
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   皆様、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２回鷲宮地域会議を開会させていただきま

す。

  私は、本日の司会を努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、始めに、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  　改めましてこんにちは。今日は早朝より雨の中、また、これから風も強くなる、台風が

我が地域にも迫っている中、ご参集いただましてありがとうございます。また、今日は

この地域会議の中で、平成２９年度における事業を最終確定ということになるかと思

いますので、皆さんのご意見をいただきながら、方向性を定めていければと思ってお

りますので、よろしくご協力の程をお願いいたします。

事務局 　ありがとうございました。

　なお、本日は、足立様、中尾様、松本様、宮城様、齊藤様、増渕様から、欠席の連

絡を受けておりますので、ご報告させていただきます。

　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２回鷲宮地域会議次第、

　会議資料１　平成２８年度コスモスふれあいロード推進事業に係る執行状況

　会議資料２　広報くき掲載原稿

　会議資料３　平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る取り組み　案

　先ほど追加で、取り組み案をまとめた事業案を追加させていただきましたので、計５

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。

　（１）「軍手とごみ袋の購入」について、ご報告いたします。

　会議資料１「平成２８年度コスモスふれあいロード推進事業に係る執行状況」をご覧

ください。

　軍手とごみ袋は、コスモスふれあいロードにおける草取り用として、軍手１，１４０組、

ゴミ袋１，５００枚を需用費から購入させていただきました。

　土の入れ替え工事につきましては、１１月頃に測量設計業務を行い、１２月以降に

工事を実施する予定でございます。

　また、第１回鷲宮地域会議において、備品購入費から圃場管理用の耕運機、草刈

機を購入し、活用していることを報告させていただきます。

　なお、木製ベンチの更新につきましては、コスモスフェスタにあわせ、９月下旬に１０

基の更新を予定しているところでございます。

　また、構成員の渡邊様より、「ものつくり大学からのベンチの寄付を活用してみては」

とのご提案がございました。

　このご提案の内容につきまして、ご説明いただければと存じます。 
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渡邊構成員 　木製ベンチということで、前回６月の会議のときに、提案しておけば良かったのです

けれど、その時点でははっきり考えていなかったので、できなかったのですが、かつ

て、桜田３丁目で区長をやっていた方が、ものつくり大学のほうで働いていますので、

それで話をもっていったら、６月の時点でもらえるという話をいただきました。

　その時点で、話を進めていれば、１０月のコスモスフェスタに間に合ったと思うんで

すけれど、今、手続きをしてもおそらく１２月、あるいは年越すかわからないから、書類

だけ早めに出していただけないかということでした。書類の出し方でありますけども、

地域会議の名前で結構ですから、ということで了解を得ておりますので、それで出し

ていただければと思います。

　継続性がありますので、本年度５脚ぐらい出していただいて、来年もまた申請して、

いただける形になると思いますので、その辺も継続性があるかと思います。ただ、作っ

ていただいたものは、ものつくり大学の学生が作るものですから、それを引取りにいか

なければいけないということもあります。それは、環境経済課がやっていただけるよう

進めておりますので、まず、書面を出していただいて、その後日程がはっきりすると思

います。　

　以上簡単ですけど、ベンチの寄贈についての経過報告とさせていただきますので、

よろしくお願いします。

事務局 　ありがとうございました。

　事務局といたしましては、平成２８年度に更新予定としておりましたベンチ１０基と渡

邊様からのご提案のありました、ものつくり大学からの寄付によるベンチ５基程度を、

市民の憩いの場としてコスモスふれあいロードの充実を図るため活用していきたいと

思っております。 

　以上が、報告事項（１）でございます。

　ベンチの寄付による設置につきましても、ご提案のとおり履行させていただいてよろ

しいでしょうか？

石川座長 　質問はありますか。

染谷構成員 　それの前に、私最初からじゃやないんで、ちょっとあれなのですけども、前回の会議

の後、帰りがけに、古川橋の脇の木製ベンチを見させてもらったのですが、鉄の部分

の脚の部分は全然傷んでないし、木の方も腐ったりしてない、木質部分は、黒くなっ

ているんですけども、なんでこれ更新しなければいけないのかなと、５００万のお金の

中からもったいないなと思ったんですが、そのへんについての、事務局といいますか、

こちらのほうで取り上げたときの経緯などを教えていただけたらと思うのですが。

事務局 　以前に設置してから、日にちのほうが随分経っているのもありますし、日が当たって

随分劣化も進んでいるという状況があるかと思います。お話のとおりですね、部分的

に、木が腐っているとかあるかとは思うんですけど、完全に椅子自体が使えなくなる

前に、今回予算を計上することができましたので、新しいものに、更新させていただけ

ればと考えております。

染谷構成員 　繰り返しになります。５００万きりないんですよね、実際に、見ただけでなくて、触って

みて、動かしてみて、危ないかどうかで判断すべきと思うんですよ、１７０万かかるんで

すよね、今、渡邊さんのご配慮で、５基を無償で送られるのかもしれないですけど、そ

れも、やっぱり、５００万がもったいないんで、いろいろやられた結果だと思うんです、

端からみてというだけでは、５００万のお金を使うのに、もったいないかなと思うんです

が、この前の会議で、数増やすのかといったら、数は、１０基くらいで、設置者の了解

を取って、更新をしたいんだという話もありましたが、その了解がどうなっているのかの

説明もなかったし、本当に変えなければいけないのかという、そこのところがはっきりし

ないんで、質問させていただいたのですが。
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石川座長 　 あれは寄贈されたものでしょ、それを使えるのに、更新をするというのもなんだから、

更新するのは更新するで２８年度予算で更新して、新たなところに設置したらどうなん

ですか、それで使えるのはそのまま置いといたらどうなんですか？今後も、渡邊委員

から提案のあった寄贈を随時増やしていくということで、再検討したらどうなんです

か？　今、染谷委員のほうから、そういう提案もあったわけですから、そのへんの意見

も大事にして、ただ単に予算がついたから、前のやつは捨てちゃえよというのではな

くて、使えるものは使うと。

岡田課長 　私共も、使えるものはあえて交換する必要はないと思うんですね、ただ、そのベンチ

につきましては、鉄というような話もありましたけども、鉄でなくプラスチック製なんです

よね、耐用年数的な話もありますので、もう一度目視ではなく、１基１基見させていた

だいて、まだまだ大丈夫だろうと確信が持てるところについては、残してもよろしいか

と思うんですけども、場所によっては足元の固定が、甘いのとか、腐ってしまっている

のとか、天板のところが、稼動部になっているベンチがあるんですね。そこも危険だろ

うという判断がありまして、交換ということをお願いした経緯もあるんですね、ですから、

その辺もいろいろ見させていただいてもう１度検討させて下さい。

染谷構成員 　１基１基点検して、その結果でやっていただくことについては、何ら異論はございま

せん。それと前の会議の時に、寄贈者の了解を取るという話もあったけれども、それも、

どうなってますか。

事務局 　現在のところ了解は取ってないです。

染谷構成員 　９月に実施するんで、いつ取るんですか？

石川座長 　その場合は、破損したので交換させてもらいますという、寄贈者のほうに了解取って

もらってくださいよ。

事務局 　はい、わかりました。

岡田課長 　ものつくり大学のベンチの件で、渡邊さんにお伺いしたいんですけども、実はその

寄贈でいただけるというベンチの情報を得たくて、ものつくり大学等のホームページを

見させていただいたんですね。その中で、写真で出てくるベンチというのが、すごく大

きくて。当然、検討するにしても、設置場所の関係もあって、片面３人掛けくらいのベ

ンチをイメージしておりますが、写真で載っているのが、両面で縦に６人、もっと座れ

るんですかね、だいぶ大きなものが紹介されていたんですね、その辺が分かれば、

方針など検討しやすいのかなと思いますので、大きさなどの情報いただければ、あり

がたいと思うのですが、宜しくお願いします。

渡邊構成員 　同じような３・４人掛けだという話です。

事務局 　続きまして、（２）「広報くきへの掲載について」、ご報告いたします。

　会議資料２をご覧ください。

　９月１日号の広報くき掲載原稿となります。この中で、「鷲宮地域会議の提案により、

草取り活動等に伴う軍手・ごみ袋をご希望があるボランティアに必要に応じて配布い

たします」としております。

　今回購入いたしました、軍手とごみ袋は、コスモスふれあいロードの草取りボラン

ティアからのご希望に応じて、総務管理課にて配布を行うものです。 

　以上が報告事項でございます。何かご質問等はございますか？

石川座長 　私のほうから質問させてもらえれば。

　現在までに、ゴミ袋、手袋等の申出ありましたか？

事務局 　１件ございました。

石川座長 　そういうのもちゃんと報告してくれないと、我々としては、どこがどのような状況で活

動に参加してくれているのか、なかなか、掌握しきれないから、ぜひその辺は、進捗

状況を報告していただきたいと思います。
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事務局 　それでは、次第３、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 　それでは、会議に先立ちまして、本日の会議録署名人につきましては、前回からの

引き続きいうことで、　齋藤　勝　様と　中島　三男　様によろしくお願いしたいと思い

ます。

　それでは、議題（１）「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る取り組

み」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３「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る取り組み　案」を

ご覧ください。こちらは、構成員の皆様からお寄せいただきました取り組み（案）をまと

めたものでございます。なお、１５件の案をいただきまして、ありがとうございました。

　お寄せいただいた取り組み（案）の概略を説明させていただきます。

　～資料３の事業・目的等を説明～　

　以上が、お寄せいただいた、「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る

取り組み　案について」でございます。

石川座長 　ありがとうございました。

　今、事務局の方から説明がありました報告につきまして、ご意見やご質問、また、新

たな提案等がありましたら、挙手をお願いします。

　多くの皆さんのご意見をいただ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。

髙橋委員 　場所が確認できなくて申し訳ないんですが、１４番と１５番の場所をもう少し具体的

にお願いできませんか。

中島構成員 　１４と１５については、私のほうで提案させてもらったのですが、コスモスふれあい

ロードは、両岸に管理用道路として、４メーターの舗装と、２メーターの舗装がありまし

て、４メートルのほうはかなり広いんで歩きやすい。ただ、２メーターのほうが結構狭

いっていう、人がいっぱい入ると、ちょっと歩きにくいんだっていうのがあったんで、そ

れを１メートルくらい、許可が取れるぐらいの範囲で、舗装みたいな形で、広げてやる

と、昔のコスモスロードってのは、舗装以外のところ全部、民地との境まで、花を植え

てたんですが、今、後ろ側は、結構スペースがあるもんですから、圃場の幅の広いと

ころは、１メーターぐらい広げても大丈夫かなっていうことで、図書館の第２駐車場、

古川橋、池田不動産屋さんのところ、あのへんから、本多花屋さんから、駅いくところ

の、橋の間くらい、丁度、東武の駅の方から人が入ってきて、ＪＲに抜けるあたりのとこ

ろの２メーターで、圃場の広いところを１メーターくらい拡幅したらどうかっていう、場所

的にはそこですね。

　１５番については、ここに書いてあるとおりなんですが、鷲宮中学校東側に葛西用

水路に霞ヶ関橋という橋があります、中学校を背にして、霞ヶ関橋を歩いてきますと、

Ｔ字路になるんですね、Ｔ字路になって右側にある田んぼ、陸田ていうんですかね。

道路を拡幅して、その残地が残ってるんですね。そこがロードや道路から見ると２０セ

ンチぐらい低いのかな、今はただ、空き地で、何もされてないということなんで、その辺

も、以前桜田の地区コミ協さんがそのひとつ下流の橋のところで、ポケットパークみた

いなところで、フェスタの時にイベントで、テント出したりとか、そういうふうにやってた

んで、埋めて、フリースペースみたいな形でおいとけば、何か使えるのかなと思いつ

つも、車が止まると、変な人が集まったりとかで、近所の人が嫌がるとか、そういうのが

あるんで、区長さんとか、ご近所とか確認しないと、ここだけで、進めちゃうとどうかなと、

そういった確認はしてほしいなと。
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石川座長 　前回の会議の中で、白石委員の方からトイレの設置の話があったところですね。そ

ういう話もあったんですが、提案事項について、１から１５まであるわけなんですが、こ

れを全部ひとつずつ、検討していく必要があるのかどうか、ご協議いただきたいと思

います。　

　私のほうは、１、２、３、４までについては、あまり、理解ができない部分なんですね。

というのは、コスモスロードの改善事業に、今年度は取り組みましょうということで、前

回会議が集約されてると思うんですね。そこに、今度お祭りということになりますと、ま

た、新たな企画をしなければならないし、コスモスフェスタ自体については、我々実際

問題として、関与を現在しておりませんので、これを新たな方向で、参加するかどうか

ということになると、また新たな方向性をつくらなくてはならない。地域会議では祭りま

では手が回らないんではないかなと思うんです。

　地域会議自体が、主催する祭りを行うんでしたら、また話は別になるんですが、その

辺について、皆さんのご意見、そうするとですね、まあ、いくつかの問題で、これ全部

取り上げていくと、かなりの金額にもなりますし、コスモスロードの改善事業が、どっか

にすっとんでしまうような。下の方の１４から１５番については、関連がございますから、

これに関わることについては、今、説明あったとおりなんですが、その他の部分で、い

くつかの問題、ひとつひとつ検討したほうがいいのかどうか、皆さんのご意見をいただ

きたいと思います。

髙橋委員 　今、石川座長が言われたとおりだと思いますね。

中島構成員 　今、座長が言われたこととは関係ないのかもしれないんですが、例えば、３番、５番

ですね、ホームページや何かで開花情報を出したらどうか、これは、すでにやってま

すので、環境経済課の方で、その時期になると、今の見ごろということで出してますの

で、この辺は運用の問題もあるのかもしれませんが、既に実施されてるということで、

どうかなと。

　私なんか内部の人間でもあるので、フォトコンテスト関係、運営が誰がやるのというと

ころがあるもんですから、商品代とかそういうのはあれなんですが、応募要領から受付

から、すべてを運営するほうが、地域会議でできるかというと結構難しいと思うんで、ど

うかなっていうのがありました。

　私、３点ほど個人的には提案させてもらったのですが、あとは、ここには書かなかっ

たんですが、ウォーキングができるような、歴史散歩マップ、郷土資料館のほうでも

やってるんですが、そういったものをコスモスロードをメインにしてやってもいいのかな、

ウォーキングマップですね、歩けるような看板をロード沿いにつけるとか、その２点をど

うかなという考えがありました。意見を集約するようなあれではないんですが。

石川座長 　そうすると、１番２番については、取り入れますか、それとも却下しますか？

久保構成員 　却下でいいと思います。

石川座長 　他にご意見ございますか？

齋藤副座長 　宮城さんの意見とか、私の意見というのは、コスモスロードがちゃんとできあがったの

を、いかに盛り上げるかというほうへ感覚がいっちゃいました。確かにこの１４番、１５

番、この辺を中心に地域会議では決めていただいて、そこに人が来て盛り上がったと

きに、どう対応するかという、次の段階がこういうことだと思います。なので特に商工会

がやっているコスモスフェスタの抽選会なんていうのは、新聞折込に参加券か何かを

つけると、わずかな景品代で地元の人に、新聞折込ですから、地元の人が来てもの

すごい盛り上がるんですよ。

　そういうのを見てると、他から来る人ではなくて、地元の人にコスモスロードの魅力と

いうのを見てもらいたいということで提案させてもらいました。宮城さんは特に観光協

会ですし、私は商工会という立場で、どうしても既成の施設ができてるうえでのことを

考えちゃいます。今日の会議では、確かにその地盤の整備とか、そういうことが重要

だというふうに思います。それで結構です。
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染谷構成員 　１番なんですけども、私の方では、スタンプラリーというのは、ある意味でやっていた

だくと、うれしいかなと思ったりしてます、実は、私どもの地区で管理しているのは、１

番最上流なんですね、ですから、スタンプラリーをやって、いろいろなところをまわっ

ていただくと、何らかの景品をとか、そういうふうなものを考えていただきますと、上流

から下流まで、満遍なく行っていただけるのかな、という意味では、大変こういうのを

やっていただくと、日頃のボランティアで草取りを一生懸命やっている人達にとっては、

取った後あまり来てないみたいよね、というよりは、励みになると思うので、１番は、い

いかなと私は思いました。

石川座長 　今のお話聞いてると、一つぐらい目玉があってもいいんじゃないかというようなお考

えのもとに、ひとつの宣伝効果として、スタンプラリーみたいなものもいいのではない

かというふうに理解してるんですが、その辺については、いかがでしょうか？ご意見は。

久保構成員 　意見というわけではないんですが、今年からコスモスフェスタ実行委員会のほうで決

めたことで、スタンプラリーとビンゴ大会ということで、景品を皆様に配ることにして、実

施することになっています。

　ただ、スタンプラリーは先ほどいわれたように、遠くのほうまでというのはなかなか、ス

タンプを押してくる人が少ないので、祭りをやっている近辺で終わってしまうんですが、

お子さんが対象ですので、コスモスであればコスモスを遠くのほうに置くということはな

いんですけども、道に多少かかってるくらいで、あとは敷地内でやっているような感覚

ではありますけども、一応スタンプラリーは実施します。

　それで祭りのイベントになるかどうかはわかりませんけども、ビンゴ大会をやるという

ことで、今年はコスモスフェスタといたしまして初めてのビンゴ大会ですので、皆さん

が力を入れているような気がしますので、やってみないとどうなるかわかりませんけど、

実施するということになっております。

石川座長 　それはそれでひとつそちらの方でやっていただいて、地域会議で、コスモスロード

の、とりあえず、改善工事を先行させて、それが終わった段階で、それまで地域会議

が続くかどうかわかりませんけど、終わった段階で、そういうことも地域会議として企画

していくという方向性だけはもっていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

久保構成員 　それで結構です。

石川座長 　それでは一応、今まで決めたとおり、皆さんのご意見がいろいろ出ましたが、第１回

で確認しましたコスモスロードの改善事業を最優先させるということでいかがでしょう

か？

（「はい」「賛成」の声）

　ありがとうございました。

　皆さんの意見がほぼ出尽くしましたので、平成２９年度に取り組む事業につきまして

は、意見の多かった、今、ご確認をいただきました改善事業に全力で取り組むという

ことで決定させていただきます。よろしいでしょうか？

（「はい」「賛成」の声）

　はい、ありがとうございました。

染谷構成員 　よろしいですか？改善事業は当然にしてやっていくけれども、その他、目に付く事

業、ソフトの事業で何かあれば次の会議でやりましょうということなんで、改善事業を

やっていくのは、もちろん前回の会議で決まっていて、今日はその他、あまり金がか

からないけど、こういうふうにやってんだというのを、目に付くようなソフトの事業の提案

があって、それを今日はということだったと思うんですが。
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石川座長 　それでは、今、ソフトの面で、事務局の方で、できそうなもの、ありましたらご説明願

います。

中島構成員 　１５件提案がありまして、スタンプラリー、先ほど久保委員の方から話があったとおり

で、以前図書館の第２駐車場でフェスタをやったときにもスタンプラリーはお子さんが

多いので、道路を横断させたり、そういうのは危険だということで、会場内で危険にな

らない、そんなスタンプラリーをやったことがありました。今も実施しているというような

状況です。

　あと、齋藤副座長おっしゃったように、非常に人気があるんですね抽選会って、で

すからそういったものに、コスモスのイベントで、ポピーの時かコスモスの時に使えれ

ばいいなという、そんな思いも、夏祭りの盛り上がりをこういったところでも、演出でき

ればというような気がしました。フォトコンテストについては、先ほどの運営の問題があ

るんじゃないかということ。

　８番の表彰事業、これ昔からありまして、草取りボランティアさんや何かが入った時

に、うちはこんなにやってるよと、ただ、競争心を煽ってしまうところもありますので、そ

ういうようなものじゃないよというのがあったものですから、かつては、こういうものにつ

いては実施はしないという、そんな意見がありました。

　あとは、これもあったんですが、ライトアップも夜間ずっとコスモス照らしてると咲かな

くなってしまうものですから、ただ、鑑賞の時だけ一時やるというんですかね、コミュニ

ティ広場で桜のライトアップしたりとか、集中期間を設けるという点では、予算関係が

書いてないですが、実行委員会に委託をすればできるのかなと、そんな思いはしまし

た。１３番で書いたのは、先ほど座長が言われたように、地域会議で今のところ何かや

るというのはちょっと難しいと思うんですね、ただ、コスモスロードに、ポピーとコスモス

が植わってまして、ハード面をやろうという合意があるのですが、染谷構成員も言って

たんですが、ソフト面で何か目に付くようなもの。

石川座長 　のぼり旗でもいいのでは。ロードだけでなく、駅前や各所に立てるような。たしかそう

いう提案もあったよね。沿道にずっと花に負けないように立てるとか。ロードマップなん

かもね、できるのどうかという問題があるんですけど、地域会議でみんなで取り組みな

さいなんて言われたら、ちょっと無理が出てくるかと思うんですけど、役所の方でそう

いったものができるのかどうか。それの費用はどれくらいでできるのか、例えばコスモ

スロードにね、来る人に、誰がやるかわかりませんけど、散歩する人に、駅頭チラシみ

たいな形で、なんとかやるというような、方法もあるんではないかなと、ロードマップの

配布なども、ひとつの事業として地域会議として取り組むこともできないことはないで

すよね。

岡田課長 　今、マップという話をいただきまして、マップの方は、実は、行政ということではなくて、

商工会さんの方で、裏面に広告を入れて、商店さんの方に足を運んでもらいたいと、

回遊をちょっと引き出すような目的で、くいもん屋マップという、すごく見やすいものが

作られてまして、それも役所や商工会で配ってますけども、その他ロードに濡れない

ように工夫して置いて配布してるんですよね。

　それと競合ということはないんですけど、それがあります。

　あと、のぼり旗という話もいただいてます。のぼり旗については実は既にやってるん

ですね、ただ、ロードにつけてるだけで、数が少ないんです。例えば、せっかく鷲宮と

いう名称のついている駅で降りても、今、コスモスが咲いているのか咲いていないの

かわからないということも寂しいと私は正直思うんです。なので、９番の駅にのぼり旗を

掲出する案なんですけども、駅に限らず、のぼり旗はすごく目立ちますし、正直言い

まして、地域会議でいろいろご協議いただいて、コスモスに梃入れしていただくのは、

ものすごくありがたいのですが、裏方にまわってしまうというか、隠れてしまうところが

多いものですから、できれば地域会議の名称でも何か入るような、目立つようなもの

でもあれば、それはそれで、この地域会議として証にもなるでしょうし、９番なんかすご

く面白いなと思います。
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石川座長 　駅前とかそういうところにつけておけば、今、ロードは花盛りですよというような宣伝

にもなるかと思うんですけど。

岡田課長 　駅に限らずロードの方にも掲出させていただければいいのかな、と私は思います。

石川座長 　いかがですか皆さん、そういうご意見もありました。

　そのへんは事務局に一任してよろしいでしょうか。

（「はい」「賛成」の声）

　我々は考えるだけで、実際にやりくりするとなれば、結局は役所のほうにやってもら

うことになるわけですから、できる可能性のあるものと、それから予算措置がどの程度

でできるのかということを、次回までに報告していただいて、いくつかの課題について、

ひとつ報告をお願いしたいと思います。

中島構成員 　去年もそうだったんですが、役所のほうでコスモスロードの関係で、備品関係で必

要なもので、予算措置のできないもの、通常予算の要求でつくものについては、通常

予算で処置しますが、そうでないものについては、この中でみていただければ、みて

いただきたいという、今年も延長上みたいなところがあるんですが、それと合わせて消

耗品の軍手とゴミ袋、これは、２９年度も継続するという前提で。

　そのほか啓発事業で、９番の、のぼり旗がありました、１１番で土の入換えをもっとや

れという、これだとちょっと見えにくいんで、そういうのぼり旗と何かもうちょっと目に付く

もの、そういうもので検討させてもらうということで、どうでしょうかね。

石川座長 　その辺について、事務局のほうでは何かありますか？

事務局 　事務局のほうでも検討させていただきたいと思います。

石川座長 　それではそういうことで、よろしいでしょうか、皆さん。

（「はい」「賛成」の声）

　次回までに、案を作っていただけるとありがたいと思います。

　それでは、質問が終わりましたので、続きまして第２の議題、次回の会議日程などに

ついてに移りたいと思います。

　事務局のほうで説明をお願いします。

事務局 　第３回の鷲宮地域会議の日程でございます。

　昨年の例にならいまして、約１ヶ月後、彼岸後の９月２６日（月）・２７日（火）・２８日

（水）のいずれかの午前１０時で設定させていただきたいお考えております。

石川座長 　どれがよろしいですか？

染谷構成員 　２８日は、広報の配布日なんで、区長たちは出られないと思うんで、提案からはずし

ていただきたいと思います。

石川座長 　２６と、２７日という案がでておりますが、どちらがよろしいですか？

　２６日という提案が出ております。よろしいですか。では、２６日と決定させていただき

ます。

　それでは、議題２について決まりました。

　事務局で腹案ありますか？

事務局 　ございません。
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石川座長 　次回は、９月２６日（月）の午前１０時から第３回鷲宮地域会議を開催したいと存じま

すので、ご出席くださるようお願いします。

　それでは、議題３、その他についてに移ります。

　事務局より説明をお願いします。

事務局 　平成２９年度の予算措置について、ご説明させていただきます。

  平成２９年度鷲宮地域会議の予算につきましては、次回の地域会議の中で、予算

見込み額５００万円の内訳を決定する必要がございます。

　次回の第３回地域会議におきまして、今回の会議の中で平成２９年度に取り組む事

業として出た案につきまして、事務局で見積書等を参考に、予算要求額を決定する

予定でございます。

　以上でございます。

石川座長 　今、事務局から説明がありました。２９年度予算につきましては、次回の会議までに、

原案を作成して皆さんにご提案をさせていただくということでございます。よろしいで

しょうか。

　

（「はい」「賛成」の声）

　

　はい、ありがとうございました。

　ご意見がございませんね。

　皆様のご協力によりまして、本日の全議題が、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。事務局のほうにお返ししたいと思います。

　よろしくお願いいたします。

事務局 　石川座長ありがとうございました。

　それでは、以上をもちまして平成２８年度第２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。

　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９月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋　藤　　 　勝　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　島　三　男  　

（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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