
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

１　開会

事務局（山崎主幹）   会議を開く前に、事務局から３点ほど皆様にお知らせいたします。

　１点目は、本日の会議につきまして、小林邦直構成員及び島村志美子構成員

から、事前に欠席の連絡がございましたので、席は外させていただいております。

　２点目は、この地域会議は公開が原則となっておりまして、本日の傍聴人の定数

は１０人となってございます。傍聴人は傍聴要領に沿って傍聴することになります

ので、宜しくお願い申し上げます。

　３点目は、議事録についてでございます。本日の会議は、ほぼ全文に近い要点

筆記により、議事録が作成され、皆様の確認を経たのち、後日、市のホームペー

ジに掲載されます。お一人おひとりの発言が明記されますことから、発言にあたり

ましては、挙手等をしていただき、座長に発言の意思をお伝えしてからご発言い

ただくようお願い申し上げます。

　次に、お手元に配っております資料の確認をさせていただきます。

・第２回菖蒲地域会議次第　です。

・菖蒲地域会議構成員名簿　です。

　こちらは、第１回会議で石井構成員から選出団体の変更の申し出がございまし

たので、その申し出を受けて変更させていただいたものです。

・菖蒲地域会議への意見取りまとめ項目　です。

・菖蒲地域会議での検討･協議案　です。

　以上４点となりますが資料の不足はございませんか。

　それでは、定刻となりましたので、ただいまより第２回菖蒲地域会議を開会いたし

ます。

２　あいさつ

事務局（山崎主幹）

坪井座長

　開会にあたりまして、坪井座長よりごあいさつを申し上げます。

　みなさんこんにちは。

　ただいま事務局から話がありましたとおり、今日は第２回の菖蒲地域会議というこ

とで、皆様には大変お忙しい中、ご参集をいただき誠にありがとうございます。

　今日は、今までの暑さとうってかわりまして、過ごしよい日になったわけでござい

ますが、会議としては、恵まれたような感じをうけるわけでございます。

　そのような中で、これから皆様方にいろいろご審議をしていただくわけでございま

すが、後ほど事務局からこの地域会議の趣旨について、改めて皆様方にご理解

いただくような説明をしていただきたいと思います。

　と申しますのは、どういう事業でも皆様方と検討して地域が良くなるようにやって

いけるという話もあったわけでありますが、誠に残念ながらそれは大きな間違いで

ございました。極めて小さな予算を、地域の皆様方といろいろ話し合いをしていた

だきまして、その予算を有効に活用していただくという趣旨だそうであります。私と

してはちょっとがっかりしたわけでありますが、市といたしましては、そういう小さい

予算ではありますが、直接皆様方のご意見を反映して事業展開をしていきたいと

いう趣旨だそうでございますので、ご理解いただきたいと思います。

　また、このたびの構成員につきましては、各種の団体を代表しておりますので、

それなりに各団体の希望等もあろうかと思いますが、それを全部議論していくとな

ると、なかなか難しい問題もありますので、大局的に考えて菖蒲地域に何が一番

いいかということを十分議論していただきたいと思います。

　ざっくばらんに私のほうから申し上げますと予算は５００万円だそうでございます。
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ですから、いろいろ分割して有効に使っていただくのが、執行部の気持ちに沿う

のではないかなと思いますので、十分趣旨を踏まえていただきまして、ご協力をお

願いします。

　それと、お話にありましたとおり、審議会や議会と同じように傍聴ができる体制を

とっておりますと同時に会議録を作成し、インターネットで公開することになってお

りますので、十分自分の意見に責任を持って発言をしていただきたいと思います。

以上でございますのでよろしくお願いいたします。

３　議事録署名者の指名について

事務局（山崎主幹）

坪井座長

坪井座長

坪井座長

　３　議事録署名者の指名について坪井座長お願いします。

　それでは、議事録署名者については、私の方から指名してもよろしいでしょうか。

　　「異議なし」の声あり

　敷樋英夫さん、河原良子さんにお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

　

　　「異議なし」の声あり

　それではよろしくお願いします。

４　議事

事務局（山崎主幹）

事務局（山崎主幹）

事務局（山崎主幹）

坪井座長

事務局（山崎主幹）

　それでは次に会議に入りますが、その前に第１回会議で欠席されておりましたの

で、新井はま子構成員様、矢野義信構成員様に自己紹介をお願いいたします。

〔新井はま子構成員、矢野義信構成員自己紹介〕

　それと、菖蒲総合支所から課長等が出席しておりますので、自己紹介をお願い

します。

〔職員自己紹介〕

　それでは、会議に入らせていただきます。坪井座長、会議の進行をお願いいた

します。

　それでは、会議終了まで座長を務めさせていただきますので、皆様方のご協力

をよろしくお願いしたいと思います。

　それでは、議題（１）の地域会議の趣旨について、事務局から説明をお願いしま

す。

　地域会議の趣旨を説明させていただきます。

　地域会議につきましては、第１回の会議でも申し上げましたとおり、住民同士が

互いに支え合い、協力し合いながら、元気で魅力ある久喜市の実現を目的に設

置する住民主体の組織でございます。

　少子高齢化や人口減少時代が進展する中、各種のインフラ整備とともに、誰も

が暮らしやすさを実感できるまちづくりを進めていくことが必要となります。

　そのため、地域の特色を生かした取り組みや、地域の課題解決のための取り組

みについて、さらに地域の活性化につながる取り組みについて、市民目線で検

討・協議をいただくものでございます。

　そして、この地域会議において最終的に決定した事業について、各事業所管課
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坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

坪井座長

坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

において平成２８年度予算を措置し、事業を実施していくことになります。

　なお、予算額につきましては、菖蒲地区全体で５００万円を上限とするものでござ

います。１事業の上限が５００万円ということではなく、決定された複数の事業の合

計額の上限が５００万円ということでございます。以上です。

　ありがとうございました。ということで、趣旨につきましては理想的ではありますが、

理想に向かって議論していただくわけにはいかないと思いますので、ご理解して

いただきたいと思います。この趣旨については、よろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　次に議題（２）の会議の進め方についてでございますが、１０月頃までには結論

をお願いしたいということでございます。それに基づきまして、平成２８年度の予算

に盛り込むということでございますので、会議は数回しかできないと思いますので、

その進め方について、事務局から説明をお願いします。

　会議の進め方についてご説明を申し上げます。

　まずこれからの会議の回数と時期について申し上げたいと思います。

　例年、久喜市の来年度予算編成にあたりましては、事業担当課から財政課への

提出期限が１０月２０日頃となっております。このため、事業担当課は１０月中旬ま

でには予算内容を決める必要がございます。

　このため、菖蒲地域会議では、構成員の皆様には大変恐縮ではございますが、

今後、１０月中旬までの間に、月１回のペースで今日を含め３回程度の会議をお

願い申し上げたいと存じます。

　なお、１回の会議時間につきましては、出席者はもとより傍聴人等のご都合もあり

ますことから、１回２時間以内を目途と致したいと思いますので、宜しくご協力をお

願いいたします。

　次に、事業の絞り込みでございますが、今回の会議においてある程度の絞り込

みをして頂き、次回９月の第３回目の会議では、絞り込まれた事業の具体的な内

容と概算予算をもとにご協議を頂き、最終決定に向けた事業の選定を行っていた

だきたいと思っております。

　その後、１０月中旬開催の４回目の会議において、事業の最終内容の確認と決

定をして頂きたいと考えているところでございます。　

　構成員の皆様には、公私ともご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、宜しくご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

　ありがとうございました。ただいま、会議の進め方について、事務局から説明があ

りました。ご承知のとおり、期限が迫っているところを十分理解して、ご協力をお願

いしたいと思います。

　その点について、何かご質問等がありましたらよろしくお願いします。

　

　特にないようですので、事務局から説明がありましたとおり、今日を含めて３回程

度で結論に導きたいということで進めさせていただいて、よろしいでしょうか。

　「異議なし」の声あり

　それでは、そういうことで決定させていただきますのでよろしくお願いいたします。

　次に議題（３）の会議での意見の集約方法について、事務局から説明をお願い

します。

　意見の集約方法につきましては、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可
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坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

坪井座長

否同数の場合は、座長の判断に委ねるものと致したいと思います。以上です。

　これは、通常の会議と同じでございます。それぞれの立場で、それぞれの意見

があり、予算の取り方もあろうかと思いますが、予算の範囲が決まっておりますの

で、いろいろ集約をしていきながら、皆様の意見をまとめて、どれがいいかというこ

とを話し合いをし、最終的に賛否をとって決定をしていきたいという進め方でよろし

いでしょうか。

　

　「異議なし」の声あり

　それでは、そういうかたちで進めさせていただきますので、よろしくお願いします。

　それでは、議題（４）の菖蒲地域会議で検討・協議すべき事項について、事務局

の説明の前に、私のほうから申し上げます。一般的な会議では、執行部が提案書

をつくりまして、それに対していろいろ議論をして、賛成か反対かを求めるというこ

とですが、今回の会議は全然違います。提案内容というものはございません。

　そのため、皆様方に意見を出していただいて、その中から取り上げていって何を

採用して、５００万円をどう割り振るかということになると思います。

　そういうことで、通常の会議と違いまして、提案項目はございません。ということで、

資料名にある「菖蒲地域会議での検討・協議案」というのはおかしいですね。これ

は「意見の集約表」に訂正をお願いしたいと思います。「検討・協議案」ではござい

ませんのでご理解をいただきたいと思います。また、これとは別に皆様方からの意

見を集約したものがあるようでございます。これらを材料に検討していただいて、さ

らによいものがあれば取り入れて集約していきたいと思います。

　それでは事務局より説明をお願いします。

　それでは、申し訳ありません。　「菖蒲地域会議で検討・協議すべき事項につい

て」でございますが、「菖蒲地域会議での意見集約案について」ということで訂正

をお願いします。

　先日お忙しい中、構成員の皆様からご提案いただいた事項につきましては、別

紙の「菖蒲地域会議への意見取りまとめ項目」として、内容を要約させていただい

たものを配布させていただきました。

　いずれの事業も素晴らしい内容のものばかりでございましたが、地域会議の取り

組み事業の性格として、菖蒲地区全体にわたった視点での検討・協議が目的で

あること。採択された事業の合計額が、予算的に５００万円以内で賄えること。単年

度事業として完結し、かつ継続的な事業には発展しにくいこと。などの条件がござ

います。

　こうしたことから、事務局では、地域の皆様のいろいろなご意見を集約させてい

ただいた結果、別紙「菖蒲地域会議での意見集約表」という形に再編・整理させて

いただいたところでございます。

　ご提案いただいた事業と大きく異なるのではないかと、疑問にお思いになる方、

また本日、事業提案をされる予定であった方もいらっしゃると思いますので、本日

は、この「意見集約表」をもとに、いろいろとご審議をいただきたいと考えておりま

すので、宜しくお願い申し上げます。

　また、残念ながら最終的に、今回採択されなかった事業につきましては、貴重な

ご意見も多くありましたことから、事務局より担当所管課に、これらのご意見・ご提

案を伝えて参りたいと考えておりますので、何卒ご理解をいただきたいと存じます。

　ただいま事務局から申し上げましたとおり、検討・協議案ということになると、これ

に基づいて、検討していかなければならないことですので、趣旨と異なりますので、

検討協議案を意見集約表として、訂正をお願いしたいと思います。

　それでは、事務局より資料の説明をお願いします。
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事務局（山崎主幹） 　それでは、Ａ４判１枚の「菖蒲地域会議での意見集約表」をご覧ください。

まず、資料の見方でございますが、大項目、中項目、小項目の３項目に分かれて

おります。このうち小項目のそれぞれの項目を意見集約表とさせていただきます。

　具体的に申し上げますと、中項目の高齢者福祉の充実を見ていただきますと、

小項目に２つの項目がございますので、この２つを集約させていただいたものとい

うふうに考えていただきたいと思います。

　それでは、個々の内容をご説明申し上げます。

　大項目１「社会福祉」、中項目１の「高齢者福祉の充実」の小項目１は、老人福祉

センターに健康器具としてのマッサージチェアー等を設置するものです。

　次に、小項目２でございますが、老人福祉センター脇のふれあい広場にあずま

や、パーゴラ、ベンチなどの休憩施設を設置するものです。

　次に、中項目２の「障がい者福祉の充実」の小項目１でございますが、庁舎など

の公共施設の障がい者用駐車スペースにカーポートのような屋根を設置するもの

です。障がい者の方は、健常者のようにスピーディーに動くことが厳しいことから、

雨の時などに車からの乗り降りする際に濡れてしまいます。そのことを少しでも軽

減できるよう設置するものです。

　次に、大項目２「防犯・防災」、中項目３の「防犯対策の充実」の小項目１でござ

いますが、防犯灯の設置を推進するものでございます。現在も事業として実施して

おりますが、毎年の予算にも限度があることから、少しでも多くの防犯灯が設置で

きるよう配慮するものです。

　次に、小項目２でございますが、公共施設等に防犯カメラを設置するものでござ

います。これにつきましても、毎年の予算に限度がありますが、時代を背景に設置

を推進するものです。

　次に、中項目４の「防災対策の充実」の小項目１でございますが、各地域の主要

な箇所にソーラー式照明灯を整備するものです。これは、災害時には電気も不通

となり、通常の照明灯では役に立たなくなりますので、ソーラー式照明を設置する

ものです。

　次に、小項目２でございますが、指定避難所に発電機、ベンチ型かまどなどを整

備するものです。

　次に、大項目３「市民生活」、中項目５の「ごみ集積所の整備」でございますが、

ごみ集積所にカラス除けネットを貸与配備するものです。

　次に、中項目６の「コミュニティ活動への支援」でございます。市の方でテントや

テーブル、椅子、ポータブル用放送設備を購入し、各地域や団体が、イベント等

で必要な時に貸し出すものです。

　次に、大項目４「商工観光」、中項目７の「あやめ・ラベンダー関係施設の充実」

の小項目１、屋外トイレの改修でございますが、リフレッシュトイレの便器の取り換

え等です。

　小項目２あずまや、ベンチ、ソーラー式照明灯の整備でございますが、休憩施

設や景観施設の整備です。小項目３案内板の設置でございますが、ブルーフェス

ティバルのための常設の案内板を設置するものです。小項目４ラベンダー植栽面

積の拡張でございますが、調節地の堤にありましたラベンダーがなくなってしまっ

て寂しいとのご意見げあることから植栽面積を拡張するものです。

　次に中項目８「観光資源ＰＲのための看板の設置等」の小項目１「本多静六記念

館」「あやめ・ラベンダーの里」等の周知看板をインターチェンジや主要道路脇に

設置するものです。小項目２圏央道菖蒲パーキングエリア、大型商業施設等にお

ける菖蒲特産品のＰＲでございますが、今年１１月に圏央道が開通することに伴い、

より一層菖蒲特産品のＰＲを積極的に行うものです。

　次に大項目５「イベント」、中項目９「体育祭プログラムの充実（備品等の購入）」

の小項目１「体育祭備品等の充実」でございますが、体育祭運営のための備品を

新しくするものです。小項目２「体育祭用商品の充実」でございますが、、菖蒲高
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坪井座長

事務局（山崎主幹）

校跡地に建設されます運動公園オープン記念としまして、参加賞等の賞品を充

実するものです。小項目３「イベント等で使用する屋外用放送設備を整備する。」

現在使用しております放送設備もだいぶ古くなっていることから、聞こえにくくなっ

てるようなご意見もあることから、新しいものに入れ替えるものです。

　次に、中項目１０「文化祭等の充実」の小項目１「市民団体が実施する文化事業

への支援」ですが、研修会などの講演会の講師謝礼や表彰関係の備品等の充実

を図るものです。小項目２「展示パネル、展示台、ピクチャーレール等必需備品の

整備・充実」でございます。以上２０項目となります。以上です。

　次に、皆様方からご意見をまとめた「菖蒲地域会議への意見取りまとめ項目」に

ついて説明がありますので、よろしくお願いします。

　それでは、１番から順次ご説明申し上げます。

　１番の田んぼとアヤメの風景整備事業、内容としては、菖蒲城趾あやめ園及び

久喜市菖蒲総合支所周辺を整備するとともに、周辺水田で田植え･収穫作業を体

験する。

地元の農産物の販売チャンネルの多様化と新鮮な農産物を提供する農産物直売

所を設置する。というものでございます。

　２番のスーパー買物シャトルバス実験事業、内容としては、スーパーマーケットが

ない地区と菖蒲地区内のスーパーマーケットを結ぶ買物シャトルバスを走らせる。

というものでございます。

　３番の地域伝統行事伝承事業、内容としては、現在残っている地域伝統行事に

ついて、古老から聞き取り調査等を実施し、パンフレットを発行する。

消えてしまった地域伝統行事の内容を記述した看板を設置する。というものでござ

います。

　４番の野通川土手遊歩道看板整備事業、内容としては、野通川や堰、小林地区

の歴史、弁天様祭りの説明及び一望できる山々等の看板を設置する。というもの

でございます。

　５番の図書館開館時間の延長、内容としては、夏休みなどでの図書館の開館時

間を早める。というものでございます。

　６番の体育祭の充実、内容としては、市民が気軽に参加できる種目を検討すると

ともに、内容、備品の充実を図る。というものでございます。

　７番の防災無線の整備、内容としては、近年の住宅は、気密性が高く外部の音

が聞こえにくくなってきているので、効果の高い個別受信装置の検討をする。とい

うものでございます。

　８番のあやめ･ラベンダー関係施設整備、内容としては、小林調節池土手やしら

さぎ公園と菖蒲総合支所間の道路にラベンダーを植栽整備する。

支所周辺にブルーフェスティバルを中心とした花などを観賞するための整備を充

実する。というものでございます。

　９番の本多静六博士記念館、内容としては、博士の処世術の読本を作成して、

中学校に配布する。というものでございます。

　１０番の菖蒲夏祭り、内容としては、青森県野辺地町、祇園祭りとの交流により,
菖蒲夏祭りでの披露及び山車作製の技術を学び伝承する。というものでございま

す。

　１１番の深沢七郎記念館の整備、深沢七郎記念館を整備するとともに展示会を

実施する。というものでございます。

　１２番の特産品及び農業の観光化、菖蒲 SAのオープンにあわせ、地元特産品

を宣伝する。というものでございます。

　１３番の農業者トレーニングセンター調理実習室の改善について、内容としては、

調理台が、だいぶ古くなってきてるので、１台ずつにお湯と水が出る装置が設置さ

れた調理台に入れ替える。というものでございます。
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坪井座長

小林健一構成員

坪井座長

小林健一構成員

坪井座長

小林健一構成員

坪井座長

柴崎美雄構成員

　１４番の農業者トレーニングセンター実習室の利用日数について、内容としては、

一週間を通して利用できるようにする。というものでございます。

　１５番の「広報くき」について、内容としては、広報の文字が小さかったりするので、

読みやすくするとともに、市民の皆さんが楽しめる「広報くき」にする。というもので

ございます。

　１６番の灯籠流しと納涼花火大会の完全復活、内容としては、灯籠流し、花火の

打ち上げを復活する。というものでございます。

　１７番の大規模災害における地域の防災設備、内容としては、避難場所におけ

る備品や地域の世帯の状況mapの制作と確立。というものでございます。

　１８番の健康まつりの再開、内容としては、旧菖蒲町時代に各団体の協力のもと

開催されていた健康まつりを再開する。というものでございます。以上です。

　ただいま「菖蒲地域会議の意見集約表」の説明と、皆様方から意見が出された

「菖蒲地域会議への意見取りまとめ項目」について説明がございましたが、「菖蒲

地域会議の意見集約表」は、事務局の方でそういうものに該当するものがあれば

いろいろ考えてほしい。ということで、お願いしたものでございます。「菖蒲地域会

議への意見取りまとめ項目」は、各構成員さんに私の方からお願いをして、提出を

していただいたものが１８項目あったということでございます。まだ、提出をされてい

なくても、今日の会議に出席するにあたって、意見があろうかと思います。これ以

外に、意見がございましたら挙手をして意見を提案していただきたいと思います。

　よろしいですか。資料の位置づけが良く分からないのですが、「菖蒲地域会議へ

の意見取りまとめ項目」は私も出したものがあるので分かるのですが、「菖蒲地域

会議での意見集約表」は、それをまとめたものということではなくて、別の話ですか。

　別物です。

　分かりました。それともう１点、事業主体は誰になるのですか。誰を想定している

のですか。

　事業主体は行政です。５００万円の予算の使い方を皆様方で考えてください。事

業主体はあくまでも久喜市ですので、我々はその原案を作って提案するわけです。

　分かりました。

　他にございますか。

　この資料にある全ての事業を実施するとなると、おそらく５００万円では済まない

と思うのですが、どのように絞っていったらいいか、ご意見がありましたらお願しし

ます。

　「菖蒲地域会議への意見取りまとめ項目」の８番にある、あやめラベンダーの関

係で同じようなものを書いて出そうかと思っていました。というのは、小林調整池の

土手に市の木であるイチョウを植えたらどうかとい提案です。周囲が約２キロメート

ルあるのですが、予算はいらないと思うんです。全部埼玉県にやってもらうのです。

遊水地の恩恵を勘案すると、当然事業主体がこれを整備していかなければならな

いと思うのです。そういうものの整備をこれに加えてもらったらよいと思います。でき

るだけ、ここに書かれたものについては可能な限り実現してもらえればいいなと思

います。

　それと一番がっかりしたのは、先ほど座長が触れていたかと思いますが、私はこ

の地域会議の目的がこういう内容のものだったとは夢にも思いませんでした。もっ

と抜本的なものを解決していかないと菖蒲の地域は、どんどん遅れていくだけで
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坪井座長

坪井座長

坪井座長

柴崎美雄構成員

坪井座長

坪井座長

荒井副座長

す。それに取り組む、その意見を聞くというのは、行政に携わるものの責務だと思う。

そこが欠けていたら、本当の地域会議に私はならないと思うのです。そうしたため

にも、意見を出していただいた構成員の皆様方の意見を取り上げてもらえればと

思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。

　ありがとうございました。柴崎構成員の意見はごもっともでございます。意見提案

の中に加えさせて頂きます。また地域会議の趣旨はまさしくその通りでございます

ので、その意見も地域会議のあり方の意見として、予算とは別に提案したいと思い

ますが、皆様よろしいですか。

　

　「異議なし」の声あり

　それでは、そのようにさせていただきます。そういうことで貴重な意見が出たわけ

でございますが、ここに掲げている事業はできるだけ取り上げていただきたいとい

う意見ですが、まさしくその通りでございます。これを一度皆様方に持ち帰って次

回までに検討していただいて、できるだけここにある事業を取り上げていくという方

向で意見の集約をしていくという取りまとめ方でいかがでしょうか。

　「異議なし」の声あり

　具体的には、地域会議で事業決定するもの、事業所管課へ要望するもの等と分

けて整理をしていったほうが私は良いと思いますが、皆様方の考え方をお願いし

たいと思います。

　ただいまの柴崎構成員のイチョウを植えるというのは要望として提案に加えること。

それから具体的に５００万円の予算をどういうふうに使うかというのは別にいれてい

くという取り組み方でよろしいでしょうか。

　「異議なし」の声あり

　あともう１つよろしいですか。座長が非常にいいことを言っているんですよね。こう

いう会議だけでは駄目だと。会議のほかに打合せをしてやっていくこと。こういう会

議の限定された時間内でそれを検討しようとすると、非常に無理がありますので、

そういう打合せをして時間にも余裕を持たせて皆様の忌憚のない意見を出しても

らって、それで調整をしていくということが一番大事だと思っております。座長、こ

れからそういう機会を設けていただいて運営をしてもれえればいいかなと思います。

　ただいま柴崎構成員の意見ですけれども、そういう形で、いったん持ち帰ってい

ただいて、いろいろまとめていただきましてこの地域会議ということではなくて打合

せ会を開催したいと思いますけれども、よろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　それでは、そういうことで、打合せ会を１回やりたいと思います。

　他にご意見がありましたらお願いします。

　副座長の荒井でございます。先ほど、事務局から説明がありましたけれども、地

域会議で実施できる条件というのを、もう１度説明をしていただいて、次の会議に

それぞれの報告の検討をされたらいかがかと思いますので、もう１度事務局のほう

からお願いします。
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坪井座長

事務局（山崎主幹）

坪井座長

坪井座長

敷樋英夫構成員

坪井座長

敷樋英夫構成員

坪井座長

大熊仁枝構成員

坪井座長

　それでは事務局お願いします。

　それでは、地域会議の取り組み事業の性格ということで、まず１点目として、菖蒲

地区全体にわたった視点での検討・協議が目的です。２点目といたしまして採択

された事業の合計額が予算的に５００万円以内で賄えること。それと３番目といたし

まして、単年度事業として完結し、かつ継続的な事業には発展しにくいこと。以上

３点が前提となります。以上です。

　ありがとうございます。

　それで事務局は、それは書類にして打合せ会議の時に出してください。その前

に皆様に配ってください。こういうことを検討するんだなということが具体的に分

かったほうがいいと思うんですよね。そういうことでよろしいですか。

　「異議なし」の声あり

  他にありますか。

　確認ですが、先ほども小林構成員から話がありました「菖蒲地域会議の意見取り

まとめ項目」、それと「菖蒲地域会議での意見集約表」の関係ですが、これはこうい

う意見が出てきたので、事務局のほうで、予算の趣旨にあわせて集約したものな

のですか。内容が、意見の取りまとめの項目にあがっていても、こっちにあがって

いないものもあるし、オブラートに包んだような表現にもなっているので、この２つ

の資料の関係がよく分からないのですが。

　それは私の方から説明します。

　意見取りまとめ項目につきましては、皆様にお願いして出して頂いた１８項目で

す。

　それから、意見集約表につきましては、執行部として５００万円にあてはまるよう

な事業をよく考えなさいよということでまとめたものでございます。議論をしても結論

が出ないようではしょうがないので、できる事業はどれなんだという材料を意見集

約表にまとめたものございます。

　そのため、関連性はあります。ただ、意見取りまとめ項目の方はもっと考え方は

大きいかもしれません。その辺は調整しながら予算の範囲でやるしかないと思いま

すので、ご理解いただきたいと思います。

　そうすると検討していくうえでは、両方の資料を基にして検討していくことでよろし

いですか。

　そういうことになります。

　私も意見取りまとめの提案を出すのに、どの位の程度のものか分からなかったの

で今回出席してからと思ったのですが、意見集約表のイベントのところに、文化祭

事業のパネルが書いてありましたので、よろしくお願いしたいと思いました。

　分かりました。他にありますか。

　他にないようですので、一応集約をさせていただきますと、意見の集約表と取り

まとめ項目、これを両方併用して両方一致するものは削除していくことで進めてい

きたいと思います。そして、地域会議として事業に取り組みやすいもの、ハード事

業のためお金がかかって無理なもの等というように、事務局に分けていただいて

可能なものと、無理かなというものに２つに分けて提案をしたいと思いますがよろし

いですか。
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坪井座長

坪井座長

坪井座長

　「異議なし」の声あり

　それでは２つの資料の意見を事務局で、５００万円の範囲で可能なものを集約し

てもらう。それから、柴崎構成員から出たスケールが大きいけれども、地域会議の

意見として、これとこれをやってくださいというもの。それから大きなハード事業的な

金額がかかるものはこれですよ。ということでおそらく３つ位に分けられるかと思うん

ですけれども、それを作って次の打合せ会に提案をして議論していきたいと思い

ますがよろしいですか。

「異議なし」の声あり

　それでは、そういうことで集約をさせていただきましたので、今日の議事について

は、閉じさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。

「異議なし」の声あり

　それでは、以上、４項目について決定しまして、次回打合せ会を開催したいと思

います。

５　その他

坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

　５番のその他で次回開催日程についてでございますが、地域会議と、打合せ会

の２回を開催したいと思いますのでよろしいですか。

「異議なし」の声あり

　それでは、日程について事務局お願いします。

　それでは、次の地域会議の日程ですが、案として９月１６日の水曜日です。

　時間も同じく午後２時から菖蒲総合支所４階の第１集会室となります。

　その前の打合せ会の日にちをこの場で決めたいと思います。

　案としまして、９月１１日の金曜日はいかがでしょうか。

　それでは、打合せ会を９月１１日、これは事務局に先ほど協議したように事業を３

つに分かりやすく整理してもらって提案をする。それを細かく打ち合わせて進める

ということでよろしいですか。９月１６日に地域会議で決定する事項を整理するため

に、１１日に打合せする。こういう段取りでよろしいですか。

「異議なし」の声あり

　それではこういう段取りで進めたいと思います。

　長時間にわたりまして、慎重審議をしていただき誠にありがとうございます。以上

で座長を降ろさせていただきます。ご協力ありがとうございます。

　１点申し遅れましたが、先ほどの打合せ会の会場が確保できておりませんので、

確保でき次第連絡をさせていただきたいと思います。

６　閉会 ６　閉会

事務局（山崎主幹） 　それでは第２回の地域会議を閉じさせていただきますが、閉会にあたりまして副

座長からごあいさつをお願いいたします。
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荒井副座長 　皆様、長時間に渡りまして慎重な審議をどうもありがとうございました。

　皆様から出していただいた提案が大変多くございまして、これをまとめていくのは

大変かと思いますけれども、それぞれ座長から提案のありました打合せ会にも多

数ご出席いただいて、早く良い菖蒲地域会議の提案ができますように皆様のます

ますのご協力をお願いしまして閉会とさせていただきます。今日はお疲れ様でし

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９月１８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敷　樋　英　夫　　　　　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　河　原　良　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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