
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）  　それでは、定刻となりましたので、ただいまより第３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３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。

　地域会議の趣旨については、前回、事務局から説明があり、ご理解をいただい

たところでございます。

　また、皆様の意見を集約したものについて、お手元に３段階に分けて提案事項

が載っております。

　それについて、もう少しつめて本格的に皆様方のご意見を集約させていただき

まして、できれば今日結論を出していただければと考えているところでございます。

　もし、具体的にまとまらない場合は、あと１回開催して集約するということになるか

と思います。

　本日も皆様方にご協力いただきますようお願いします。

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、私の方から順番で指名してもよろしいで

しょうか。

　　「異議なし」の声あり

　加藤弓英さん、石井敏夫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）

坪井座長

　会議を開く前に、事務局から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、島村志美子構成員、新

井はま子構成員、大熊由里子構成員、進藤律子構成員から、事前に欠席の連絡

がございましたので、ご報告をさせていただきます。

　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。
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事務局（山崎主幹）

坪井座長

坪井座長

事務局（山崎主幹）

　それでは、「菖蒲地域会議への意見集約表」にて、３つに分けた理由と絞りこん

だ経過等について事務局から説明をお願いします。

　お手元に配布させていただきました「菖蒲地域会議への意見集約表」について、

ご説明を申し上げます。

　この集約表につきましては、前回の第２回菖蒲地域会議で提示しました２種類の

表を事務局で分類するようご指示いただきましたので、それを踏まえて調整させて

いただいたものでございます。

　具体的には、第２回菖蒲地域会議で柴崎構成員から新たにご提案いただきまし

た１項目を含めた合計２９項目について、内容的に類似している事業を集約する

などして、２６項目に集約したものでございます。

　また、表の「内容」の欄に①、②とありますのは、１項の中に複数の事業が含まれ

る場合に、番号を付してございます。これにより、２６項目３７事業として整理させて

いただいたものでございます。

　この２６項目を、検討基準であります、「１．菖蒲地区全体に関係する事業である

こと。」、「２．事業費の合計が５００万円以内であること。」、「３．単年度事業として

完結し、かつ継続的な事業としては想定しないもの。」以上、３つの条件に当ては

めて、１番から９番を「地域事業として適当かつ効果が期待できる事業」とし、また１

０番から２０番については「実施が難しい、又は既に実施している、或いは他の事

業と重複する事業」とし、２１番から２６番については「所属所への要望事業」　の３

つに分類させていただきました。

　１番から９番につきましては、先程、検討基準に該当していると判断させていた

だきましたので、ここでの説明は省略させていただきます。

　それでは、実施が難しい、又は既に実施している、或いは他の事業と重複する

事業に分類させて頂いた１０番から２０番の理由についてでございますが、それぞ

れ備考に記載させて頂いております。

　１０番、１８番については、市が実施している既存の事業で補えることができます。

　１２番、１５番、２０番については、地域性に偏りがあります。

　１１番、１４番については、実施済み又は、一部実施済みとなっております。

　１３番、１６番、１７番については、場所の確保が困難、又は予算的に賄えない。

　１９番については、単年度事業として完結しない。　

　以上の理由から、実施が難しい、又は既に実施している、或いは他の事業と重

複する事業に分類させていただきました。

　次に、２１番から２６番の事業項目につきましては、久喜市全体としての取組みが

適当であったり、久喜市以外の団体との調整が必要になったりすることから、直接

地域会議で事業化を決定するものでないと判断させていただき、所管課への要

望を伝えるという措置に代えさせて頂きたいと考えたものでございます。

　以上でございます。

　ただいま３つに分けた理由について、事務局から説明がありましたが、できない

項目については、事務局でよく検討していただいて執行部へ地域会議の要望事

項として提案をしていきたいということでよろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　それでは１０番から２６番までは、事務局で審議をしていただいて、菖蒲地域会

議として、市長に要望書を提出してください。

　それでは、１番から９番まで事務局から現実的に取り上げられるもの、予算的に

組み込めるものを具体的に分けて、説明をお願いしたいと思います。

　それでは、お手元にあります資料１の１番から９番の９項目について、去る９月１

１日に行いました打合せ会でのご意見等をもとに説明をさせていただきます。
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坪井座長

　１番、高齢者福祉の充実ということで、老人福祉センターに健康器具、マッサー

ジチェアを整備するということでしたが、急ではなく後でもよいという意見を老人福

祉センターからいただいております。

　２番、障がい者福祉の充実ということで、公共施設、庁舎等に障がい者用駐車ス

ペースに屋根を設置する。こちらについては、直接、要望がないことから、後でも

よいということです。

　３番、防犯対策の充実、防犯灯の設置を推進するということでしたが、この地域

会議ですぐに対応することではなくて、後でもよいのではないかということでした。

　４番、防犯対策の充実、①各地域の主要な箇所にソーラー式照明灯を整備する。

ということですが、本来であれば、行政が対応すべきこと。ということで地域会議の

趣旨から離れるのではないかということでした。

　次に、②指定避難所に発電機、ベンチ型かまど等を整備する。ということで、こち

らも地域会議の趣旨から離れるのではないかということでした。

　５番、コミュニティ活動への支援、貸し出し用のテント、テーブル、イス、放送設備

等を購入する。こちらについては、放送設備以外は、既存のものを貸し出しており、

それほど要望がないということで、後でよいが、放送設備については、検討項目に

あげてほしいということでした。

　次に、６番のあやめ・ラベンダー関係施設の充実ということで、①屋外トイレを改

修する。こちらについては、平成５年の整備で２０年以上経過しており、古くなって

いて、こちらについては、地域会議で検討項目に入れるということでした。

　次に、②あずまや、ベンチ、ソーラー式照明灯を整備することについて、あずま

やについては、相当な金額になってしまうということで、それ以外の、ベンチ、ソー

ラー式照明灯については、地域会議で検討すべき事項に入れております。

　次に、③常設の案内板を設置することについては、地域会議で検討すべき事項

とさせていただいております。

　次に、④ラベンダーの植栽面積を拡張するということについて、地域会議の中で

検討すべき項目とさせていただいております。

　次に、⑤菖蒲城趾あやめ園の整備については、この地域会議で検討すべき項

目ではなく、市全体、あるいはイベントの方で整備するということで、地域会議の検

討項目から除外させていただいております。

　次に、７番の観光資源ＰＲのための看板の設置等の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。

こちらは、地域会議での検討項目となっております。

　次に、②圏央道菖蒲ＰＡ、大型商業施設等における菖蒲特産品のＰＲ、こちらも

１番と同様、地域会議での検討項目となっております。

　次に、８番の体育祭等の充実、①体育祭プログラムの充実に伴う備品等の購入、

こちらについては、地域会議で検討すべき項目ではないということであります。　

次に、②体育祭用賞品の充実、こちらについても、１番と同様、 地域会議で検討

すべき項目ではないということであります。

　次に、③イベント等で使用する屋外用放送設備の整備、こちらについては、先ほ

どの５番のコミュニティ活動での支援のなかで、放送設備の検討がございましたが、

それとあわせて検討してはどうかということで、地域会議の検討項目とさせていた

だいていおります。

　次に、９番の文化祭等の充実、①市民団体が実施する文化事業への支援、こち

らについては菖蒲地域会議で検討すべき項目ではないのではないか、ということ

で除外しております。

　②展示パネル、展示台、ピクチャーレール等の整備ということで、３点あげており

ますが、そのうち展示パネルについては、不足することがあるということでしたので、

地域会議での検討項目に入れさせていただいております。以上です。

　ただいま、事務局から説明がありましたが、１番の、老人福祉センターのマッサー
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石井敏夫構成員

坪井座長

石井敏夫構成員

坪井座長

坪井座長

ジチェアについて、話を聞くと古いものを寄付して備え付けたそうですが、現実的

に使う人が少ないということで、設置しなくてよいのではないかということであります。

　２番、障がい者用駐車スペースに屋根を設置することについては、具体的に障

がい者の方から要望はないことから後でも良いということです。

　３番、防犯灯の設置については、直接市民課の対応で各区長に毎年１２、１３基

補充しておりますので、そちらで補充すべきではないかということです。

　ソーラー式照明灯については、他の市町村では、市の対応でソーラー式照明灯

に切り替えており、多額にかかりますので執行部でやるべきではないかということ

であります。

　また、指定避難所に発電機、ベンチ型かまど等を整備する。ということで、こちら

も執行部でやるべきではないかということであります。また、自主防災会がありまし

て、菖蒲地区は３４区のうち１５区は設置しており、１９区はまだ未設置であります。

それらを含めて、できるだけ早く区長会としては進めていくということで、来年、連

合会組織を作って具体的に進めていくということで、そちらに力を入れたほうが良

いのではないかということであります。

　次に、６の５番の菖蒲城趾あやめ園の整備については、観光事業に含まれます

ので、具体的に執行部と打合せをして、あやめ・ラベンダーと観光の整備というこ

とで進めたらいいのではないかということです。

　次に、８の１番の体育祭プログラムの充実に伴う体育祭用賞品の充実について

は、いい話ではありますが、菖蒲地域のイベントでございますので、参加すること

に意義があるということで、今までの賞品でよろしいのではないかということでありま

す。

　補足をしましたが、皆様方から他に意見がありましたらよろしくお願いします。

　

　よろしいですか。

　各事業の費用がどのくらいかかるのかということが、もし分かれば報告していただ

きたい。　

　予算の振り分けについては、皆様方からの意見を拝聴しておりますので、先ほど

説明をした地域会議で取り組むべき項目について、ご賛同をいただければ、事務

局から単価を提案したいと思いますがよろしいですか。　

　すべての項目がクリアできるわけではないですよね。

　先ほど説明しましたが、地域会議で取り上げるのは、５番の放送設備、６番の①

屋外トイレの一部改修、かけると多額の金額がかかってしまうので緊急措置的な

改修です。６番の②ベンチ、ソーラー式照明灯の整備、６番の③常設の案内板の

設置、６番の④ラベンダーの植栽面積の拡張、これは苗を配布して増やすという

方法だと思います。７番の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。７番の②圏央道ＰＡ、大型

商業施設等における菖蒲特産品のＰＲ。８番の③屋外用の放送設備の整備。補

足しますと、毎年、体育祭のときの放送が聞こえにくくて、なんとかしてほしいという

多くの苦情がありました。そこで、５番のコミュニティ活動の支援ということで、放送

設備の購入がありましたので、あわせて検討するということです。

　９番の②のうち、展示パネルの整備ということで集約をさせていただきました。

　そこから絞り込んでいただきたいということですが、よろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　それでは、事務局で、案を取りまとめておりますので、配布をお願いします。

　「資料２　菖蒲地域会議の事業費積算表」を配布
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坪井座長

事務局（山崎主幹）

坪井座長

　それでは、項目をピックアップしたものについて、事務局で素案を作っています

ので説明をお願いします。

　

　資料２の「菖蒲地域会議の事業費積算表」について、ご説明申し上げます。

　この積算表につきましては、去る８月２５日開催の第２回菖蒲地域会議の後段に

おきまして、５００万円の予算範囲で可能な事業の集約案を示すようご意見が出さ

れましたこと。さらに、過日の９月１１日の打合せ会におきまして、 検討対象として

の事業候補が示されましたことから、該当する７件の事業につきまして、事業所管

課を交え検討したものでございます。

　１番からご説明を申し上げます。

　１番の保健センター前の屋外トイレの改修については、先ほど申し上げましたと

おり、平成５年に建設しており、かなり古くなって汚いというようなことがあり、ラベン

ダーの会場のシンボル的なものということから、改修を行う。現状のユニット式から

トイレを汎用型へ改修するということで積算をしております。

　２番のベンチＬＥＤ照明灯の整備ということで、先ほどの資料では、ソーラー式と

なっておりましたが相当な金額がかかってしまう。あるいは電源があれば、ＬＥＤ照

明で確保できるということで、環境に配慮したＬＥＤ照明に代えさせていただいて

おります。

　こちらについては、ベンチ５基、照明灯２基で１８２万６千円を積算させていただ

いております。

　３番の常設案内板の整備ということで、サイン看板１５万円が９基で１３５万円、看

板１５０万円で２８５万円の積算となっております。

　４番のイベント用屋外放送設備の整備ということで、移動式アンプ、スピーカー、

マイク一式等で５８万８千円となっております。

　５番のポータブル放送設備の購入ということですが、既存の放送設備を利用とい

うことで積算から外させていただいております。

　６番については、展示パネルの整備に限定させていただいておりますが、展示

パネル１８枚で５３万１千２百円、台車１６万２千円で６９万３千２百円となっておりま

す。

　７番の、「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、次の、圏央道菖蒲ＰＡ、大型商業施設等における

菖蒲特産品のＰＲについては、所管課との協議の結果、菖蒲地域会議としてでは

なく、観光・農業振興の一環として久喜市全体の中で取り組むべき事項として金

額の積算はしておりません。

　また、ラベンダーの植栽については、現在、調整地の改修途上ということがありま

すので、完成が平成３０年から３１年ということで、こちらの積算表から除外しており

ます。

　申し上げました金額については、あくまでも５００万円という予算を外して、所管

課のほうで積算した金額でございます。こちらの積算を合計しますと、７２５万３千２

百円となってしまいますので、予算枠５００万円という上限で、事務局、所管課で赤

字の５００万円に調整させていただいております。

　こちらのなかで増額したものについては、地域会議で検討した項目ということで、

市民の目につき、あるいは来庁した人に分かる項目について増額となっておりま

す。

　あるいは、積算の中では、金額が少ないのではないかということで、再度、品物

等を精査した結果、増額というものもございます。

　その分、５００万円にあわせた形で減額したものもございますが、金額について

は、ご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

　ただいま事務局から積算について説明がありましたが、皆様の率直なご意見を
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柴崎美雄構成員

坪井座長

岩﨑栄構成員

坪井座長

岩﨑栄構成員

お願いします。

　自分なりに気がついた点を発言させていただきます。

　トイレを直すということは結構だと思うが、トイレを直すということは、それを利用す

る人をたくさん集める。人様が来て、感動して継続して来てもらうということができな

ければ、直した価値は無い。そういう視点があるかどうか。

　次にベンチは、長く屋外に設置しておいて、すぐに悪くならないような材質の選

定をしてもらいたい。

　もう１つ、スピーカーについて、団体が必要と思ったときに、気楽に貸し出しがで

きるかどうか。広く多くの団体が活用してください。ということができるかどうかが大

事なことである。買ったら皆が利用できるような体制を作ってもらいたい。

　最後に展示パネルは非常に良いと思う。私たちは、東部地区の行田から三郷ま

での老人会のイベントで作品展をやるんですけれども、その時も足らなくて老人会

の費用で買ったりして、東部全域に町の良いところを宣伝するには非常によいで

すよね。

　また、平成２８年度の予算ということで、予算がついたら年度末までずらさないで、

早くやってほしい。

　ぜひ、予算が執行できるようになったら早くやるように、地域会議で要望があった

ことについて座長を通じて申し上げてもらいたい。

　柴崎構成員から貴重な意見をいただき、ありがとうございます。

　保健センター前の屋外トイレの改修について、話を聞きますと苦情が多くてしょう

がないということでございますが、岩﨑構成員から説明をお願いします。

　構成員という立場でございますが、実際に施設を見ておりますので説明させて

いただきます。

　トイレについては、かなり年数が経っているということ。大便器がかなり老朽化し

ていて清掃だけでは間に合わないという実態があります。今回積算するなかで、

便器だけ交換ということも１つの方法としてありましたが、改修したというイメージが

沸きませんので、トイレブースの囲いの部分、できれば予算の範囲内で洗面台も

改修したという成果が得られるような考え方で少し予算が増えているかと思います。

　あやめ・ラベンダーを中心とした町おこしにつきましては、今後も続けていかなけ

ればならないだろうと考えております。県の調節池の改修につきましても全体計画

がすすむ中で、市から要請もしていくわけですので、所管課の環境経済課や建設

部もあわせまして県の調節池整備の方に要請しながら、市が土地をお借りするか

たちでラベンダーの植栽を進めていけたらと考えております。

　ラベンダーを利用した町おこし、あるいは、市民の方の憩いの場として活用でき

るように今後もしていきたいと考えております。

　朝晩、散歩する市民の方も使いやすいよう提案させていただきます。

　緊急避難的にトイレを修繕するというわけなんですよね。ラベンダーでトイレをや

るのは当たり前のことなんですよ。トイレというのは執行部がやることですよ。

　これまでラベンダー祭の１ヶ月間、仮設のトイレを毎年何基か設置しておりました。

なかなか予算が厳しいということもありまして、仮設トイレの設置が難しいということ

もあります。その代替として庁舎のトイレを利用いただいております。

　リフレッシュハウスと言われているトイレについては、アンケートをとると不満も出

てきておりますので、急ぎ、会議の方で修繕をお願いして、当面はしのいでいきた

いと考えております。

　集客人数に合わせた形での考え方は所管課に要請していきたいと考えておりま

す。
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　次にベンチについてはどうですか。

　ベンチも、木材系ですと長持ちしません。長時間座れるのが理想ではありますが、

いろいろな材質がありますので、担当課でこれから検討してまいります。

　それと、設置する場所についても検討させていただきたいと思います。

　放送設備についてですが、柴崎構成員から行政だけが大きなイベントだけで使

うのではなく、各団体も使えるべきであろうということでした。その場合ポータブル

で持ち運びができるものが適当と思っております。今回あげさせていただいたの

は、体育祭という前提がありましたものですからワット数が大きな放送器具でござ

います。ただし、最近は設備が良くなってきていてコンパクトな形になりますので、

CDで音楽を流したり、大音量も出せたり、音が割れないものを考えております。

　電源がなくても使えればいいですね。

　今回のものは電源は必要になってきます。柴崎構成員が言われるような各団体

が使うようなコンパクトなものについては、今ありますので、それを活用したいと思

います。

　ただ、今回購入する場合は、入札等をしなければいけませんので、金額がかな

り落ちる可能性がありますので、場合によっては、ポータブル型もあわせて購入と

いうことも無いわけではありません。ただ、今の段階では、ポータブル型は断念を

し、体育祭用を活用できればということで、見積もりをさせていただいております。

　柴崎構成員からは貸し出しをしてもらいたいということでありますがどうですか。

　

　かなり大きなスピーカーセットなものですから、使う場合はある程度、大きなイベ

ントに限定されるかと思います。また、公民館としていろいろな団体に貸し出しする

のは難しいかもしれません。例えば、生涯学習とか、あるいはコミュニティという捉

え方をして、そこの貸出備品として位置づけすれば貸し出しも可能と考えます。

　これから整理しなければならないこともありますが、コミュニティ団体というのは、

あらゆる団体が入っておりますので、その団体の中で、申請があれば対応していく

ということで考えております。

　最後に、展示パネルにつきましては、菖蒲文化会館に既存のパネルがあります

が、希望数にはまだ足りないとのことですので、その部分を補いたいということです。

　今回、提示させていただいた金額の内訳は、以上です。

　ただいま説明のあったとおりでありまして、他に意見はありますか。

　この原案で決定をさせていただいてよろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　それで、赤字が５００万円ですが、おそらく科目間の入れ違いがあるかと思いま

す。１５０万円が１４０万円になって、１２０万円が１３０万円になる。これは事務局に

一任してよろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　それは付帯でつけておいてください。

　それでは、皆様方には慎重に協議をしていただき、決定させていただきましたの

で座長の席を降ろさせていただきます。

　どうもありがとうございました。

　会議を閉めたあとで恐縮ですが、これから菖蒲地域会議を何回も開くわけには
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いかないと思います。これから予算編成をして議会にかけ、柴崎構成員が言われ

るように少しでも早く事業実施をという話がありました。

　そのような中で、途中の経過を皆様に説明できないというのが実態であります。

　その辺につきましては、今年度あるいは来年度、会議を開く中で、タイミングが合

えばその段階でお示しできる内容を皆様にお伝えさせていただきたいと思います。

細かな積算につきましては、行政側に一任していただければと思います。

　詳しい内容については、予算が決まったときに、皆様に報告してください。

　そのようなかたちでお願いしたいと思います。

　次回は、予算内容が決まった段階で、報告会をやったほうがよいかと思います

がよろしいですか。

　「異議なし」の声あり

　日にちは後日連絡をさせていただきます。

５　閉会

事務局（山崎主幹）

荒井副座長

　それでは第３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。

　皆様、大変お忙しい中、第３回地域会議ということで慎重な審議をいただき、どう

もありがとうございました。

　項目については、ほぼ決まったということですが、任期が２年ということで、この地

域会議の経験を生かしながら、ますます、皆様から意見が出るような会議になれ

ばと思います。

　また次回の会議もありますので、ご協力をお願いしたいと思います。

　どうもお疲れ様でした。

　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１０月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加　藤　弓　英　　　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　石　井　敏　夫　　　

　（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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