらないように。

増渕構成員 　時間的には終わってないから、予算的には終わっているけど、なんとかできないん

ですか。
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染谷構成員 　６ページみると、備品購入費で、ベンチが１５０万あるんで、このベンチを、管理機、

耕運機２台だと今年３５万円ですか、かかってるようですけど、３５万円はベンチを減ら

せばできるんではないではないですか。科目の中、要するに節も何も変わりないから。

  ２台でよさそうという話もちょっとありましたので。違う話で。

　４ページで、今年の予算の中身を見ますと土の入換えは、設計では３００メートルで

２４５万くらいかかると、そうすると先ほどの説明は、両岸で１０キロあると、３００メートル

２５０万だと、５００万かけても、倍の６００メートルやっても十何年かかるわけですよね、

目的は、土の入換えをこのお金でぜひやって花咲かせようというのに、ゴールがあま

りにも遠いと、そういうふうなもので考えると、機械が２台具合悪くなったのは、１台は

市の通常の予算でなんとかしてもらって、こちらの土の入換えに重点的に対応しない

と、本当にいつまで続く事業だかわからないとういう話もありましたけど、途中までやっ

たら、あとできないよと、それだと、かなり不公平感がでてくると思うんで、土の入れ替

えを安い単価でできる方法を一生懸命探していただいて、５年でやっちゃいますよ、

とか、そういうふうなものでやらないと、この事業始めたけどいつのまにか終わっちゃっ

たねということになりかねないので、目的がそういうふうな目的だとしたら、５年以内で、

しっかり同じようなレベルに、各区間しましょうよとか、ぜひ、そういう認識でやっていた

だかないと、最後にやってもらうところがどこかあるわけですけど、やってもらえないと

ころは、ちょっとたまらないかなと思うんで、機械のほうも今あるものは、２台がだめなら、

部品をあわせて１台にして頑張るとか、それでも、去年２台が３台になるわけでしょうか

ら、頑張っていただいて、入換えの方に重点的に取り組んでいただくというのが、ぜ

ひ、お願いしたいという意見ですけど。２９年度。

石川座長 　とういうご意見です。他にご意見ございませんか。

足立構成員 　機械の購入は、私はいいと思いますので、それに対しては。

石川座長 　今、足立構成員のほうから、そういうお話もありましたが、２９年度の事業予算の中か

ら、耕運機を２台購入するということは、この会議でお認めていただいてよろしいです

か。

（「はい」「賛成」の声）

　ありがとうございました。

中島構成員 　よろしいですか、土の入替えのほか、もうちょっと、地域会議でこういうことやってい

るよという、一般の皆様にも目に付きやすいような事業、何かということで、提案のほう

させていただいてまして、今回は会議資料も事前にお送りしてございません。どういう

テーマでということも、皆さんなかなか、こういう場に来てという、記憶のあるかたも、な

かなか１年近くたっちゃいますと、あれだったのかなと思って、新しい事業を、こういっ

たものが考えられるんじゃないかというのは、少し一回持ち帰っていただいて、去年こ

ういったことをやったらいいんじゃないかということで、アンケートといいますか、そう

いったもので、いろいろ提案をいただきました。そういう形で、今年も、ある程度期間を

おいて、皆さんのほうで、目に見えるような事業ということで、こういったものが候補が

あるよというものをお寄せいただいた上で、次の会議の中でそれを検討していただく

というのが、よろしいのかなと、思ってます。どうでしょうかね。

石川座長 　今、支所長のほうからそういうお話もありました。いろいろ、鷲宮地域のＰＲというのも

ひとつのコスモスロードの目的だろうと思いますので、それについて、ご意見がある方

ひとつお願いいたします。
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染谷構成員 　木製ベンチを１０基設置するというようなことですが、ベンチはコスモスロードでどれ

くらい設置するかという、そんな計画はありますか、もしそういうのが何もなくて、もう少

しベンチの設置をということでしたら、埼玉県の秩父のほうでは、芝桜のときに、秩父

農工科学高校の生徒さんでベンチを作ってもらってそれを設置するというので、その

設置すること自体が話題となってます。市内にも工業高校あるので、ぜひそちらお力

も活用いただいて、安く、それで話題性がある、そういうふうな取り組みをしていただ

けたらと思うのですが、よろしくお願いします。

石川座長 　他にありますか。

中尾構成員 　先ほど支所長おっしゃったように、一度持ち帰って、一ヶ月ぐらいお時間をいただ

いて、今のベンチの件も含めて、個人の意見もなくはないんですけども、そういうふう

にしたいと思いますので、様式があれば、フリーならフリーでよいのですけども一回持

ち帰りたいと。よろしくお願いいたします。

事務局 　お話のありましたとおり、この会議の中で、すぐに皆様に意見を出していただいて、

集約するというのは、困難でございますので、私どものほうで記載してご提出いただく

ものを作成いたしました。これから配らせていただきますのでお待ちください。

石川座長 　今から事務局のほうから、書面を配るそうです。

　去年は、だいぶトイレのことで話が紛糾しましたけれども、まだそれは、継続してある

わけですけどね。

小森谷構成員 　私、今回４月１日のほうで着任いたしました、副支所長の小森谷でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。先ほど構成員のメンバーとして、参考資料の４、見させ

ていただいていた中で、各４地域の地域会議の中で、栗橋さんのほうを見ますと、ＰＲ

ということで、観光の、印刷製本というんですかね、そういうのを使ってＰＲする、先ほ

どいわれましたように綺麗に花を咲かせよう、土壌もできるだけお多くやろうと、ただ、

もし目に見えるもので人を集めるものということで、ＰＲも必要じゃないかなとというのも、

私も考えております。そういったところで、また、それをやるには、スタンプラリー、まあ、

なにかやる、１０キロ、私歩くのはつらいなと、じゃ貸し自転車かなとか、いろんな案が

えるかと思うですが、私も私なりに考えさせていただいて作らせていただきますので、

皆さんのほうもよろしくお願いいたします。以上です。

岡田課長 　先ほどちょっとベンチの話題が出てきたものですから、補足的に説明をさせていた

だければと思います。昨年地域会議連続の方は、議論されてるので、記憶の中にあ

ろおうかと思いますけども、今現在ベンチが、石のベンチが４３基、その他に木製のベ

ンチが合計１０基、右岸が６基、左岸が４基というかたちであります。これすべて、寄付

でいただいたベンチでございまして、ただこの木製のベンチが、だいぶ傷んできてい

るということで、それの更新をしようというような、今年の予算、地域会議の中での取り

決めであったと認識しております。今後のベンチの数がどうなんだと、いうようなご質

問もいただきましたけども、担当課といたしましては、昨年の地域会議の中でもお話さ

せていただきましたけども、利用率はけっこう利用されております。ただ、すわるベン

チがないのか、といったら決してそういうわけではなくて、１００%使われていて、座りた

いんだけど立っているという状態ではないものですから、配置の具合とするとそこそこ

適当な配置になっているのかなというふうには思っておりますので、本年、また、当面

の間は、既存のベンチの数でやっていきたいなというふうに考えております。ベンチ

の更新については、今年度予算化いただきまして実施いたしますので、危険なベン

チもない、使いにくい低いベンチも昨年度のわれわれの通常の管理費の中で対応さ

せていただきましたので、ベンチに関しては当面は大丈夫なのかなという感覚で、担

当課としてはおります。

石川座長 　２９年度には、ベンチの問題は討議しなくても間に合うと、こういうことでございます

ね。いったん２８年度で完結しているということでございますね。
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岡田課長 　地域会議皆さんの中で、もうちょっとベンチあったほうがいいよということであれば、

それはまた別の話になるかと思いますので。

足立構成員 　今、ベンチといっても、丸太みたいになっていて、ちょっと腰がふっとおけるようなベ

ンチがすごく多いですよね、なにげにどすっと座らないで、立っている姿勢で、ぽこっ

とお尻をかけられて、すっとするベンチ、お洒落なそういうちょっとしたベンチが結構、

今流行っていろんなところに設置していると、そういうのも綺麗な感覚で見えるベンチ

の中ではお洒落っぽくなっていると思います。

石川座長 　そういうものも含めて、今メモがまわりました、要するに、平成２９年度鷲宮地域会議

に取り込む事業についてということで、例としてひとつでております、このうち、１番か

ら、３番まで新たな提案をしていただいて、それを皆さんで検討するということでいか

がでございましょうか。よろいいでしょうか。

足立構成員 　あくまでも自由ですよね、この提案は。ロードに関わることじゃなくて、いいってことで

すよね。

事務局 　あくまでコスモスふれあいロードに付随するものでになります。

石川座長 　あくまでも、コスモスふれあいロードに関わる課題として、こういうものがいいよ、ああ

いうものがいいよ、という、今、足立さんが提案されたのもひとつのご提案ですから、そ

ういうものも含めてご記入いただいて、次回の会議で取りまとめるということでいかが

でしょうか。

事務局 　こちらの用紙は、提出につきましては、７月２９日（金）までに総務管理課までご提出

をお願いできればと思います。

提出方法につきましては、郵送、FAX、メールでの提出をお願いいたします。もち

ろん、総務管理課に直接お持ちいただいても結構です。お寄せいただいたご提案を

一覧表にまとめ、次回会議前に皆様にお送りしたいと考えております。 

石川座長 　よろしいですか。

中尾構成員 　ひとつお願いがあるんですけど、今回２９年度から新任の方がいらっしゃるんですけ

ど、２８年度にわれわれは、さんざん議論を尽くしたわけではなくて、３回、４回議論を

して、合意に至ったことを提案して認められたということでありますので、２９年度それ

を新たにね、蒸し返すようなことはないようにしていただいて、それを、２８年度を踏ま

えて、プラスのご発言を皆様にお願いしたいし、特に新人の皆さんは、２８年度、事務

局のほうから、議事録なり概要なり、手に入れていただいて、プラスアルファの議論を

進めていきたいと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。

石川座長 　今、ご発言があったようにですね、この事業が継続事業ということでございますので、

やはり、昨年度の事業経過をよく知っていただいた上でないと、また誤解を生じる結

果となりますので、ひとつ、もし新任の方で、そういったものがない場合、記録のない

場合は、事務局から取り寄せていただいて、昨年度の進行をよくご確認いただきたい

と思います。よろしいですか。

齋藤副座長 　何か表に見えるようなということですので、参考なんですけども、今、丁度菖蒲では、

ブルーフェティバル、ここのコスモスでも今まで、コスモスフェスタというものやっても１

日、２日で終わっていたんですよね、花というのは１日、２日じゃ終わらない、時期は

難しいですけど、イベントはイベントの日にちで決められても結構だと思いますけど、

６月５日から６月２６日まで、ブルーフェスティバル、これやってますので、なんかこう

いった意識で、このコスモスロードも宣伝できると、いいのかなという気がいたしますけ

ども。見えるということではですね。
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中島構成員 　コスモスロード、最初、旧鷲宮町で本多町長がやるということで、イベントが、どうせ

花を見ていただくのなら、イベントがあると何倍も楽しいということで、当初３週続けて

土日に、まあ、ウイークデイだとなかなか難しいということで、やったんですが、なかな

か３週続くと、お客さんの関係もありますが、やるほうの主催側の体力が、もたないと

いうことで、そういうところがありまして、いろいろ関係団体との連携でもっていければ

と考えております。

齋藤副座長 　あんまり骨折ってくれという意味ではない。何か花があってもったいないから、来てく

れてる人が、自由に散策できる期間ですよ、というような意味で、何か、花がもったい

ない気がするので。

石川座長 　今、齋藤さんからもお話がありましたように、それでご意見を、７月２９日までに、ひと

つメモで、事務局のほうへご提案いただけるとありがたいと思います。それでは、先に

進ませていただきましてよろしいでしょうか。続きまして、議題３の、その他、次回の会

議日程についてへ移ります。事務局よりお願いいたします。

事務局 　第２回鷲宮地域会議の日程でございます。次回の会議につきましては、皆様からご

提出された案を取りまとめまして、第２回の会議において検討・協議をお願いしたいと

考えております。つきましては、８月２２日（月）、８月２４日（水）、８月２５日（木）のいづ

れかの１０時で設定させていただきたいと考えております。

石川座長 　今、事務局から日程の提案がございました。８月２２日、８月２４日、８月２５日のいづ

れかの１０時から開催を求めております。皆さんどの予定がよろしいでしょうか。２２日

という声がでております。２２日ご都合の悪い方、いなければ２２日でよろしいですか。

２２日（月）ということでよろしくお願いいたします。

事務局 　次回は、８月２２日（月）の午前１０時から第２回鷲宮地域会議を開催しますので、ご

出席くださるようお願いいたします。通知を送付させていただきますので。

石川座長 　次回は、８月２２日（月）の午前１０時からということで第２回鷲宮地域会議を開催い

たしますので、ご出席の程、よろしくお願いいたします。皆様のご協力によりまして、

全ての議題を終了することができました。ご協力ありがとうございました。事務局のほう

へお返しいたします。

事務局 　石川座長ありがとうございました。その他全体を通して何かございますでしょうか。

久保構成員 　本日いらしてる方には、わざわざ連絡しなくても皆さん手帳にお書きになってるよう

ですから、今日欠席している方のみに連絡していただければ、経費の節約にもなる

んじゃないかなと思いまして。

石川座長 　それは、メモとしてちゃんとだしてもらったほうがいいです。

事務局 　皆様からお出しいただいたものを集計して、またお送りさせていただきますので、出

席されている方、欠席されている方、皆様に対してお送りさせていただきます。

石川座長 　それは、ぜひお願いします。会議があっちこっちから来るんで、ひとつやふたつじゃ

ないんで、今日も実はだぶってるんです。

事務局 　それでは、以上をもちまして平成２８年度第１回鷲宮地域会議を閉会とさせていた

だきます。誠にありがとうございました。
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　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２８年８月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　卯  月　正  夫  　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　鈴  木　美  栄  子  　　　　

（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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