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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 

第４回鷲宮地域会議 

次第１ 開会  次第２ あいさつ 

事務局（栗原） 皆様、おはようございます。 

本日、司会を務めさせていただきます鷲宮総合支所総務管理課の栗原と

申します。宜しくお願い致します。 

それでは、定刻となりましたので、第４回鷲宮地域会議を開催したいと

思います。まず、お手元の配布資料の確認をお願い致します。 

はじめに、本日の 

次第 

資料１ コスモスふれあいロード砂利除去大作戦実績 

資料２ 鷲宮地区散策マップについて 

資料３ 平成３０年度鷲宮地域会議事業に係る予算執行（案） 

 それと鷲宮地区散策マップの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、次第に基づきまして進行させていただきます。 

はじめに、本会の座長であります増渕様からご挨拶をいただきます。 

増渕座長 おはようございます。 

構成員（全員） おはようございます。 

増渕座長 早朝から、お集まりいただきましてありがとうございます。 

今日、第４回目ということで、うまく行けばこれが最終回になるかと思

いますが、今日の議題は『砂利除去大作戦の報告事項』と、議題として『散

策マップ』についてございますが、皆様に率直にご意見をいただきまして、

速やかに進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局（栗原） ありがとうございました。 

なお、本日は出井様・鈴木様から、欠席の連絡をいただいておりますの

で、ご報告させていただきます。 

これからの進行につきましては、座長にお願いしたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 

次第３ 報告事項 

増渕座長  それでは皆様のご協力をお願い致します。 

会議に先立ちまして、本日の会議録署名人についてでございますが、名
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簿順ということで、足立さんと渡邊さんにお願いしたいと思います。よろ

しくお願い致します。 

足立・渡邊構成員 はい。 

増渕座長 はじめに、次第３報告告事項 

（１） コスモスふれあいロード砂利除去大作戦について、 

事務局から報告をお願いします。 

事務局（栗原） それでは、事務局から（１）コスモスふれあいロード砂利除去大作戦につ

いて、ご報告させていただきます。 

大勢の皆様のご協力をいただきまして、コスモスふれあいロード砂利拾

いを無事終了することが出来ました。誠にありがとうございました。 

実績につきましては、資料１をご覧いただければと思いますが、参加者

総数は８３７人。このうち団体参加者数は８３０人、一般ボランティア参

加者数は 7 人でした。ご協力いただきました団体数は４２団体で、これま

で、種まき・草取りにご協力いただいた団体に加え、新規の団体が３団体あ

り、更には鷲宮小学校・鷲宮中学校の生徒の皆さんや先生方の協力もござ

いました。 

土のう回収袋数は１，０８０袋を数え、圃場の整備が更に進んだものと

思います。 

なお、土のう回収袋数につきましては、各団体への礼状では１，００４袋

としておりましたが、一部数え落としがあったため１，０８０袋に訂正さ

せていただきました。 

また、記念品のタオルの発注数につきましては、予算の範囲内で検討し

ておりましたが、種まき参加者数の実績を考慮して、差し当たっては１，０

００本の発注とし、砂利拾い参加申込者数の状況をみて追加発注とさせて

いただきました。 

その後、１１月上旬の時点で、砂利拾い参加申込者数が１，０００人に達

しなかったため、タオルの追加発注は行わなかったものです。 

なお、記念品のタオルが若干残っておりますが、これにつきましてはコ

スモスふれあいロードの「のぼり旗」設置にご協力いただいた、「久喜市商

工会鷲宮支所」及び「同加盟店」、また鷲宮地域会議構成員の皆様でお分け

して、活用いただければと考えている所でございます。 

増渕座長  ただ今、報告がありましたことについて、ご質問等はございますか。 

染谷構成員 はい。あの、意見がありますけれども、議題としてやってもらった方が良

いと思いますので報告事項は了解ということで、関連の部分はその他でや

りたいと思いますが、いかがでしょうか。報告の中でいろいろやってしま

うと、議題の方が進まないと思いますので、報告事項は了解ということで。 

増渕座長 ただ今のご意見、よろしいでしょうか。 
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構成員（全員） はい。 

４ 議題  

増渕座長 それでは、次第４の議題 

（４）鷲宮地区散策マップについて、 

事務局から報告をお願い致します。 

事務局（蜂須

賀） 

それでは、事務局の蜂須賀より、議題４（１）鷲宮地区散策マップについ

てご説明させていただきます。 

資料（２）をご覧いただきながらお願い致します。 

まず、１原稿ですが、本日お配りした「マップ原稿（案）」は、第３回会

議時に提示致しましたマップの企画（案）に、各構成員の皆様から指摘のあ

った個所等を反映させて初校とし、事務局で２回の内部校正を行ったもの

です。このため初校は済んでいるものとさせていただきました。 

次に、２校正と今後のスケジュールですが、本日のマップ原稿（案）に対

する構成員の皆様からの校正ですが、短くて恐縮ですが２月８日までとさ

せていただきます。事務局がこれをとりまとめ２月１２日に校正指示を昭

文社に行います。これを受けて、昭文社は校正指示があった個所を修正し

２月１８日までに原稿（案）を事務局に提出します。 

なお、これ以降の校正につきましては時間的余裕も無いことから、座長

と事務局に一任していただければと考えております。 

事務局は、原稿（案）を更に校正し２月２５日までに校正指示を昭文社に

提出します。 

これを受け、昭文社は校正指示があった箇所を修正し２月２７日までに

原稿（案）を事務局に提出します。 

その後、最終的な確認や色校正等を行いまして問題がなければ３月１日

に校了となり、３月２０日に納品の運びとなる予定でございます。 

マップ納品後は、事務局により３月下旬には市内公共施設等へ配架を行

います。 

また、「広報くき４月１日号」配布時に、マップを鷲宮地区へ全戸配布し

たいと考えております。これにつきましては、後ほど説明させていただき

ます。 

次に、校正の指摘があった場合についてですが、本日の会議終了後、マッ

プ原稿に関する校正箇所がございましたら、期限が短く大変恐縮ですが、

２月８日（金）までに事務局へご連絡ください。 

連絡方法は、別紙「鷲宮地区散策マップ校正箇所」を活用いただきまし

て、校正箇所と内容を電話でも結構です。口頭でも結構です。FAX、持参等

でも結構ですので、事務局までご連絡をお願い致します。 

次に、４マップの増刷（案）についてですが、予算執行に比較的余裕があ
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ることから予算の有効活用を図りたく座長に相談した所、「マップを増刷し

更なる周知を図ったら良いのではないか。」とご提案いただきました。この

ようなことから、今回議事としてお諮りしたものでございます。 

内容につきましては、鷲宮地区散策マップの更なる周知を図るため当初

２万部から鷲宮地区全戸配布用として１万部の増刷を図り、全部で３万部

とするものでございます。 

マップの活用計画と致しましては各公共施設等配架分が１万４，０００

部、鷲宮地区全戸配布数が約１万６，０００部、合計３万部を考えてござい

ます。 

これに伴いまして、予算執行については資料３のとおり変更となってお

ります。資料３をご覧ください。表３行目委託料の欄に観光・案内マップ作

成業務委託料とありますが、１万部増刷するためには、当初予算額の２４

０万円に２１万４，０００円の増額が必要となります。このため、同じ委託

料の仮設トイレ清掃業務委託料の不要額から２０万円、需用費から１万４，

０００円を流用致しまして、増刷費用に充てるものです。 

マップの増刷（案）について、ご協議いただければと思います。 

なお、需用費の予算残額が１１７万９，１００円ございますが、不要額に

ついては減額させていただきますので、よろしくお願い致します。 

以上でございます。 

増渕座長 ただ今、説明がありました『鷲宮地区散策マップ』について、ご検討いた

だければと思います。ご意見・ご質問等はございますか。 

予算執行（案）の１の需用費予算残額１１７万９，１００円ということ

は、今も説明がありましたが、今年度が終了すれば自動的にこの金額を戻

すということですか。執行残のまま地域会議は終了するという考え方で良

いのですかね。 

事務局（栗原） はい。こちらの使わなかったお金、残った部分につきましては、減額補正

という形ですけれども、戻すと。不要額として残すわけにはいきませんの

で。 

染谷構成員 減額補正するの。 

事務局（栗原） はい。そのように考えております。 

染谷構成員 執行残ではなく、減額補正するのですね。よその地区は５００万だけど、

鷲宮地区は３００何万で補正を組むんですか。減額補正を。 

事務局（栗原） そのように考えております。 

染谷構成員 補正というのは、議会にかけるということですよね。執行残というのは

決算で出てくるけれど。意味は全然違いますからね。今の執行残というの

は２月の市議会かなんかで、３０年度の予算の補正ということで『地域会

議でこういう予算を組んでいたけれども減らしますよ。』というのを議会に
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かけるというのが減額補正ですからね。執行残というのは『決算がまとま

った段階で不用額がこれだけ出ましたよ。』という形ですからね。減額補正

を組むのですね。予定は。そういう予定になっているのですね。 

事務局（栗原） はい。 

染谷構成員 今までも地域会議の予算というのは、減額補正をやったりしたことがあ

るのですか。 

荻野構成員 久喜地区の方で、今年度減額補正を行うとういうことです。 

染谷構成員 減額補正の対象になる可能性があるわけですね。でも。 

荻野構成員 久喜地区も。 

染谷構成員 ええ、ですから、ここの部分２月の市議会というのはいつで、その議会を

やる前に補正予算はまとめて上程でしょ。今からで間に合うの。減額補正

の手続きは。 

荻野構成員 ある程度、使わない部分というのが見えますので。 

染谷構成員 いや、見えるも何も同意が得られていなければ議会には上程できないで

しょ。 

荻野構成員 事業は、すべて終わっている形なわけですから。 

染谷構成員 まだ終わってはないよね。出来ていないのだから。マップを増刷するか

どうかも決まってないよね。そうすると２１万４，０００円だけは、少なく

ても今日オーケーが出ないと組めないわけでしょ。 

荻野構成員 需用費の部分については、ある程度は使わない部分というのは、確定し

ていますので。 

染谷構成員 いや、分からないよ。今日みんなから他の意見が出るだろうし。私は意見

を出させてもらおうと思っていますから。だから、全体の予算はとりあえ

ずとして、今、議題１では「この２１万４，０００円を増刷１万部して良い

ですか。」という話だけですよね。案はね。 

椎橋構成員 そうです。 

増渕座長 はい。それでは、先ほど説明があったように、増刷しても、なおかつ予算

残が出てきます。結構な金額になります。これに関連して、改めてご意見等

をいただければと思います。いかがでしょうか。 

染谷構成員 良いですか。今日のスケジュールで出してもらったのが、今日２月５日

でこのゲラをもらって、３日間で報告をくれと。これはいつ届いたのです

か。もし届いたのがもっと前だったら、土日なんかを挟んでみんな見なが

ら考えるとかいう時間が欲しかったけれども、３日で見て返事をくれとい

うことで、ざっと見れば良いという話なのでしょうけれど、そういう類で

良いのですか。みんなが良く見て意見をたくさんもらいたいというのは無

いのですか。届いた日にちがあれだったら、直ぐにみんなに配布していた

だいて、「検討してください。」という配慮があっても良かったんじゃない
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かと思ったりするのですけれども。 

事務局（栗原） はい。 

増渕座長 はい。事務局。 

事務局（栗原） こちらの原稿でございますが、本日届いたものでございます。 

染谷構成員 分かりました。 

事務局（栗原） 校正については鋭意、事務局で内部校正を２回やらせていただきまして、

なるべく早く校正が終わり次第、皆様にお届けしたいと進めていたのです

が、どうしても原稿の校正がたくさんありましたものですから、本日にな

ってしまいました。お詫び申し上げます。今回作った原稿は、昭文社も非常

に力を入れてくれて、前２回のものと比べて中身もかなり良くなっている

と思っております。勿論これが完全というわけではございませんが、大幅

な変更というのは時間的な部分もございますことから出来ませんので、そ

ちらの方をご了解いただきながら、例えば、文章が若干おかしい所があっ

た場合ですとか、表現をこういう風に変えた方が良いとか軽微な部分につ

きまして校正をお願いしたい、という趣旨でございます。３日間というこ

とで期間が短くて恐縮ですが、ご理解いただきまして、ご協力いただけま

したらと思います。よろしくお願い致します。 

増渕座長 １点よろしいですか。今、マップの見本は裏表１枚の紙に印刷して無い

ですよね。張り合わせですよね。この紙で実際印刷すると裏写りがすごく

すると気になっています。予算があるなら本当ならばもっと上質な紙を使

えば良いんじゃないかと思うのですけど。 

事務局（栗原） 今回のこちらの原稿（案）は、本刷りではございません。裏表別の紙で張

り付けてございますが、本来の原稿は一枚もので、きちんとした紙できれ

いな印刷になります。写真もにじまずきれいな印刷になります。 

増渕座長 いや、ちょっと待って。この紙であれば裏写りすると思うの。 

昭文社（増田） この紙ではなくてですね、マットコートの１７．５キログラムという、わ

りと厚めの紙で印刷をする予定です。他の地区のこういった地図でも使っ

ているのですが、それと同じ紙で印刷しますので裏写りについては大丈夫

だと思います。 

増渕座長 他にみなさんご意見ございませんか。 

渡邊構成員 削除が何か所かあるけれど、後で言えば大丈夫でしょ。 

昭文社（増田） はい。 

染谷構成員 これを見て、事務局が校正を何回もやっているというのですが１つ。こ

の大きな方の地図の河津桜が咲いている所なんか、寿徳寺の近所の所だっ

てずっと植わっていると思うのだけれど。 

宮城構成員 あるね。 

染谷構成員 事務局は、ちゃんと校正を２回も３回も一生懸命やったというけれども、
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大丈夫ですか。桜はあるんじゃないですか。下新井の先の方にも。東武線の

陸橋を越えた先にもあるんじゃないの。そういう細かいことまでみんなが

見なくて良いの。今、栗原さんが「ちゃんと何回も見たから大丈夫だよ。」

って言っていて、何も言わなくて大丈夫かと思ったけど、これを見たら。 

増渕座長 この『ゆうあい』の所。私も橋を通るけど、季節になるとたくさん咲いて

いるよね。この場所ね。 

染谷構成員 なんか心配になっちゃうな。川越栗橋線の脇で寄付を受けて植えた、砂

原小学校の前なんかには名前入りの桜があるけれども、行政の行事として

植えたりしたんじゃないの。あそこの桜もないよね。事務局、川越栗橋線か

ら『庄だな』さんへ行く砂原１って書いてある所に、砂原小学校があります

よね。その小学校の南側の所に、小学校へ行く間の所の元の江川堀の所に

寄付の桜が植わったりしていますよね。 

事務局（栗原） 河津桜につきましては、もう一度よく確認をさせていただきたいと思い

ます。 

染谷構成員 だから、河津桜じゃなくて、鷲宮駅の南側の所は普通のソメイヨシノの

桜が書いてあるでしょ。そういうのでいくと、市の方で管理に関わってい

る所の部分の桜なんかは、何で落っこちているのかなと思ったわけです。 

事務局（栗原） そういった所も確認させていただきます。 

染谷構成員 桜は、５，０００だかを超えているんでしょ。 

松永構成員 そう５，０００本を超えているのよ。桜は。 

染谷構成員 うちの近所には、こうやっていろいろな桜がマップに入ってくると、六

郷堀の所にも行政が関わって宝くじの寄付で植えた桜もあるし。中途半端

に桜が書いてあるから目立つんだけど。自分の所で管理をしている所を入

れるんだったら入れるし、「売り込みする所だけ」というならそうだし。こ

れには加須の方の桜まで書いてあるけれども。 

長井構成員 これは、河津桜に特化しているんじゃないですか。普通の桜でしたらば、

鷲宮駅の西口の所にもあるんじゃないですか。 

染谷構成員 だから、西口にも書いてあるでしょ。桜が。河津桜じゃないでしょ。平成

国際大学に行く江川堀の所も河津桜じゃないでしょ。普通の桜が載ってい

るわけ。普通のソメイヨシノが載ったり載ってなかったりですのでね。 

増渕座長 河津桜については、東武伊勢崎線の交わる所まで入れてください。 

染谷構成員 それだけはね、入れてもらわないと。 

増渕座長 他にいかがでしょうか。 

足立構成員 ちょっとお聞きして良いですか。こちらの方に松本さん、『花職人』なん

ですか。それで代表でここに松本さんが載っているということですね。 

増渕座長 一人なんだよね。 

足立構成員 というのは、このボランティアをやっている地域は、他にもいっぱいあ



8 

 

るので、ボランティアの会長さんですとか代表の方ってなっているけれど

も、葛梅の白梅会会長となると他の団体さんでやっている所が、「うちの方

がもっと管理していますよ。」となると、その部分は大丈夫で載せています

よね。その辺の所は代表ということで、一応、会長と話をして載せていると

いうことでよろしいですよね。そう理解して。 

増渕座長 ここは、松本さんと佐々さんにお願いしましたよね。 

事務局（栗原） 今回、提示した原稿は、松本さんだけなんですが、佐々さんの方は原稿が

届いていない段階でしたので、この様な形で掲載させていただきました。

今、『花職人』は松本さんだけなんですが、最終的には佐々さんと松本さん

とお二人の原稿が入ります。『花職人』の推薦に当たりましては、座長にお

諮り致しまして、こういう形とさせていただきました。 

染谷構成員  だけど、割り付けが二人分空いているわけじゃないけれど、一人分でき

れいに埋まっているけれども、また割り付けを変えるの。 

松永構成員 何でこうなるのですか。 

昭文社（増田） ここについては、このスペースの中でお二人の紹介をさせていただくの

ですけれども、今は、いただいた原稿をそのまま流し込んでおりまして、こ

ちらの方で編集をさせていただいて、お二人の紹介が入る様なレイアウト

に調整をしようと思っている所でございます。 

染谷構成員 ちなみに、この団体は管理区間としては何メートル位しているんですか。 

足立構成員 ここに書いてある、資料１の所に。１４番。 

染谷構成員 書いてあるの。１４番。中学校の所。長距離を管理している所は、他にも

１８の地区などあちこちがやっていると思うのだけども。下新井とか。 

松永構成員 うちの地区も長いでしょ。 

増渕座長 今の話を補足しますとですね。事務局から「どなたか２名推薦してくだ

さい。」ということで、東地区と西地区にそれぞれ一人ずつ選べば良いかな

と思ったんです。その中で、一人は老人会の代表者で、もう一人は桜田地区

のコミ協の代表者の佐々さんで良いんじゃないかなと思ったんですよね。

そういうふうに選ばせていただきました。たまたま、ここでは白梅会にな

っていますけれども、私は老人会の代表と思って推薦したんです。 

佐々構成員 良いですか。今、指名をいただいて原稿ということなんですけれどもね。

染谷さんからもありましたけれども、８日までに目を通して校正を出すよ

うにというんだけれども。私もいただいた原稿を確認して、少なくともこ

の期間で出すのですが、以後はね、早めにいただいて、お時間をいただくと

いうのが良いと思うのですよね。時間が無いと、所用がたくさんあります

ので、そのうちなんて言うと３日４日直ぐに立ってしまいますのでね。今

後は、そのようにしていただければなと思っております。また、次の機会が

あるようでしたら、なるべく早めに時間をとっていただければ、皆さんが
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やり良いんじゃないかなと思います。 

足立構成員 すいませんね。私が何を言ったかというと、この『コメント』というのは

ここだけなのですよね。このマップの中の。そうすると、コスモスふれあい

ロードを、あれだけのものをやっているのは『老人会が中心になってやっ

ている部分が多いのかな。』というふうに捉えられる。これは鷲宮のコミュ

ニティ協議会・行政、多くの方でやっていて、『ボランティア』ということ

なら話が分かるんですけれども、『団体の方に協力していただいている』と

いうことなら分かるんですけれども、これで読むと白梅会がロードを管理

していると。となると、鷲宮の人は良いけれど他から来た人が見た場合は、

ここは老人会がやっているんだというふうに捉えられる。本当に地元で一

生懸命きれいに管理している人たちがたくさんいるので、その辺の所が身

近な人の方が、私は周りが見ていても良いのかな。という感じでいたんで

す。どこの団体がというんじゃなくて、それぞれの団体がみんな一生懸命

やっているので、今日ここで皆さんが「これで良いんじゃないか。」といえ

ば、それで良いのですけれども、私の考えとしては、これだと瞬間的に、こ

こは『老人会が頑張っているんだ。』というふうな感じがしたので、ここに

『花職人』と書いてあるから、職人さんが代表なんだなと思ったので「この

人が代表でいろいろやってくれているんだな。」、というふうに感じたもの

ですから。私の主観としてはね。そういう意見です。 

佐々構成員 はい。増渕さん。 

増渕座長 はい。 

佐々構成員 さっきの足立さんの指摘と関連しているんですけれどもね。私が思うに

ね、確かにここの所を言っている正直な方の意見ですよね。私も電話をい

ただいて、さてどんな立ち上がりが良いかなと。例えばね、『さわやかな風

にたなびくコスモス』。このコスモスは『行政はじめ多くの皆さん方の市民

の、』皆さん方の団体も入れても良いですよ。『多くの皆さんのボランティ

アのおかげで成り立っています。』というのが適当かなと正直考えていま

す。今、足立さんが言うようにね、ここの人がやっているではなくて『街い

っぱいでやっている。』、ここの人が出ちゃいけないというわけでは無いで

すよ。もっと多くの方が出てくれば別かもわからないけれど。一人の人だ

とね。そんなことで私も書いて出さない方が良かったかなと思うわけです

よ。そんな感じで、今、聞いております。多くの方に市民団体というような

ことでね。今考えています。表現をね。 

増渕座長 ここに書いてある原稿は、実際はこの半分になる予定です。と言うのは、 

足立構成員 字が小さくなるの。 

増渕座長 字が小さくなるのか原稿が半分になるのか、おそらく原稿が半分になる

んだと思うけれども。 
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それと、先ほど申し上げました通り、ここでは白梅会会長という名称に

なっておりますけれども、これは老人会の名称は何て言ったかな、 

染谷構成員 葛梅白梅会。 

増渕座長 そうではなくて、あくまでもここは葛梅地区の老人会の会長にお願いし

たのではなくて、鷲宮地区の老人会の会長さんにお願いしたんです。とい

うのは、メインはコミ協がやっているのだけれども、老人会は無視出来な

いんですよ。といって特定の老人会というわけにはいかないので、そうす

ると、ちょうど西地区に、 

染谷構成員 それじゃ、今日の国会と同じで、事務局と他が考えていることが違いす

ぎるんじゃないの。 

松永構成員 そうですよ。 

染谷構成員 だって、これは２・３回調整してっていうんだから。これは、間で会長は

見てくれてるの。 

増渕座長 これは、今日始めて見ます。ですので、老人会の方で一人とコミ協の方で

一人と思って、地域的に西と東に分けた方が良いと思って選んだんです。

たまたま今日、佐々さんの原稿が無かったから形がこういうふうになって

しまったんだけれども、一応、想像してそういうふうに見ていただきたい

んです。 

松永谷構成員 はい。 

増渕座長 はい。どうぞ。 

松永構成員 それに関連してなんですけれども。佐々さんがどうこうとか、これがど

うこうということのでは無くてですね、老人会がこの中にあって、1・２・

３・４の区域は老人会ではあると認識しますけれども、この発想そのもの

が、ちょっとだけ違うんじゃないかなと思います。字が大きくなる小さく

なる、そういうことでは無い、以前のことと思うのですけれども。足立さん

がおっしゃることが理にかなっていると思いますけれどもね。 

増渕座長 ですから、今「特定の老人会にお願いしたんじゃありません。」と申し上

げたんです。 

松永構成員 老人会を出そうと出すまいと関係ないですよ。納得出来ないです。 

増渕座長 たまたま、原稿がこうなっておりますけれども。 

加茂谷構成員 はい。 

増渕座長 はい。どうぞ。 

加茂谷構成員 今の関連なんですけれども、まず、『花職人』というこれが、違和感があ

りますよね。だって各地区のコミ協さんや区長会から、いろいろな所から

来ていただいているのですから、『花職人』でなく名前をつけるんであれば、

全員に当てはめなければおかしいんじゃないかなと思います。これだと一

人とか二人とかいうのと同じですよね。なんか二人だけで代表してやって
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いるとか、そういうような感じに見受けられます。ですから、鷲宮地区のみ

んなでやっているんですから、「みんなのことを載せないといけない。」っ

てことですよね。「みんなで一緒にこの花を作っているんだと。」ですから、

「みんなで種を蒔いて咲かせている」ということを作っていただければ。

と言うのであれば、多分良いのではないかなと私個人的には思いますけれ

ども。こういうふうに名前をつけて『花職人』と言って、写真まで出してし

まうので、この人達だけで作っているのかと。私たちは、ただ手伝っている

のかというような感じに思いますけれども。いかがかでしょうか。 

佐々構成員 はい。増渕さん。 

増渕座長 はい。 

佐々構成員 度々すいません。 

もう、ほぼ出来上がっているのだから特にどうこうはないのだけど、こ

れについては、皆さん方が「私たちもやっているのよ。」という気持ちがあ

ろうかと思います。それこそ暑い時期には、私も３日も４日も草取りをや

りますから。したがって、「多くの市民の皆さん方のご協力をいただいて、

このコスモスロードは出来ていますよ。」というような、そういう意向が入

れば良いと思います。その方が良いと思いますね。変更してね。 

椎橋構成員 私の方でも。このコメントが入っているものを、今日始めて見させてい

ただいて、確かに『花職人』というのはちょっと違和感があるなと。文章の

所で、『鷲宮地区のボランティアが、各エリアにそれぞれ真心をもって種ま

きし、開花するまで管理しています。花の開花が始まりますとその感動は

素晴らしいものがあります。』そこの言葉が多分、一番のメインなんじゃな

いかと思いますよね。それを表題にして、松本さんの言葉を入れるかどう

かは、余白の関係もありますので、「各ボランティアさんがやっています。」

というようなことを入れるような形で、皆さんの話を受けた中では私は入

れた方が良いかなと感じました。申し訳ないですが、私もこちらを見た中

で感じましたので、お願いします。 

佐々構成員  そうだよね。 

増渕座長  私の方で考えていたイメージが、結果的にお三方には良いイメージには

受けとれない現状になっていますので、 

松永構成員  お三方じゃないでしょ。 

佐々構成員 増渕さんね、全くねそういう話じゃなくてね。 

増渕座長 いや、今発言している女性の方の内容は、全くもって同じ感想・ご意見で

ありまして、コミ協のことが何もうたわれていないというのと同然のこと

と今、 

久保構成員 いや、そういう話じゃないですよ。 

増渕座長 そういうことだと思います。 
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染谷構成員 加茂谷さんが言ったことは、コミ協もやっているし自治会というか各行

政区もやっているし、他の団体もやっているし、だから、 

足立構成員 ようはそれです。 

染谷構成員 だから、極端に言えば「どれだけの団体で何人位の人がこのコスモスふ

れあいロードの維持管理にご協力いただいているのか」というのが入って

いれば良いのではないですか。後はここの文章でいくと「８月上旬に種を

まいて管理をしている」というような、そういうことがうたわれていれば。

何とか会有志というのではなくて、「みんなでやっている」というのが、「ど

の位の人が関わって花を咲かせているんですよ」というのが何となく分か

ればいいんじゃないですか。 

増渕座長 わかります。ですから、みなさんのおっしゃる通りコミ協はじめ行政区

がやっているということが、とにかく抜けているというご意見なんですよ。

率直なご意見としては。 

染谷構成員  抜けているんじゃなくて。 

増渕座長 抜けているんですよ。 

染谷構成員 一部だけ特出ししているというんですよ。 

長井構成員 言い方なんですよ。 

足立構成員 すいません。コスモスの事業・地域会議においてやって来たのは、コスモ

スロードを中心にやって来たわけですよ。コスモスロードを中心にやって

来て、その最終的な結論がこのマップになっているわけですよね。やって

来た事業の最終的報告・事業の結論的なものが。そうなると、このマップが

今まで花を咲かせて、みんなで一生懸命砂利を拾って、これだけきれいに

皆さんのために汗水流して一生懸命やって来ている、ということを言って

いかなければ、予算をかけて人を使ってやっている意味がない。ただのマ

ップだったら、これは普通のお知らせのポスターじゃないけれども、そう

いうものになってしまう。でも、このマップの中にはそういう、いろいろな

人の苦労と鷲宮を良くしていこう・きれいにしていこう、といういろいろ

な人達の思いが全部凝縮したのものが、ここのマップになったわけですか

ら、そこの所をしっかりと訴えられる・見て皆さんに分かっていいただけ

るものを作らなかったら、「こんなに大変な予算をかけてやっている意味が

何もなかった。」ということになりますよね。それをマップを見ることによ

って、皆さんがありがたくロードを使っていただければ、私たちが苦労し

たことに対しては良かったなと思いますので。ただのマップではなくて、

それだけの重みがあるということをしっかりと分かってやるということを

どこかに入れてもらわないと、マップは生きないんじゃないかなと、私は

思っただけなんです。 

久保構成員  おっしゃる通りです。 
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増渕座長  そうしますと、具体的に資料１の砂利除去大作戦に団体名が書いてあり

ますけれども、共通する行政区につきましては、 

染谷構成員  行政は、種まきの協力者を、市が中心になってやっているのだから、把握

しているんだから。砂利じゃなくて種まきに出た人を、 

増渕座長  いや、ちょっと待って。今この文章じゃだめだという結論なんですよね。

それで、「どう変えたら良いか。」ということで、この砂利除去大作戦に載っ

ている団体を全部ここに書き込むかどうかです。 

染谷構成員  それは必要ないです。そんなの報告書じゃないんだから。 

増渕座長  そこから追っていかないとダメなんです。そうじゃないとこの話は進ま

ないんです。 

染谷構成員  そんなこと無いです。誰も書き込めと言っているわけじゃ無いです。 

増渕座長  皆さんは、自分のことが全然載っていないと怒っているのと同じように

受け取っているんです。私は。 

松永構成員  違う。  

染谷構成員  はい。違うと思うのですよ。特出ししているけれども、この人たちが中心

で大部分やっているんだって、そういうんだったら良いんだと思うんです

よ。そうでなかったら、「特出しするのはおかしい。」ですと。極端な話この

ゲラで行くと『葛梅白梅会では、』と書いてあるけれども、それ以外みんな

同じなんですよ。 

増渕座長  その文章については分かります。 

染谷構成員  だから、この葛梅白梅会を何で書くのかというのは、老人会の会長とし

ても書くのは必要なのかどうか。 

松永構成員 必要じゃない。 

染谷構成員  必要ない。だから、皆さんで協力してやっているという中身なら、皆さん

は異論は無いというわけですよ。それでこの割り付けを考えると青毛堀の

河津桜にしても、フェスタにしてもこんなに小さくなっちゃってこの『花

職人』がこんなに大きいわけですよ。それを見直せば、みんなの苦労話を書

いても正直皆さん喜んで読むとも思えないから、そっちはあまりたくさん

ではなく、他のことを紙面に当てたりして、校正し直せばもっと良いんじ

ゃないかと思いますけれどもね。 

増渕座長  それでは、各委員皆さんが建設的に、それぞれ改めて「こういう方が良い

んじゃないか。」ということを、今、発言があった以外の方から、まずお願

い致します。 

長井構成員 はい。 

増渕座長 はい。どうぞ。 

長井構成員  同じ紙面の中に、コスモスふれあいロードという小さい枠があって、そ

こに文書が書かれていますよね。この文書をもう少し丁寧に書けば、今ま
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でのお話はですね、済むんじゃないですか。同時に、このコスモスふれあい

ロードというのはやっぱり浪漫紀行ですから、一番上に上げて大きくする

ともっと良くなるのかなと思いますね。ピンクの所ですね。コスモスふれ

あいロードの説明があるわけですけれども、もう少しかみ砕いて書けば充

分かなというふうに思いますね。同時にこの紙面を上に上げて大きく作る

と。それで葛西用水を引き下げる、一番下に来るというのが一番良いのか

なと思いますよ。松本さんの文章は削除。同時にお酒なんかの所を松本さ

んの所に持ってくればどうですか。 

増渕座長 ただ今、第４話の所のお話をいただきました。第４話の中の左側中間に、

コスモスふれあいロードということで説明がありますので、『花職人』の上

段の説明は少なくともここでなぞっていますから、これは不要ということ

が分かります。 

長井構成員 同時に、『誰がやっているのか』というのを小学生から云々とここにあり

ますので、これをもう少し老人会も含めてというようなイメージを作れば

充分かなと。ようするに『市民全員ですよ』と。 

足立構成員 そうそう。 

長井構成員 それ以外何物でもないと。この文章が良いと思いますよ。 

足立構成員 そう、みんなが協力してやっているということですよ。 

増渕座長  たまたま、原稿がダブっているから余計良くないんですね。松本さんは、

ここに載っていることを知らないで書いているからね。 

佐々構成員 増渕さん。はい。 

増渕座長 はい。どうぞ 

佐々構成員 度々、だめ出しで申し訳ありませんけれどもね。ここの『コスモスふれあ

いロード』、結果は好評でね。良いと。でね、皆さんご承知の通りですね、

ロードを歩くことで健康増進、或いはおしゃべりしながら地域のコミュニ

ティが図れるとか、市民だけでは無く他からも散策に来てくれる。それが

場合によっては、人が来れば商工のプラス発展にもなるという大きなもの

があって、誰がやったのということで、言ってみれば『市民の皆さんのご協

力で出来ています』ということで包み込めるのではないかと思いますよね。

個々を小さく指名しないでね。 

増渕座長 今の意見は、多くの市民という代名詞をもって、具体的な団体名はいら

ないんじゃないかというご意見です。 

佐々構成員  いくつか入っても構わないですよね。行政区或いは各コミ協或いは、場

合によっては子供さんたちも参加していますから、それも入ったってかま

わないですよね。 

宮城構成員  さっき言った所に小学生も書いてある。 

染谷構成員  良いですか。 
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増渕座長 はい。 

染谷構成員  ここの所はカットしちゃって、でも、ここにある情報は８つ割り付けて

あるんですよね。逆に、第１話は写真で見ると６つしか割り付けが無いわ

けですから、その８つを再配置して、中身をもう一回検討いただければ大

丈夫なんじゃないんですか。先ほど、長井さんからお話があったように左

側の２つめのコスモスふれあいロードという所では、小学生から云々で、

右側の下の所に書いてある所には小学生から云々は入っているし、右側で

このピンクで囲ってあるのが、残りが１・２・３・４・５・６・７つあって

利根川の河川を入れて８つもあるんだから、これを再配置すればすっきり

するんじゃないですか。逆に、ここの所だけがわさわさ入っているから。 

増渕座長  今、これをまとめてやろうとすると相当時間がかかっちゃうな。 

染谷構成員  再配置は、機械でやっていただけるのですから大丈夫ですよ。増やすの

は大変だけど割り付けを考えるのですから。 

昭文社（増田）  編集的な立場でちょっと意見をよろしいですか。 

そもそも皆さんがおっしゃったように、ここでは『市民の方・地区の方が

コスモスふれあいロードを作り上げている』というのを出したい。という

のは同じでございます。ですので、ここで一人の方を載せるというのも、私

共も今回始めてこういう提案をしたので、こういう議論になっているとい

うことなので、修正を行うのですけれども、我々としてはここに人を出し

たいということで、例えば人の写真を取って、花の写真を撮って載せると

同じような写真が並んでしまうので、果たしてここのエリア以外の方が見

た時に、文字と写真だけを見て「このコスモスふれあいロードというのは

市民の方が作り上げているのなのかな。」というのを、果たして直感的に感

じてもらえるのかな、というので特定の人では無くて、例えばみんなで花

を手入れしている写真ですとか、そういう写真を載せて『市民の方が本当

に丹精込めて一生懸命コスモスふれあいロードを作り上げている』、という

のを文字ブラスビジュアルで見せたいな。とは思っている所でございます。 

佐々構成員他 それは良いよね。 

昭文社（増田） 文字と写真が続くと、同じようなものが続くので、変化が無くインパク

トも無いですので、ずっと読んでいかないと気付いてもらえないかなと。 

足立構成員 ようはね、商工会の PRじゃなくて、鷲宮地区の PRなわけですからね。

全体的にね。 

昭文社（増田） はい。 

足立構成員 ですから、その辺の所をしっかりやっていかないと、この枠組だとそう

いう風になってしまうから、さっきも言ったように重みのある物になるに

は、みんなが作業してみんなで作り上げているというのがどこにもないか

ら。 
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昭文社（増田） そうですね。 

足立構成員 やっぱり、それがあると良いかなと思います。 

長井構成員 よろしいですか。 

増渕座長  はい。どうぞ。 

長井構成員  ここの所にですね、今回やった８００人の砂利除去大作戦を載せたら良

いんじゃないですか。 

染谷構成員他  いやいやいや。 

染谷構成員 良いですか。 

増渕座長  はい。 

染谷構成員  石拾いというのは苦肉の策ですからね。この地域会議が始まった時に、

最初に「コスモスふれあいロードの石拾いをみんなでやりましょう。」とい

うのをやってしまえば、とっくに１年２年で石がない部分のものが、地域

会議が終わる寸前になって石拾いをやったという部分ですから、褒められ

た話では無いですから、そんなんじゃなくて、今、昭文社の方が言われたけ

れども、左側の二つ目の『コスモスふれあいロード』が書いてある中身の部

分なんですよ。ここの所の写真をどうするかで、この『コスモスふれあいロ

ード』の文字は変わらないとしても、花のあるのと種を蒔いている写真で、

何なら種をまいているのは市が管理しているから、いくらでも市に写真が

あるだろうから、そういう種を蒔いている・草を取っている写真をそれな

りの形で、 

松永構成員  あるよ。 

染谷構成員  こっちじゃ無くて、行政にあるでしょ。 

佐々構成員  はい、増渕さん。 

増渕座長  はい、どうぞ。 

佐々構成員  今ね、写真の話が出たけれどもね。人の写真は、皆さん探せばどこかにあ

ると思う。人がたくさん載っていても問題は無いと思います。特定の人の

名前が載っていなければね。もしお話があればね、市民の方のインタビュ

ーとして載せる。大勢の方でも構わないけれども写真で載せてしまうと、

「この人がやっている」の「俺たちのやっている」のと主張が出て来るんじ

ゃないですかね。 

椎橋構成員 あの、すいません。校正をして写真を載せたものをすぐ作っていただき

たいのですけれども、ゲラはいつ出来ますかね。明日位には。 

昭文社（増田） 明日はちょっと。難しいですね。 

椎橋構成員  どの位かかりますか。そこの部分だけは、構成員の皆様に見ていただき

たいな、と思っているんですけれども。 

増渕座長  昭文社さんは、ここの花の所を他の部分に当てはめるというのをどう思

いますか。 
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昭文社（増田） 率直に僕が思ったのはですね、『コスモスふれあいロード』を大きく載せ

ましてですね、市民の方がですね、みんなで一生懸命やっています。という

のを例えば、この『白梅会』さんですとか『〇〇会』さんが『やっています』

というのを小さく載せる。 

松永構成員  これは大きいじゃない。 

昭文社（増田）  これはちょっと大きくなってしまったんですけれども。 

染谷構成員  それを小さくすると。 

昭文社（増田）  はい。大きく『コスモスふれあいロード』をうたって、市民みんなでやっ

ていますよ。という写真があると良いんですけれども。 

染谷構成員 だから、他の地区の人たちは、そういう風なものについて興味は無いと

思うのですよ。それと極端に言えば、今現在、市民というかこのコスモスふ

れあいロードを管理する人たちに対しても、どこがどういう風な管理をし

ているかというのを知らしめてないから、あえてここで始めてこんなもの

を作った所で知らしめる内容じゃない。市民自身も知らない。 

昭文社（増田）  はい、分かりました。 

染谷構成員  そういう部分で、ここの所の第４話では『コスモスふれあいロード浪漫

紀行』というので、ふれあいロードの経緯とコスモスだけじゃなくて、『ポ

ピーもやっているんですよ。』というのと、いろいろなものが入っているん

であって、普通で考えると『肥沃な土壌が産む特産品』なんて言うのを、こ

この面の埋め草の差だと思うのですよね。そう考えると、この河津桜にし

ても、お酒１本位になっちゃったりですとかの部分だから、今ある情報を

ここで割り振りし直すだけで、余白というのも大事なんですから、別にご

ちゃごちゃで無くても良いんじゃないかと思いますけれども。ここを取っ

てしまって再配置して文字を増やしてみたりなんかして、そういうのも考

えてやっていただけたら。後はこうやって個人が出てくるのは、川内君は

全国区だから良いけれど他の人が見ても分からないのはいらない。入れる

なら梅田修一市長を入れてコメントをもらった方が良いかもしれないし、

そういう類だと思うので、皆さんの了解で「これは外しましょう」と言っ

て、後の再構成は事務局に任せるのでも。行ったり来たりが出来るなら良

いですけれども、多分「３日で構成の話をくれ」と言って、すぐその後、「昭

文社さんに入れないと間に合わないよ。」という段取りなんですから。それ

ってどうなんですか。 

昭文社（増田）  そこは、すぐに直します。 

足立構成員  そうよね。 

増渕座長 一番簡単なのは、このスペースに、 

染谷構成員  何も入れないで、ここは種まきで。 

増渕座長  二通りやっている写真を載せるかどうかだよ。 
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染谷構成員  それは、あるんだかどうだかの部分もあるんだから。 

昭文社（増田）  いろいろな人が写ってる写真だったら良いんじゃないですか。作業をし

ている。それをコスモスふれあいロード浪漫紀行の一番上に持って来て、 

染谷構成員  写真も顔が映っている写真なんかだと、これは多くの人に見られるのだ

から「私の顔が映っては嫌だ。」という部分は大丈夫なんですか。 

昭文社（増田）  それはありますね。 

足立構成員  結構、いろいろな所で確認していますよね。「写真が載りますけれども大

丈夫ですか。」って。その部分は大丈夫なんですか。 

染谷構成員 そんなこと言ったら、他の写真も了解は取っていないんだろうし。 

増渕座長 草取りと種まきは、顔を映さないで、蒔いている時はみんな下を向いて

いますので、その写真で。 

松永構成員 それじゃ、あんまり絵にならないのよね。私は、第１回からずっとボラン

ティアをやっているんですけれども、この種まきは多少は絵になりますよ

ね。写真は、いつも撮ったりしているんですけれども、実際に広報に載せよ

うかなと思ってもこれだけではあまり絵にならないんですよね。今、染谷

さんがおっしゃるようにここの所はカットしてしまって、少しあれすれば

『市民の方が、』という所をちょっと入れるだけで、一番端はすっきりして

いるけれども、他はごちゃごちゃしていますので、すっきりした方が良い

んじゃないかなと私は思います。種まきとかは、広報に出したことがある

んですけれども、種まきと草取りは。一応写真は撮ってあるんですけれど

もね。 

増渕座長 はい。今のは、写真についてのお話ですけれども。染谷さん何か。 

染谷構成員 はい。ここの紙面に、他にもたくさん個人の写真があるけれども、みんな

了解を取ってる写真とかというわけでは無いんでしょうから、写真につい

てはそんなに神経質にならずに、一人の肖像写真みたいなので無ければ構

わないと思うのですよね。だけども、たくさん入れれば良いという問題で

も無いので、ここの『コスモスふれあいロード』と書いてある部分と、今切

っちゃった方が良いんじゃないかという相談で、ここに書いてあることと

別に書いてある部分と、どっちが良いかというのもあるんだろうから、そ

の辺のことはお任せで、あとは青毛堀のところの河津桜だって花が咲いて

いるんだかどうだ分からないような写真だけれども、こういう部分もひっ

くるめて見直して、ここにあるようにソメイヨシノよりも一足先に咲くと

かいう、『伊豆の方まで行かなくても花見が出来ますよ』とかいうのを加え

てもらって、ＰＲするならＰＲして売り込みをするようにして、ここの所

をもうちょっときれいにすれば問題無いんじゃないですか。中身は。支所

がここのいろいろなものをいかすのと、ＰＲタイトルとしてそういう視点

で見直していただくのと、これを組み替えるだけで充分だと思うんですけ
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どね。私は、個人が出なければ後は良いと思うので、後は中身を増やさない

でも良いんじゃないですか。中にあるものを再配置して工夫すれば良いん

で。 

松永構成員 賛成です。種まきと草取りをしなければ、こんなにきれいな花は咲かな

いんだから。 

増渕座長 久保さんいかがですか。今の行程の話は、もっと短くしてもらいますか。 

久保構成員 いや、そんな大それたことはしなくて良いですよ。先ほどもみなさんが

言っていたんですけれども、やはり個人の写真は良くないから抜いてもら

って、あと『コスモスふれあいロード』の所はちょっと見にくいから、読み

にくい字になっているから、そこの所をちょっと。 

増渕座長  内容は『コスモスふれあいロード』の所ですね。 

久保構成員  そうです。字体が違っているから、なんか読みにくいんですよ。なんでで

しょうね。もう少し読みやすいような文字にしていただけるとありがたい

かなと思います。でも、これが無くなるとずいぶんスペースが空くから、い

ろんな写真が拡大出来たり、違う写真が掲載出来るのでそれで良いと思い

ます。 

増渕座長  まず、こういうイメージにして良いですかね。第４話にあります『コスモ

スふれあいロード』の所にある下の写真を、もう少し大きくして文字をそ

っくり下の『花職人』の所に持っていくと。 

久保構成員  そういうのが良いですよね。字がはっきりして。 

増渕座長 その流れで、いかにいろいろな団体が参加してやってもらっているかと

いうことを、もう少し加えていただいて。 

久保構成員  そこをもう少し加えていただいて。 

染谷構成員 本文を読んでみると、ふれあいロードの方では『小学生や自治会など多

くの市民の皆さんが一斉に種を蒔き。市民が育て、守っている「市の花」な

のです。』となるのが、地域のボランティアとして上の方から行くと８月か

らというので、もうちょっと詳しくなっている、これを紙面の都合で合わ

せていただいて、後はお任せでいいんじゃないですか。 

増渕座長  基本的なこととして、『花職人』は止めると。で、空いたスペースに第４

話の左側にありますね。写真の上に載っている６行の文字に内容をもっと

足したものを『花職人』のスペースに持ってくる。 

松永構成員  『花職人』もカットね。 

染谷構成員  ここの所とか、そういうことを言っても、実際に構成する人にお任せし

ても良いんじゃないですか。 

松永構成員  良いです。 

足立構成員 これは、校正の人にお任せした方が良いと思います。ようするに、この浪

漫紀行を見ていくと、この葛西用水の説明が記述されていて、そこにこの
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『コスモスふれあいロード』を市民が協力して植えて、きれいにやってい

るというのがここで良く分かるように説明が入っているから、ここにもう

少し文章を加えていただければ、ここの部分は生きると思います。はい。だ

からお任せで。みんなでやったってまとまらないですから。 

松永構成員 今の意見に賛成です。 

増渕座長 同じお任せでも、ご意見は述べてくださいね。 

松永構成員 皆さん、言いました。 

増渕座長  昭文社さんにお聞きします。 

昭文社（増田）  はい。 

椎橋構成員  事務局で、今の話のポイントをまとめていただいてよろしいですか。 

事務局（栗原）  はい。今ご意見があったことを事務局として理解していることとしては、

まず『花職人』は止める。残った紙面につきましては、校正については昭文

社に再構成していただく。『コスモスふれあいロード』の文章を、例えば『老

人会とか地区のコミ協です』とかを含めて、もう少し『地域の皆さんが守っ

ている』というのを文章にして、大きく出すと。後は写真については、種ま

きは映えないとおっしゃっていますので、一回再構成していただいてです

ね、可能であれば写真を載せる。良く無ければ写真をカットすると。そんな

形でよろしいですか。 

足立構成員 写真は、入れられたら入れてください。 

事務局（栗原）  はい。 

足立構成員  ここに野菜があるけれども、こういう野菜はどこかに持って行っても良

いんじゃないですか。ここは『コスモスふれあいロード』になっているか

ら、ここにロードをずっと入れても良いんですよね。枠が無ければね。他に

持って行って、ロードだけをしっかりと載せていただいて良いんじゃない

かなと思います。 

長井構成員  よろしいですか。 

増渕座長  はい、長井さんどうぞ。 

長井構成員  ここのピンクの第４話を見ると、『葛西用水って何もの』と知らない人は

考えちゃいますよね。 

染谷構成員  ですから、『利根川の東遷があって、葛西用水路のとなって、』と、こうい

うものですというのが載っているじゃないですか。 

長井構成員 『コスモスふれあいロード』と『葛西用水』との繋がりが何も無いじゃな

いですか。 

久保構成員  書いて無いです。 

長井構成員  知らない人が読んだ時に、葛西用水は何でこんな所にあるのと。 

事務局（栗原） 長井構成員のおっしゃるのは、『葛西用水路の沿岸に延長１０キロ』、『コ

スモスふれあいロード』として『コスモスを育てています』、そういう一文
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が無いと繋がらないということでしょうか。 

長井構成員 はい。 

事務局（栗原） そういった文を入れて、再構成させていただければと思います。 

足立構成員  ロードになっているから、きちんと出してもらわないと。 

増渕座長  葛西用水路の歴史を入れた方が良いかな。 

松永構成員  これで充分ですよ。 

染谷構成員  入っていますよ。２・３行じゃいかないほど入っておりますよ。 

増渕座長  失礼しました。左上の葛西用水路の所に詳しく載っておりました。 

足立構成員他  後は、お任せで良いんじゃないですか。座長あとは一任で。 

増渕座長  はい。『散策マップ』について、ただ今決まったということで先に進めて

もよろしいでしょうか。 

久保構成員他  はい。 

増渕座長 それでは、『鷲宮散策マップ』については、事務局の方でまとめたものを

昭文社に伝えていただいて、変更していただくと。 

事務局（栗原） はい。 

増渕座長 続いて、マップの増刷についてです。 

資料３の４にあります『鷲宮地区散策マップ』の増刷（案）について、鷲

宮地区の更なる周知を図るため、当初の２万部から鷲宮地区全戸配布用と

して１万部の増刷を図り全部で３万部になります。数字がこのようになっ

ております。これについて改めてご意見等伺いたいと思います。 

このままでよろしいですか。 

松永構成員  賛成です。 

増渕座長  予算がもっとあるから増やすとかありますか。 

足立構成員  予算がありますから協議していただきたいんですけれども、鷲宮地区と

久喜地区等が合併して１０年を迎える記念のイベント等があって、そうい

う意味のある年かなと思います。それでこれは鷲宮だけではなくて、やは

り鷲宮と久喜・菖蒲・栗橋の３地区がありますけれども、皆さんにいろいろ

なものを知っていただくためにも、もうちょっと多く作っても私は構わな

いんじゃないかなと思います。というのは、多くの人たちがいろいろなイ

ベントをそれぞれやる時に、鷲宮というものをもっと知ってもらう、久喜

は久喜で、菖蒲は菖蒲でというのではなくて、多くの人たちに鷲宮にもっ

と多く足を運んでもらえるような、ちょどいいチャンス・PRにもなる。１

０周年というイベントの中に、これも含めていけるんじゃないかなと思い

ますので出来ることならば、全戸配布はするんですけれども、同時に出来

るだけ多く久喜市全体に配ってもおかしくはないかなと思っている所で

す。それだけ鷲宮が、いち早くどこの地区よりも皆さんに全戸配布したと

いうものを PR した方が良いんじゃないかなと思いますけれども。予算が
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あるなら。 

増渕座長  はい。ただ今、ご意見をいただきましたけれども、同時期に旧久喜地区で

同じようなものを作っているわけです。同じ時期に久喜地区には配布され

るわけです。パンフレットはこちらですね。 

足立構成員  知らなかったです。 

増渕座長  ただ今の足立さんからご意見のありました鷲宮地区の全戸配布数は１万

６千部。仮に久喜地区と菖蒲の分と栗橋の分で、仮にこの倍かな。数は６万

部かな。ちなみに、栗橋で作ったものは鷲宮にも配布されてたよね、以前。 

染谷構成員  来ているのは事業の案内だけですから。『スタンプラリーをやりますよ。』

『４００人の人には扇子を配りますよ。』というそういうのがあって、参加

するならそれを持って行っての参加は出来るけれども、あくまでもチラシ

ですから。地域会議は鷲宮地区で、『その地区の人を対象』にというのが基

本でしょ。成果表をよそに配りあうんじゃなくて、極端に言えば、あとで言

おうと思ったのですが、１，０００人しか申し込みが無いからと、ここでは

１８０万の予算を取ったタオルを１，０００本しか作らなかった。それこ

そおかしい。今日は、私はタオルが残っているはずだから、３０年で石を拾

って、その後ポピーでうなったら、また石が出てきて困っている地区がた

くさんあるんですよ。だから、３１年も拾ってもらって、残っている資材が

あったらそれを配ってやろうと提案しようと思ったのですよ。やっている

ことが私たちが考えていることと逆なんですよ。ですから、地区の人たち

に何らかの形で行き届くような事業を、我々地域会議は考えるべきで、よ

その人たちへの PR では無くて、まずは地区の人たちへ十分に行き届いて

いるかどうか考えるの先だと思うんですよ。一回石を拾ったんで、「反って

石が出てきて困っている。」という地区もあります。中には、この前の区長

会の時にやったら、「もう石は無くて余りものがあってもどうかな。」とい

う所もありました。だから、石があって、１００年立たないと自分の所をき

れいにしてもらえない人たちがいて、地域会議の最後の貴重なお金をどう

活用するのかというのを、地区の人たちにどう使うのかを考えるのが、こ

の地域会議なんじゃないですか。 

足立構成員  すいません。この間の区長会では、この砂利拾いの件で相当意見が出ま

したよね。「砂利は切りがなく、下へ行けば行くほど出てくるものがある。」

というお話もありました。今回、地域会議ということで皆さん協力して来

たと、そういうことになると、「また行政区にお願いするのか。」という意見

が出ましたね。ですから、そこの所は切りがなく次から次へと出てきちゃ

うんじゃないかなと思います。ですから、どこの所で区切りをつけるのか

をきちんとやっておかないと、予算があるから次と言うけれど、次の年は

どうするのか、その次の年はどうなるのかと思うと、その辺も良く考えて
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行動していかないと、砂利の件だけで苦労しているボランティアの方たち

へは、お茶でも何でも出してあげられるだけの奉仕の予算を必要とするの

か、またそれをずっと続けていかなければならないのか。１回やったら２

回とやらなければならないというのがあると思うのですよね。ですから、

そういうのも良く考えて、地域会議というのは、当初はいろいろな形をも

って、『それぞれの地域を良くしていきましょう。』『活力のあるものにして

いきましょう。』ということで進められて来たものですから。その辺の所も

やはり負担にならない、みんなが喜ぶ良い結果になるものを出していかな

ければならないと思います。今回が最後かもしれないと言っているのだか

ら、その辺の所をきちんとやっていかかないといけないんじゃないかしら

と思います。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  どうぞ。 

染谷構成員  あの、地域会議に最初から参加していたわけでは無いんですけれども、

地域会議というのは、地域の皆さんが同じように恩恵を受けたり、いろい

ろなことが無ければならないと思うのですが、『コスモスふれあいロードの

整備』というのをテーマに取り組んだということなんですが、１０キロあ

る中で私たちが担当している所は、地面は加須市になる部分も含まれて砂

利ばっかりなんですよ。そういう所もあるし、１０キロの中にはいろいろ

な所があるんですよ。その中で地域会議では、公平性というのは念頭に無

く一部の所にだけ、本当に一部の所に土の入替えまでやるというとんでも

ないことをやったわけですよ。だから、そのコスモスふれあいロードを管

理するにあたって、わりと簡単に草取りだって鎌を入れたって石なんかに

は絶対当たらない所と、入れる度に石に当たる所とそれも玉子の様な大き

さの石にたくさん当たる所とみんな一緒で管理をしている。そこの部分を

１０年かかってもわずかな距離しか出来ないと、本当に最初の計画だと 

１００年かかったって出来ないとなると、それではどうにもならないから

協力してもらえる人たちに何らかの対応をして、とりあえず最低のレベル

でやってもらって記念品をあげましょう。と、砂利拾いというのでやるよ

うになって、今年で事業は終わりだというから、資材を調達出来て、残って

いるものがあったらそれを活用して、困っている所にはそれを提供しなが

ら、地域会議の最後のご奉公じゃないけれど、やるのが良いのかなと。だか

ら、予算が残ったって良いという考え方の部分もあるかもしれないけれど、

『コスモスふれあいロード』は、まだ続けるんであれば石のある所の困っ

ている人たちには、何らかの配慮をしながら地域会議は閉じた方が、多分、

座長としても良いんだろうと思うんですよね。本当に４００万も３００平 

米位かけたりした年もあって、１円もかけてもらってない所がほとんどで、
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そういうような所は、多分砂利拾いでも事務局はお分かりだと思うのです

けれども、土のう袋が一杯になるような石を集めても、表にあるのでさえ

拾いきれない、そういう所もあるわけなんで。 

増渕座長  事務局にお伺いします。 

仮に、追加でタオルを作った場合、かつ３月末までに地域会議が無くな

った場合に、作ることは多分出来るんだと思うけれど、それを保管してお

く場合は、どういう形になると思いますかね。作った場合。 

染谷構成員  良いですか。この会議では、「土のう袋は４，０００枚用意します。」「記

念品は１７８万円で、ハンドタオルみたいなのを用意したい。３００円位

のを。」というのが否決されて、「予算の中で・出来る範囲」で、というのが、

その会議の中で結論だったはずだと思うのですよね。「申込者の数に合わせ

て」、と審議した記憶が無いんですよ。だから、当時８００円だか９００円

だかとかいうことだったので、「２，０００本は用意出来るだろう」と。で

すので、２，０００本は用意しているであろうと認識していました。私なん

かは。「土のう袋は４，０００枚」といったから、４，０００枚用意してい

ると思いました。知らない間に「土のう袋は、１，４００枚」だとか、「タ

オルは１，０００枚」だとかいうのは、この会議をどう考えているんだ。 

事務局は、会議で決まったことをどう思っているのか。大変不信です。今ま

でやってきた土の入れ替えから、事務局主導でやってきた部分で、『本当に

生きたお金として使って来ていたのか』、今あるお金が、『今年が最後だっ

たらどうしたら良いのか』、ということに対して、少し後ろ向きじゃないで

すか。行政から入っている委員さんなんかからもご意見を伺いたいと思い

ますが。 

荻野構成員  はい。良いですか。 

あくまでも、タオルは『ボランティアの対価として作った』という認識が

あるんですね。それを予算の許す限りすべてタオルを作るというのは、作

って余ったらどうするのかということは、うちの方も皆さんも考えていな

かったことだと思います。 

足立構成員  荻野構成員、その考え方というのは行政の考え方ですよね。ようするに

染谷さんが言ったように、会議ではボランティアを募るというから、確実

にこれだけの人数が来るというのは分からないわけではないですから。 

荻野構成員  はい。 

足立構成員  一応予算では、「これだけの予算を使ってタオルを用意しましょう。」と

いうことだから、その用意をしておかなければ、本来ならいけなかったわ

けでは無いですか。余ったとしても。 

荻野構成員  それも、ある程度見込みが立つじゃないですか。事務局としては。種まき

に７００人・８００人位が８月に来て、砂利拾いに１２月で何人来るかと。
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せいぜい来ても「種まきと同じ位の人数じゃないか」、ということで、「とり

あえずタオルは必要最低限のものを発注して、途中で人数が多ければ追加

発注」という考えで頼んだわけですね。  

足立構成員  予算がかかっていたことだから、結局ボランティアもある程度使って、

最低限余ったらお返しするけれども、今やろうとしている事業でこれだけ

のものをストックしていかないと、この話の中でロードはずっと続いてい

くということは分かっていたわけですから。その辺の所はね 

荻野構成員  あまり余計な無駄遣いは、 

足立構成員  無駄遣いでは無いと思いますけれども。やっている以上は。 

荻野構成員 無駄遣いでは無いと思うのですけれども、余っても。 

染谷構成員  良いですか。 

前の会議で予算が決まったのが１０月１６日で決めて、砂利拾いの案内

が来たのが１１月になっていて、人数が決まったのはその後ですから。そ

の時は、１０月の時点で発注しなければ間に合わない、それも私なんかが

「デザインを全面」なんて言ったら、「とても間に合わないから、ちょっと

したデザインで入ります」と、それも「すぐに発注しないとだめです」と、

「１１月の納品は出来ません」と、１１月の納品は出来ないという部分で、

１２月１日をいつまでに申し込みをしたか、今手元の書類では１１月１日

までに提出とかいうことなんですけれども、いずれにしても、「事務局が把

握できたのも１１月上旬位」であると。それで発注も「１０月のこの位では

間に合わない」、とかいうのが、前の会議で決まった数を発注する以外ない

のが、数が減らされているとなると「１２月１日に間に合うように、タオル

が１，０００枚減らす」とか言うようなことをやっているわけですけれど

も。前の１１月の会議でお話したのと、１０月の会議で決まったのは、減ら

すのはかなり流用的に出来ているけれども、これは少しおかしいですよ。

会議でやったのでは、「納期が無いからダメ」だと言っておきながら。 

増渕座長  すいません。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  「マップの増刷を資料２の４で良いですか。」というのを。タオルの方に

話が言ってしまうとあれなんで、先に「マップの方を４の通りで良いです

か。」というのを決めさせてもらっても良いですか。 

足立構成員  はい。４で良いんじゃないですか。 

増渕座長 これは、先ほど他の地域でも配布するとありましたけれども、鷲宮地区

だけの配布だけでよろしいですね。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  どうぞ。 

染谷構成員  中身的には、２万に全戸配布１万６千部なら、いろいろな所への配布予
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定の２万をなぜ１万４千にするか解らないので、逆に３万６千部というの

がよろしいんじゃないですか。今までの配布予定の２万はそのままとして、

全戸配布分だけ上乗せするのが良いんじゃないですか。 

事務局（栗原）  はい。各公共施設等の配架数１万４千部ということでございます。当初

は、２万部を作るその内の１万４千部を、例えばですね、本庁舎・菖蒲総合

支所・栗橋総合支所・鷲宮総合支所、あと公共施設としましては、総合文化

会館・久喜も菖蒲にもございます。あと栗橋のコミュニティセンター、鷲宮

の東西コミセン・栗橋の文化会館・公民館・図書館、あとは県や企業・学校・

商店街ですね。そういった所にも配布することを考えておりまして、２万

という数で収まるように、使い切るような形で考えておりました。鷲宮地

区の全戸配布は１万６千部かかるんですけれども、当初の２万部ですと若

干多く配り過ぎてしまうことになりますので、その分を全戸配布へ回して、

１万４千部を各公共施設へ、１万６千部を全戸配布という形で、ちょうど

収まるというように事務局として考えております。ですので、切りのいい

数字で３万ということでございます。 

増渕座長  はい、ただ今の事務局の説明に対して、ご質問はありますか。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  どうぞ。 

染谷構成員  この後、『散策マップ』なるものとかで、地域会議も無くなってどうなる

か判らないんですけれども、市の事業として、引き続き何年かに１回改訂

をするとかいうことなら良いのかと思いますけれども、そういう見込みも

なければ、予備があって困るものじゃないし、いろいろな形で活用出来そ

うに思うのですが。配るのも大変だから、あんまり多くない方が良いとい

うなら、それはそれで構いませんけれども。 

増渕座長  その意見は、予備をもっと増やした方が良いということですか。 

染谷構成員  ですから、２万は２万で増刷分だけ１万６千部増やして、ということで

す。みんなが「各施設に配る分を減らした方が良い」という意見では無いの

で。事務局はそんなに気を使ってくれなくても良いと思いますよ。 

椎橋構成員  確かに、増刷すれば、それだけいろいろな所に配れるとは思いますし、染

谷委員のおっしゃることは十分理解出来る所なんですけれども、ある程度

の部数は広く配らせていただいてですね。これはＨＰ上にもアップしてい

ただいて、それを活用していただくというのも一つにありますので、実際

の所はこの部数でとりあえず作って配りたい。という所がありますけれど

も。 

染谷構成員  では、将来に渡っての広報も、市の方でしっかりと取り組んでいただい

て。広報も市の大事な仕事だと思いますので、しっかりと取り組んでいた

だいて、私の方からは結構です。 
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増渕座長  それでは、マップの増刷については３万部で決めたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

久保構成員他  はい。 

増渕座長  それでは、印刷は３万部でお願いします。 

事務局（栗原）  ありがとうございます。 

増渕座長  それでは、マップについては、以上でよろしいでしょうか。 

久保構成員他  はい。 

増渕座長  続きまして、議題 

（２） その他、 

に移りたいと思います。 

まず、その他について事務局から何かございますか。 突然振りまして、

何もなければ、タオルの件ですね。では、（２）その他ということで、先ほ

ど出ましたタオルの件について、協議したいと思います。 

染谷構成員  はい。その他で、タオルということでは無くて、基本的には、地域会議が

５００万の予算ということで大変なお金だろうと思いますけれども、この

お金を地域で、それなりに活用してくださいという部分で、貴重な財源を

いただいている中で、今回の資料の３によりますと１２５万円の予算残額

がありますけれども、残額があるということは地域会議としては知恵が無

かったんじゃないかと一般の方から見るとみられかねません。そんな訳で、

この予算残額１２５万円というのは承服出来ないんで、これについては、

ぜひ地域会議で活用する方向で検討していくべきだと思います。そういう

方向で、座長取り計らいをお願い致します。 

増渕座長  はい。先ほどの、事務局に尋ねましたタオルを、仮に、更に発注した場

合、地域会議という組織体が無くなる場合、それを管轄する役所の所管課

が無いので、仮に作るのは出来ると思うんですよね。予算があるので。それ

を作った場合に、３月３１日までに出納を終わらせれば良いんだと思いま

すけれども。実際は２月に終わらさないといけないのでしょうけれども。 

染谷構成員  ５月いっぱいまでは大丈夫です。 

増渕座長  それは、あくまで事務局の話で、私が一番気になるのは、私としてはもし

可能であれば、作ってそれを鷲宮区長会と鷲宮コミュニティ推進協議会へ

それぞれに預ける。実際には、その所管する課に預けるという形で、来年そ

れを使って何かが出来るという考え方はあると思うのですけれども。仮に、

それが可能かどうかは、皆さんに聞く前に事務局に聞かないとあれなんで

すけれども。すでに、本庁の方に予算が余るということで報告済なので、逆

に今からそれが可能かどうか。 

長井構成員  座長。 

増渕座長  はい。 
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長井構成員  それについては、管理目的と使用目的がはっきりしない限り、お金は使

えないと思うんですよね。その辺は、この会議で揉んだ方が良いと思いま

す。 

増渕座長  今、長井構成員からそのようなご意見がありましたけれども、いずれに

しましても、実務的にどうなのかという所をお答えいただきたいと思いま

す。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  どうぞ。 

染谷構成員  実は、単体で実際に砂利拾いをした人たちが参加した会議の中で、少し

関連のある話をした中で、「コスモスロードの管理に関わって来て、今回は

砂利拾いでもって記念品をいただいた」と。「大変びっくりしたけれどもう

れしかった。」というような意見がありました。コスモスロードは、これま

で本当に地域の協力を得ながら飲み物などを用意してもらったり、でも、

実際はボランティアの皆さんに、本当にお骨折りいただいている。何にも

無かったのが、外に何もなかった部分が、自分たちも少しは報われる部分

があると思いますけれども。始めてこんなのをもらったと、「地域会議も良

いことしているね。」という意見もあるんですよ。ですので、そういうよう

な意味で行くと、このお金は返すのではなくて、あったものを実際に関係

なく、それぞれに配ってしまうのなら問題だと思うのですけれども、コス

モスロードの管理に汗をかいてくれた人に渡すことについては、使途も間

違っていないと思うのですよ。ですから、最後の地域会議の善行として、ぜ

ひぜひ、お考えいただきたい。方向が、そもそも辞めようという方向で行け

ばあれですけれども。「地域会議って何だったの。」と言われたときに、「５

００万切り無いお金を活用出来なかった。」と言われるのは自分自身悲しい

ですし、あまりにも意気地が無いと思いますので、よろしくお願い致しま

す。 

増渕座長  それでは、今仮に、事務局の方に「１，０００本とか、作った場合にどう

なりますか」、ということを質問しましたけれども、そうではなくて、３月

末に地域会議が無くなるということが前提にありますので、「地域会議が無

くなりますとどうなるか」、ということをご説明していただけますか。 

椎橋構成員  今、事務局（案）ということで出させていただきましたけれども、長井委

員がおっしゃったように、管理責任とか使用目的として『平成３０年の地

域会議の砂利除去大作戦の中で、その対価としてタオルを作ってお渡しし

た』。というそれは、事業の中の一つとしてやり切ったというのが行政の方

の考えでございます。その中で、久喜地区もやはり残を１１月補正で落と

しているんですけれども、やはり３０年度の事業として何をやって、そこ

までの対価としてお金を使った部分を、予算として執行するというのが行
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政側にはありますので、その辺はご理解いただきたいと思います。で、もう

一つの議論として、染谷構成員のおっしゃっているのは、今後について、

「コスモスロードの管理はずっと続くでしょ」ということについては、こ

ちらとしても、今後どのようにして行くか考える所ですけれども、やはり

砂利除去大作戦をやって、「今後どうしていくんでしょ。」という所は事務

局も大変心配している所なんですけれども、今、事業が終わって、地域の皆

さんや全ての皆さんにご協力いただいているというのがありますので、そ

この中に、「行政はどのように協力していくのか。」というのは、来年度以降

の話になって来ると思いますので、その辺の所はやはり、執行する部分は

執行させていただくと。使用目的と管理責任というのがありますので、そ

の辺の所も事業についての取り組みについてきちんと執行させていただく

というのを、事務局は考えておりますことをご理解いただきたいと思いま

す。説明が少し足りないかもしれませんが、染谷構成員からご提示してい

ただいている『今後の管理の部分』については、まさに、行政と地域が一体

となってですね、やっていかなければならないという所で、認識している

所でございます。 

増渕座長  はい。今支所長からご説明していただきました。 

染谷構成員  はい。 

椎橋構成員  どうぞ。 

染谷構成員  今の説明にお言葉を返すようですが、というより、その前に第３回の会

議録の議事録の開示を求めます。ようするに予算を決めたと思うんですよ

ね。これから買うのはだめだという話なんですけれども、前の３回の地域

会議では、タオルについての部分ではここにあるんですけれども、「予算が

１７０何万円です」と。あとは、「土のう袋は４，０００枚買います」とこ

こでも了解を取って、会議は終わっているわけですよ。地域会議としては、

「２，０００本買えるかどうか分からないけれども、一枚８００円だった

か１，０００円だったか、そういう単価でその中で調達できる範囲で調達

してください。」ということで会議は終わっているはずなんです。「１，００

０本」ということで、了解した記憶は一切ありません。１，０００本という

ことで揉んで、参加人数に合わせてということで、土のう袋も１，４００枚

というのでなくて、「４，０００枚」で提案があって、それで行きましょう

と決まったはずです。ですから、事務局はここの地域会議の決定事項を守

っていただいていないで、忖度してお金を使いませんよ。というのは、事務

局の取るべき対応としては最悪だと思います。この会議は、単なる会議で

終わればあとは事務局が好きに出来るのかと、とんでもないと思いますよ。

ですから、椎橋委員の言ったことは、委員としてでしたらあれですけれど

も、支所長として発言しているとしたら、とっても信用できません。これか
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らの支所の運営が。会議の決定が最優先されるべきだと思います。 

事務局（栗原） はい。 

増渕座長  はい。事務局。 

事務局（栗原）  はい。第３回の会議の開示を求められましたので、今、会議録をお持ちし

ますので、少々お待ちください。それとですね、追加発注の件でございま

す。 

染谷構成員  追加発注、 

事務局（栗原）  まず、１１月の上旬の時点で、差し当たり１，０００本を発注しました。 

染谷構成員  差し当たりね。 

事務局（栗原）  それは、随意契約というやり方でやったんですけれども、その後ですね、

一度型を作るんですけれども、そこに『コスモスふれあいロード』と。で、

その型が出来ましたら、追加発注をしても一週間でタオルが出来るという

ようなことを業者から聞いておりました。で、１１月上旬に発注をして、１

２月１日が『コスモスふれあいロードの砂利拾い』でしたので、それに即座

に対応できるように用意していたということでございます。それから、こ

れから会議録を確認致しますけれども、会議の流れの中では、例えば『土の

う袋は４，０００枚です』とか『タオルは２，０００本です』とか、そうい

う話もありました。また、会議の中で、「現実的な線で考えましょうよ」と、

「そんなに来るわけないんじゃないですか」と。「それでは１，０００本に

しますか、２，０００本にしますか」と、そういうお話もございました。そ

れで我々事務局としましては、構成員のみなさまのご意見をいただきなが

ら、もちろん決まった部分はそれを遂行していきましたし、曖昧な部分で

終わった部分に関しては、申し訳ございませんが座長といろいろご相談さ

せていただきながら対応して来ましたわけです。その部分につきましては、

紛れもない事実でございます。ご理解いただきたいと思います。 
 で、今、会議録が届きましたので、 

染谷構成員  いや、１回目の会議録はみんなに配ってあったと思うのだけれども、２

回とか３回とかの会議録は、みんなに配布が無いんですけれども。 

事務局（栗原）  それは署名される方に、 

染谷構成員  署名ではなくて、発言者のみんなに確認をしていたと思うのですけれど

もね。１回目は。 

事務局（栗原）  行政の公文書館の方で、会議録などを所管しているんですけれども、２

回目以降ですね手続きが変わりまして、『署名人の確認だけで足りると、そ

ういう形でやってください。』という形になりました。そうしないとなかな

か会議録の確定が出来ないので、そういった形にしてください、というこ

とになりまして。その関係で、最初は構成員全員の皆様にお配りして確認

をしていただいた所なんですけれども、２回目以降は手続きが変わったと
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いうことでございます。 

染谷構成員  事後報告ですか。 

変わったのは、いつ変わったのですか。その取り扱いは。２回３回と会議

をやっているけれども。最近変わったのですか。 

事務局（栗原）  そうですね。はい。 

染谷構成員  間の会議の所で、手続きが変わったのはみんな報告をしないのですか。

議事録をとるために録音もしているからとか、いろいろあるだろうけれど

も。 

事務局（栗原） そこの所につきましては、会長にお図りしていますので。 

椎橋構成員  会議録は HPでも。 

事務局（栗原） はい、会議録については、HPにも公開してございますので、会議録につ

いては、そちらの方で確認していただければと思います。 

松永構成員 HPを見られない人もいる。 

椎橋構成員 はい。ルールとして、 

染谷構成員  はい。分かります。ルールとして変わったというのは分かりましたけれ

ども。 

椎橋構成員  そうですね。申し訳ございません。 

染谷構成員  それを、ルールとして変わったというのを皆さんに、前は違ったやり方

でやっていたんだから、変わった事項については報告するべきではないで

すか。 

椎橋構成員 そうですね。それは事務局の説明が足りなかったと思います。 

染谷構成員  それと、座長よろしいですか。 

増渕座長  はい。 

染谷構成員 

 

 先ほどの説明の中で、デザインとしての金額が１，０００本で見積もっ

てもらって、追加が出来る形になっていたというのは、金額を決めるに当

たって、予算の中でどれだけ追加発注できるかを確認するための部分で、

『業者を選定する。』『金額も決める。』ようするに『１，０００本までの金

額を決める。』で、その後、『追加を１，０００本出すとすると型代はいらな

いから、追加のタオルの制作代だけでいいですよ。』という部分の数字をと

るだけための作業で、予算の中で、執行という部分は減らすというご相談

なりなんなりは、座長は受けているんですか。地域会議として。 

増渕座長  注文することは、相談を受けているけれども、別に減らしてはいないん

だと思う。 

染谷構成員  いや、減らしているでしょ。だって、予算が１８０何万円で動いていたん

だから、それが今現在は６８万円になっているのですから。ようするに、見

込みでみんなが動いていた『土のう袋４，０００枚に対して、２，０００人

位までの２，０００本用意しましょう』というのは、『予算を目一杯使いま
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しょう』というのは、大方皆さんの意見だったと思います。 

佐々構成員  はい、増渕さん。 

増渕座長  どうぞ。 

佐々構成員  大分時間も経過して、間もなく昼の時間なんですけれどもね。 

宮城構成員  そうですね。 

佐々構成員  ようするに、『残額を使うべきか。返すべきか。』、これだけなんだと思い

ます。先ほどね、足立さん曰く「もう区切りをつけた方がいいんじゃない

か。」と。一方で染谷さんはね、「いやいやまだ一部ですと。今後もずっとや

らなければならないですよ。」ということを考えるとですね、使えるもので

したら、粗品のタオルや土のう袋を購入してですね。予算があるわけです

から。返さなければいけない予算でしたら仕方無いですけれども。「使える

ものなら使ったらどうですか。」というのが、染谷さん意見でね。そんなこ

とで、使えるかどうかの判断だと思います。もし今後、砂利がたくさんある

所が「砂利拾いをやりますよ。」というのがあったら、地域会議が解散して

もね、今後のコスモスふれあいロードの行政上の窓口はどこかにあるわけ

だから、継続するわけですからね。地域会議は辞めても、コスモスふれあい

ロードを継続する所にお任せして、「申請すれば残ったのを差し上げます

よ。」ということで、使えないことはないですよね。ですから、返すか返さ

ないか。一つには、行政側から市から見ればね、残額は返済ということで、

おそらく市の税収も減ると思いますので、増える要素は無いのでね。した

がって、出来るだけこれからは予算も圧縮ということでしょうけどね。今

後も、これからもらうわけではないからね。予算だから。ですから、使える

かどうかということで、有効に使ってもらえれば、コスモスふれあいロー

ド継続にはいいんじゃないかと思いますけれどもね。使えるものなら。「い

や、返した方が良いよ。」というならお返しして、ということでいかがです

かね。 

増渕座長  今の件については、先ほど支所長から説明があって、その説明から行く

と「返さなければいけない。」というふうに聞こえましたけれども。 

松永構成員  そういうことじゃないんですけれどもね。 

染谷構成員  いいですか。それが支所長としての立場で、もしお話されたのなら、「地

域会議ではタオルを１，０００本で、参加人数でやりましょう。」というこ

とではなく、「土のう袋は４，０００枚で、予算は１８０何万という中で、

タオルは２，０００本作れそうにないから、何とかその中でたくさん作っ

てもらって」という部分だったのを、この会議に諮らずに「土のう袋１，４

００袋」で「タオルが１，０００本」というのは、事務局にはそういう権限

は与えられていないと思うのですよ。ですから、そういう意味で行くと支

所長として進めたのなら、この地域会議をどうご理解されているのか。先
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ほども言いましたように、そう思います。ですから、追加発注が出来るとい

う部分の所は、事務局として大変ご努力いただいたと思いますけれども、

その後、残りの予算からいって１，０００本ではなくて、１，５００本で動

いていただけていたならば大きな拍手なんですけれども、一切追加もしな

いで執行残で済まそうというのは、せっかく地域会議に構成員の皆さんに

集まってもらって会議をやるというのも、もうやめた方がいいですよ。そ

んなものなら。行政でやれば。 

佐々構成員  はい、増渕さん。 

増渕座長  はい、どうぞ。 

佐々構成員  大体の方が、「行政の方でお金が使えるものなのか、返すものなのか。」そ

れだけのことと考えていると思います。予算がありますから。今後もあり

ますから、「使えるものなら、今後もコスモスふれあいロードを継続して行

く所に使っていただく」というのでよろしいんじゃないですかね。だめな

らだめで、それまでですけれどもね。その辺は、後でご相談していただけれ

ばね。ここではなかなか難しいでしょうから。座長ね。 

事務局（栗原）  はい。 

増渕座長  はい、どうぞ。 

事務局（栗原）  まずは、会議録の確認をさせていただきましたので報告させていただき

ます。 

第２回の会議録の方でございます。タオルのことについては、２６ペー

ジに出ておりますが、「予算の範囲内で作ってください。」という形です。 

２回の時は、ガーゼのタオルの生地ですとか、 

染谷構成員  はい。ですから、「タオルについは予算の範囲内で作ってください。」 

はい。分かりました。 

事務局（栗原）  で、３回目はそういう議論ではございませんで。 

染谷構成員 それなら、２回目が生きていますよね。余計なことは良いんですよ。事実

だけですから。「予算の中で作ってください。」ということで、それで会議は

終わっているわけですから 

事務局（栗原） 予算の範囲内で、確かに「作ってください。」と。 

染谷構成員 はい。 

事務局（栗原）  それが結論でございます。 

足立構成員  その予算はいくらになったの。 

染谷構成員  予算は１８０何万。 

事務局（栗原）  そうですね、予算的には１８３万ありましたけれども、その後の３回の

会議で、 

染谷構成員  だから、出ていないなら良いですよ。 

事務局（栗原）  やり方等を説明致しまして、 
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染谷構成員  変更が無いんだったら良いですよ。 

事務局（栗原）  ただ、具体的に何本作るとかいうのは、結局２，０００本とか１，０００

本とかいう形で終わっていましたので、２回の会の時は。 

染谷構成員  だから２回で、 

事務局（栗原）  いえ、その後で予算の範囲内で作らせていただいたわけです。 

染谷構成員  だから、数を決めないで見積りを取ったわけでしょ。で、型代が分かった

から、後は使える分がはっきりするから、普通で考えると事務局はあとい

くつ発注出来るか分かるはずですよね。 

事務局（栗原）  後はですね。先ほど、使用目的と管理責任ということもございましたし、

会議の中でタオルを作るということに決まりましたので、後はタオルの枚

数までは決まっていませんでしたから、事務局の判断でそのような形にな

りました。 

染谷構成員  座長、まだ終わってないよ。 

増渕座長 今、会議録を見ているんですよ。 

染谷構成員  会議録では無くて、今、議事録をみたら、２回で予算の範囲内でというこ

とで決まっていて、その後「枚数の細かな話は無い。」ということで行くと、

２回の話し合いが生きているわけですよね。２回の時の予算の範囲内でと

いうのが、 

長井構成員  はい。すいません。 

増渕座長  はい。 

長井構成員  そもそも、このタオルの作成目的というのは何ですか。 

増渕座長  砂利拾いのお礼。 

長井構成員  そうですよね。それが３０年度の事業としての砂利拾いですよね。 

増渕座長  はい。 

長井構成員  それもお礼だから、それが全う出来たならばそれ以上のものは、これか

ら発注するなんてことは、あり得ないことですよね。 

染谷構成員  良いですか。 

増渕座長  はい。 

染谷構成員  ようするに、事務局がこの会議で決まった通りにやっていれば問題ない

けれども、決まっているのは、「予算の範囲内で出来るだけたくさん用意し

ましょう。」というのが、２回の会議で決まっていることだということにな

ると、「予算の中で調達する。」ようするに、「たくさん作ってください」と

か言う部分を、予算があるからと終わっている部分で、「１８０万位の予算

があって、その中でやるけれど、型代とかあるから、数があるから、数は、

はっきりさせられません」。ということでやって来ている部分だから、議事

録で言えば、２回の議事録を事務局が守っていただけていたならば。だけ

ど、結果としては守っていない。だから、その事務局が議事録を守っていた
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だけていたならば、追加とかいうことでは無くて、発注漏れですから。地域

会議で決まった形で行けば。新たな発注では無くて、本来は地域会議の議

事録に従えば、細かな数字までというのは無いと思いますが、少なくとも

２，０００本の話等々は出ているわけですからね。 

足立構成員  すいません。数は、２，０００本という形で出ていたんですか。 

事務局（栗原）  出ておりません。 

足立構成員  出ていなかったったら、長井さんがおっしゃったように、タオルの目的

は、あくまでも『砂利拾いのお礼』ということははっきりしていることです

から。 

事務局（栗原）  そうですね。 

足立構成員  だから、その目的に対しての、「予算の中で充分出来ます」ということだ

から、数を２，０００本であれ１，０００本であれ５００本であれ、その予

算内でということで、目的は「タオルを作る予算の中で２，０００本を作

る」ということが、明確にない以上は、事務局が言うことはその通りだなと

思うんですよね。ということは、地域会議で数をはっきりと、明確にしてな

かった所にこの問題が出てきちゃっているわけですよ。その時にはっきり

と「２，０００本なら２，０００本を目標にして、作ってください。」とい

うことがきちんと出ていれば、「その予算の中で追加も出来ますよ。」とい

うのがあったと思うのだけれども、これだと 

染谷構成員  ちょっと待って、資料を見てください。 

足立構成員  今、資料が無いのでごめんなさい。 

染谷構成員  じゃあ、少し、 

増渕座長  今、話をまとめると。 

染谷構成員  そうじゃなくて、話をまとめるのじゃなくて、今、足立さんの言った部分

の、 

増渕座長  まとまらないのは、染谷委員から出ているのは、 

染谷構成員  それの説明です。 

増渕座長  いや、「予算があるのにやっていない。」で、役所の方が言っているのは、

「予算はあるけれども、参加者が見込まれる数だけを注文した」と。 

染谷構成員  いや、そうではなくて、 

増渕座長  はい。 

染谷構成員  ２回の地域会議の資料で、事務局から出ている部分では、見積りの３と

して、「シャーリング顔料プリントの５色プリントの３００匁で、２，００

０本発注したときに税込み１，８５３，２８０円という予算が見込まれま

す。」という、だけどこれは「実際に見積りを取ってみないと、契約手続き

に入らないと確定しないから。」ということで、だから「予算の範囲内でや

りましょう。」というので済んでいた部分で、ここの提示している使用の中
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では、カーゼの小さな汗拭きみたいなのというのは蹴られて、「普通のタオ

ルで、金額は確定しない。」というので予算の範囲内。で、提案の中でも、

「８５０円で２，０００本がこれですよ。」とか、いろいろなタオルがあっ

た中で質疑した中身ですから。それで予算の範囲内で、という部分ですか

ら。だから事務局が、審議の中身を普通で考えれば、私もいろいろ事務局を

やりましたけれども、皆さんで決まった臍の所をしっかり守っていただけ

れば、１，０００本という発注で終わっているはずは無いんですよ。２，０

００本で終わっているんですよ。土のう袋も、事務局の方で「４，０００枚

必要」と言っておいて、調達しているはずなんです。 

松永構成員  ですから、今「追加ではなく、予算の範囲内で買えるだけ買いましょう。」

と言ったのが、それはこの会議でお話した、 

事務局（栗原）  それは、「予算の範囲内で使い切りましょう。」という形ではなくてです

ね、「予算の範囲内で作ってください。」というようなことで、「使い切る」

ということが会議の決定ではございません。 

染谷構成員  良いですか。 

増渕座長  はい。 

染谷構成員  先ほど言いましたように、２回目の事務局提案は、『１，０００本』・『２，

０００本』での提案ですから、『２，０００本』というのは突発的に沸いて

いるわけではございませんから。 

事務局（栗原）  あくまでですね。この『１，０００本』・『２，０００本』というのは、試

算上でございます。例えば「２，０００本ですと、これ位お金がかかりま

す」「１，０００本ですと、これくらいお金がかかります」と。 

染谷構成員 いいですか。その時に、フェインディングだったのは、見積りにかけるか

入札にするか解らないですけれども、業者に発注をした時に予算の中に入

らない可能性もあるから、そこの部分についての配慮はあるものだという

のは、当然予算の範囲内であるものだということで。で、こちらの方ですけ

れども、前の部分で執行を資料でいただいた部分については、各年度各地

区で使っているお金は、４９９万いくらかとかほとんど満額に近い金額を

執行して来ているので、従来はこの地域会議の予算の執行は、ごくごく当

たり前の執行だったと思うのです。今回の執行についても、地域会議が続

くのであれば、別にあまりいろいろ言わないのですけれども無くなってし

まう。そうすると繰り返しになりますけれども、そこまでして、土を入れ替

えた所と非常に悪い残土を持って来て、石がごろごろしている所に何の配

慮もせずに来た地域会議で、砂利拾いを手伝ってくれた人にささやかな記

念品というか粗品を差し上げたら「頑張ってよかったね。」と言ってくれる

人もいる位ですから、地域会議として、最後にぜひ皆さんの日ごろの協力

に感謝する対応位、新たにお金を見つけて来いというのでは無くて、地域
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会議でいただいたお金を活用できる部分があるのに、活用しないで返すと

いう手立ては無いと思います。 

増渕座長  今、『予算を残して地域会議を終わらせるべきか』、それとも『残さないで

終わらせるべきか』についての議論の方向になっているんですけれども、

現実問題、地域会議は３月３１日で無くなるということなので、今、提示さ

れている予算（案）で、今のお話で充分ご不満があるのは分かったわけです

が、あえて賛否をとってこれを承認という形でもよろしいでしょうか。 

加茂谷構成員  はい。 

足立構成員  今、言っているのは、執行（案）を協議しているわけですから、染谷委員

さんから、ここまで細かく・詳しく・納得いくものを求めていますけれど

も、その中で、この残額が生きるものを事務局がきちんと、「この残ってい

る予算を、どこまで使えるのか」というものがきちんとしないと、「その中

でどうするのか。タオルが追加出来るのか。土のう袋が追加出来るのか。」

ある程度のものが無いと、いつまでたってもこのままで終わってしまうと

思うので、これが案ですからもっと明確にきちんとしてくれないと染谷さ

んの言い分も良く分かるんですよね。執行側の言い分も分かるんですけれ

ども、地域会議としてね、このまますっきりしないで終わってしまうのも

あれなんでね。ロードのことは、ロードがある以上ずっと続いていくこと

なので、それはそれとしていかなければいけない。地域会議は地域会議と

してきちんとしなければいけない。ので、きちんとはっきりとさせてくだ

さい。 

染谷構成員  もう一回会議をやりますか。 

事務局（栗原）  よろしいですか。 

３０年度の予算としましては、これからですね。「砂利拾いをやる」で

すとか、そういったことはございません。その前提で言えば、先ほど長井

委員がおっしゃった通りなのですが、使用目的がはっきりしません。もち

ろん作るだけ作って、来年度のコスモスとかそういった時に配って活用す

るという考えもあるんだと思いますが、それは、『管理責任上出来ない』

と。事業が終わって、私たち事務局も無くなります。その際にですね、こ

のタオルを作ってお配りするというのは、「何で今これを配るんだ。」とい

う、逆に、事務局にも責任問題が生じてしまいます。また、このお金を使 

うこと自体が、監査の際に不正な執行になってしまう可能性がございます。

いずれにしましても、会議が残念ながらこれで終わりますので、そういう

中で、新たにタオルを作るというのは、現実的には難しいと・出来ないんじ

ゃないかと思います。また、それを「事務局としてやるということも出来な

い。」ということが、申し訳ないんですけれども、事務局としての意見です。 

足立構成員他  結論が出ましたよね、 
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増渕座長  それでは、平成３０年度の鷲宮地域会議事業に係る予算執行（案）につい

て、（案）をとることにご同意いただけますか。 

 長井さんどうですか。 

長井構成員  良いんじゃないですか。 

佐々構成員  増渕さん、すいません。 

増渕座長  はい。 

佐々構成員  今ね、賛否の前にね。ようするに、この予算を使えるか使えないかだか

ら、結局使えなければ案も何もなくて終わりなんだから。 

増渕座長  ええ。ですので、先ほど何度も回りくどく、遠回しに、何度も意見が出て

こないかと思って事務局に振ったんですけれども、やっぱり出てこないの

で、予算は使えないんだと思いますよね。 

足立構成員  やっぱり使えないんですよね。 

染谷構成員  だから、先ほどから言っているように考え方一つなんですよ。ようする

に、あらたに買うならダメなんですよ。執行金額を確認するために、１，０

００本で発注して、追加発注が出来るような形にして見積りは取っていた

と言っていたわけですから。前も説明の中で、資料の中で１，０００本・

２，０００本と見込があっての分で、地域会議の方に「参加見込が少ないか

ら１，０００本で発注します。」という投げかけも無いまま、２，０００本

の案でいろいろな形で案が進んでいた中で、見積りもそういう形で出来る

はずだったのを、途中で２，０００本というのを一切考慮しないで、『１，

０００本のままで決定をして行った』というのは、この会議での決定に対

して事務局の越権行為ですから。だから、追加というか本来発注するもの

を発注しなかったんだから、発注するのは筋だと思うのですよ。事務局が、

そこまで座長に「良いよ。」と言われているなら別ですけれどもね、会議で

決まったことと、事務局でやっていることが違うのだから。土のう袋なん

かは４，０００枚といって１，４００枚しか使っていないんだから、「もっ

と減らせ」と、誰も言っていないのだから。 

佐々構成員  事務局が手を挙げていますよ。 

増渕座長  今、別の案が出て来るならいいけれども、別に答えが出て来るわけじゃ

ないんだから。 

染谷構成員  執行残を残した方が、「行政的に鷲宮総合支所頑張ったね。」ということ

なら、もう何を言っても仕方ないですけれどもね。そういう、市の行政の体

制で無いことを願っています。去年までは、ほとんど５００万に近い金額

まで使うのが、地域会議としては、地域の活性化として非常に良かったわ

けですから。１２０万なんかも残すなんていうのは、去年なんかじゃ考え

られないことだと思います。 

増渕座長  地域会議が無くなって、その代わりに他の会議か何かが出来ると、条例
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かなんかで決まっているんであれば、そっちの方に話をつなげていこうと

いうことで、話も出来ると思うのですけれども。その情報としては、今現在

一切入って来ていませんから。あくまでも、全然違うものが出来るんであ

って。仮に、今当初の予算通りに執行して、追加で発注・注文したとして

も、現実は役所の言った通りに、それを所管する役所の場所が無いから。 

染谷構成員 はい。良いですか。 

増渕座長  はい。どうぞ。 

染谷構成員  私も行政経験があるんですけれども、こういうような所で事務局を預か

っていれば、タオルも２，０００本作るし、土のう袋も４，０００枚注文す

るはずです。このような形で、地域会議が途中で無くなったら、この管理を

どうしようと今日、相談があるはずなんです。逆に言えば、「地域会議が無

くなってしまうけれども、このタオル１，０００本と土のう袋２，５００枚

をどうしますか」と、「これについては、市の方に管理を一任していただけ

ますか」位の話かと思ったのですよ。 

足立構成員  まあね。 

染谷構成員  普通で考えれば。私も事務局をたくさんやっていますから。それが、事務

局は、自分の所に決定権は無いですから。許される範囲のことだと思うの

ですよ。で、５００万は５００万の範囲の中。だから、「タオルはどうする

のか」位は伺っているのかなあと。２，０００本で８００何人だったから

１，１００本位は残っているのかな、とか。じゃあ来年は、もう一回皆さん

に協力してもらうのに、げんこつじゃ無くて皆さんにお願い出来るんだと、

正直思っていたのですよ。 

長井構成員  すいません。タオルの作成なのですけれども、事業目的達成の手段であ

って、それが事業目的を達成されているんであるから、それ以上のものを

まだ予算があるからと言って、作るということ自体が、少しまだ納得いか

ないんですけれども。  

増渕座長  皆さん、事業目的についての、達成云々については、側面から見れば予算

執行上、この年度としては砂利除去大作戦をやったから達成はしているけ

れども、当初のとにかく砂利を少なくしようということからすると、決し

て十分達成されていない。 

長井構成員  事業目的というのは、３０年度の事業目的ですよね。 

増渕座長  はい。 

長井構成員  それは達成されているんですよね。 

染谷構成員  はい。３０年度の事業目的ということで、シビアに言うと１日で砂利拾

いが出来ると誰も思っていないから、事業目的は達成されたというふうに

は思っていないと思いますよ。 

長井構成員  あの、砂利除去大作戦ということでは、 
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染谷構成員 あの、１時間位の作業では、うちの地区なんかは砂利拾いは終わったと

思っておりませんから。今年の部分も。 

長井構成員  砂利拾いをするのしないのという部分では無くて、『みんなで一緒に砂利

拾いをしましょう』という部分ですよね。 

足立構成員  そうよ。あのですね。最初に地域会議を開いたときに、コスモスふれあい

ロードをやれば、こういうことが絶対につながって行くと意見を述べたん

ですよ。ロードに関わったらずっと行くんですよ。だけど、地域会議の会議

というのは、「もっといろいろな所に活用出来るようにしましょう。」とい

ったのに、ずっとロード・ロードで来ちゃうと、ロードですからずっとつな

がっていくんですよ。切りがなくて、切れる所が無いんですよ。だから会議

も切れる所が無いんですよ。いつまでたってもずっとこの問題になってい

っちゃうんですよ。でも、その年度年度に事業目的・計画を立ててやってき

ているんだから、その年度年度でやるしかないんですよ。ですから、今回事

務局の話を聞くと、もうその通りにやって来てしまって、予算を組んで達

成されて終わったわけですよ。ですから、終わったものに対してなんで買

っておかなかったとか、正直染谷さんも言っておりましてけれども、私も

確かに自分が事業をやるとしたら、それくらいの余裕をもってやって、余

った時点でどうしようか、という考えを持ちます。ですけれども、ここは役

所なので無駄なこと無く計画的に、きちんとしたものをやったということ

は仕方の無いことであって、もうここで「何で２，０００本買わなかったの

か。」と言っても仕方の無いことなんで、そこの所を構成員の皆さんが良く

考えて答えを出さないといけないと思います。早めに答えを出していただ

いて、今日、結論が出ないならば、もう一回きちんとやらなければならない

し、その辺の所をいつまでも話していたって、ずっと同じことの繰り返し

です。聞いていると。ですから、その辺は私たちも他人ごとでは無いので責

任はありますけれども、この予算が残ったことに対して協議しているわけ

であって、なんでもかんでも予算は使い切ってしまえば良いということで

は無いのであって、その辺の所も難しい所です。ですので、この辺の所を皆

さんで、良くきちんと述べてこなかった者の責任もあると思いますので、

ですから、その辺をどうするか早く決めてください。会議を行うのかここ

で決を採ってしまうのか。お願い致します。 

増渕座長  はい、染谷さんにお伺いします。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  染谷さんのご意見は、十分に皆さん分かったと思うんです。考え方・どこ

がおかしいのかということ、今の予算の経過措置からですね、ただし、今こ

こで改めて、例えば日にちを変えるとか、午後にやった所で難しいので私

としては染谷さんに渋々で、 
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染谷構成員  退席しますよ。 

増渕座長  いや、そうでは無いですよ。 

染谷構成員  退席しますよ。全員参加なんでしょうけれども、 

増渕座長 それでは困るんです。 

染谷構成員  賛否をとるのは良いんじゃないですか。 

増渕座長  いや、賛否をとるつもりは無いんです。 

染谷構成員  同意はしません。ですから退席しますよ。 

増渕座長  いやいや、それでは意味が無いので。あくまでも反対もいたけれども問

うたのか、全員で問うたのか、という違いは明らかだと思いますので、 

染谷構成員  良いですか。 

増渕座長  はい。 

染谷構成員  繰り返します。録音の機材の前で一生懸命に。 

 事務局は、この会議の決定事項を守ってございません。ですから、どこを

どう考えても、いろいろと事務局をやって来ましたけれども、こういうや

り方をしたら、座長は何らかの対応を逆にするべきだと思っています。で

すから、先ほども言いました通り、今日来て、こちらの関係については、「予

算の中でこういうふうにしてしまった部分の残数をどうしましょうか。」と

いう部分、私は単純にそういう提案しかないと思っていますけれども。そ

ういうふうになると思って来ていましたから。これは偽らざる所です。で

すから、区長会等でも、「来年度も協力していただけた所の部分については、

何らかの対応が出来るんじゃないかと思っています。」と私は言いました。 

足立構成員  染谷さんがそう言っても、私は、 

染谷構成員  いや。 

足立構成員 そこは、「私は分からない所だから、染谷さん、それはそこで言うべきじ

ゃ無いんじゃないですか。地域会議できちんと結論が出てからじゃないで

すか。」と、そこでは言いましたよ。 

染谷構成員  はい。  

足立構成員  ですから、そこが、まだ結論が出ていないのに言っちゃダメなんですよ。 

染谷構成員  結論は出ていないけれども、ようするに「タオルの方を１，０００本にし

ましょう。」と決めた覚えもなければ、「今年の参加人数に合わせましょう。」

と皆さんと協議した記録もない。予算の許せる範囲の中で、ということで

案は１，０００と本２，０００本の案で来ていて、２，０００本の案が繰り

上げてたくさん用意出来るという部分で、執行残をたくさん残すのでは無

くて、「生きたお金として地域で使って行きましょう」という部分で、あり

得る話では無いから。まあ。 

全然、頭の中の構造が違うみたいだから。もう、今日やるなら残りませ

ん、下りますよ。 
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事務局（栗原）  あの、お話は毎回座長にさせていただきまして、その中で１，０００本を

差し当たり作ってですね、とりあえず作って、追加発注をするような形で

というのはお話はしております。結局ですね。発注するにあったっては、本

数がまずないと見積りも取れませんから、それで、まずは差し当たっては

１，０００本というのはお話させていただきました。 

長井構成員  すいません。 

ちょっと用事があるので、退席したいと思います。すいません。失礼致し

ます。 

足立構成員  大丈夫です。あの、長井さんは、さっきのこの案に対しては、もし賛否が

あったならば、 

長井構成員  予算執行に賛成です。 

足立構成員  執行の方に。はい。 

  退席（長井構成員） 

増渕座長  ありがとうございます。 

さて、結論の方なんですが、先ほど席を立つなんて話があったんですけ

れども、席を立たれては困るので、 

染谷構成員  帰ります。会議の体をなしていない。会議で決まったことが守られてい

ないなんて。 

増渕座長  いや、一応、口頭で「賛成多数のこれでよろしいです。」というお話をい

ただきたいと思うのですけれども。呼びかけてもよろしいでしょうか。 

宮城構成員他  はい。 

増渕座長  はい。それでは、この案でよろしい方、賛成でよろしいという方は、拍手

をいただけますでしょうか。 

松永構成員  拍手。 

増渕座長  はい。 

松永構成員  この案で。予算を返すということですか。 

増渕座長  はい。事務局にこの予算執行（案）で、ご承認いただける方は拍手をお願

い致します。 

足立構成員  もう一回確認ね。あくまでも追加は取れないということですね。だから、

いくら頑張っても追加は出来ない。この予算でいくしかないということの

提示ですね。これは。 

佐々構成員  これは、賛否は無いんですよ。これで決定ですから。賛成も反対も無いん

ですよ。これで終わりなんですよね。 

足立構成員  そうですよね。 

松永構成員  ですけれども。いいですか。今、こちらがどうのと言っていましたけれど

も、この残金で、前の時でも良いですけれども、これだけ残金があるんです

けれども、「この残額をどう使いましょうか。」ということを、決定して、返
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してしまう前に、提案があるべきであったと、私は思うのですけれども。 

渡邊構成員  それは、染谷さんも言っていましたよね。 

松永構成員  ええ、ですから染谷さんがおっしゃったことに賛成なのですけれども、

普通でしたら解散する前のこの場では、本来は「皆さんどうですか。」とい

うのがあるべきだと思います。ですから、残額を返さなければいけないこ

とを前提に、決定事項として会議を開催するべきでは無いと思います。そ

れは意見を述べても仕方の無いことであったとしても、私はそうするべき

であったと思います。会議も何も無いじゃないですか。 

佐々構成員  もう、決まっているんですから。 

増渕座長  いや、ですから、 

染谷構成員  形骸化した会議ならやめましょう。やめましょうよ。形だけの会議なら

やめましょう。 

佐々構成員  もう終わりですから。 

染谷構成員 この会議で、決められたことが守られないのですから。やめましょうよ。

ですから、先ほども言いましたけれども、砂利除去大作戦だって、通知の文

章で行政区長には、集合場所とか担当場所とかそういうのを、「あとで通知

でお知らせしますよ。」というのを、回覧板の申込用紙の後ろの所にくっつ

いてしまったり、通知文にくっついしまったり、事務局が全くでたらめに

やっているんですから。 

松永構成員  その通りですよ。 

染谷構成員  そういうのは言いたくは無かったですけれども。言いたく無かったけれ

ども、この会議でこの鷲宮地区の人たちに、何らかの形で少しでも地域会

議が役に立つような意味で、事務局が協力してくれているなら良いですけ

れども、全然違うのですから。もう形骸化した会議ならやめましょう。 

増渕座長  いずれにしても、次回は無いので、まずは今日の会議を締める場合に、

『平成３０年度鷲宮地域会議に係る予算執行（案）について』、皆様のご承

認いただきたいのですけれども。いかがでしょうか。 

染谷構成員  染谷は反対です。 

佐々構成員他  はい。 

染谷構成員  賛成の人の拍手は一人もいないですよ。さっきもいなかったですよ。 

増渕座長  だって数名とすると、また元に戻って、 

染谷構成員  だって、さっきも「拍手してください。」って、事務局も拍手なかったし、

こちらも拍手なかったですよ。 

増渕座長  改めて、お伺いします。『平成３０年度鷲宮地域会議に係る予算執行（案）

について』、ご了承いただける場合は拍手をお願い致します。 

  退席（染谷構成員） 

佐々構成員  やむなくですね。 
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増渕座長  やむなくでも結構です。ご了承いただければ、拍手をお願い致します。 

足立構成員  やむなくね。これは、やむなくですね。 

  拍手。（加茂谷・足立・佐々・久保構成員） 

増渕座長  座長が、やむなく何で言葉を使っていたらどうしょうもないでしょ。 

佐々構成員  座長の顔を立てて、そんなことで。 

増渕座長  いや、顔なんていらないですから。早く決着をつけたいだけですから。 

加茂谷構成員  皆さん一緒ですよ。 

足立構成員  というのは、拍手が無いというのは、一人一人の皆さんに『この事業の内

容的なものが、なんで理解出来ないのか。』というのが、それぞれあると思

うのですよ。その理解出来ないものがあるからこうなってしまうのですよ。

今まで、地域会議をやって来て、３０年度の事業をやって来て、皆さんこの

会議に出席しているわけですから、その中で、最終的なこの予算の執行に

対して（案）が出たわけですよね。ですから、その時の皆さんの、その案に

対してのご意見を、きちんといただかないと内容的にはちょっと無理なん

じゃないですか。なんで手が叩けないのか。なんで手を叩くのかもあるけ

れども。叩けないという理由もあるので、執行（事務局）側が言っている言

葉もあるので、「ここはこうです」と。拍手出来ない人は、「どういう風にし

ていけば。」というのがあるのかも。まだ案ですから。「ここが直せるのか直

せないのか。」というのが事務局は無理と言っているのだから、無理という

案があるのか。 

松永構成員  最初から、それありきで言っているのですから。分からないですよね。 

足立構成員  ですから、分からないんですよ。検討する・直すというのが、これはまだ

出納室へ行って監査しているわけじゃないですよね。これは（案）ですか

ら。 

増渕座長  すいません。今もう一人帰るわけで、会議が成立しているかどうか分か

りませんが 

足立構成員  それで、どういうお考えなんですか。 

川島構成員  皆さんにお任せします。 

足立構成員  お任せということは、座長に一任ということですか。 

松永構成員  それで良いんですか。 

川島構成員  はい。 

松永構成員  座長に一任と言ってもね。 

  退席（川島構成員） 

宮城構成員  一任といっても責任が重いですよね。 

足立構成員  だって、今日ですよ。どうしったって会議は、今日締めてしまうんでし

ょ。 

佐々構成員  今日で締めちゃうんですよ。 
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足立構成員  今日で締めるものに対して、執行側（事務局）は。 

増渕座長  締めないのだったら、もう一回やりますか。 

足立構成員  そしたら、この案をもう一回検討しなければならない。これに対して、今

度会議を持たなければならないわけですよね。それで、どこまでやれるか。

その辺の所がどこまで、皆さんがどういう意見か、今日欠席している人も

いますから。その辺の所もきちんとやらなければ、予算ですから。 

増渕座長  少なくとも、もう一度やる場合は、この（案）で無い方法が出てくること

が前提ですけれども。 

足立構成員  そうですよ。 

増渕座長  時間をかけて、会議を開いてもらう方法はあるけれども。 

足立構成員  同じだったら意味が無いと思うのですよね。 

松永構成員  最初から、予算を出しているから。ですから、賛成が何人で誰というふう

にせざる負えないんじゃないですか。最初から意見を聞くとか、というよ

りも、最初からこの執行残ありきで来ていることだから。どんな意見を述

べても、それは受け入れられないことだったんでしょ。最初からって思わ

れても仕方ないと思います。 

加茂谷構成員  はい。 

増渕座長  はい。 

加茂谷構成員  もう、この長い時間「タオルを注文している・していない」というお話が

ですね、もうずいぶん時間がかかりました。ですけれどもね、私たちで地域

会議で決めて、進めて来たと思います。ただ、本数に関しては、これは「定

かではない」という今お話ですよね。事務局と私たちで。 

松永構成員  違いますよね、 

加茂谷構成員  ええ。『２，０００本』とか『１，０００本』とかね。ということで、今

までの時間が経過していたわけですよね。この会議で。それも終わって、こ

こで３０年度のコスモスふれあいロードの話は終わりということで、この

お金は残ったけれども、「タオルなどは買えない。」と、「このまま返さない

といけない。」ということですよね。お話は。ですので、私たちの地域会議

は、次は無いのですから。ここで終わりということで。再三、おっしゃって

いますので、その後のことは、今私たちがどうのこうのといっても、どうし

ようもないと思います。 

松永構成員  そこが、おかしいんですよ。 

加茂谷構成員  このお金を使い切るんであれば、この予算を初めにやった時点でざるで

はなくて、もっと機械を入れるですとか、そういうことをしないと。もう、

ここまで来た時点で、どうのこうの言っても始まらないと思いますよね。 

松永構成員  加茂谷さんがおっしゃるように。 

加茂谷構成員  ですから、私はこれに賛成です。早めに終わらせてください。これで退席
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したいと思います。申し訳ありません。 

増渕座長  では、改めてお伺いします。こちらにいる皆さんに。 

 このままでよろしいでしょうか。 

構成員  はい。（一同拍手） 

増渕座長  では、事務局に報告します。この案でよろしいことの了承を得ましたの

で進めてください。 

では、これをもちまして座長の座を降りたいと思います。 

ありがとうございました 

全員  お疲れさまでした。（拍手） 

増渕座長  すいません。今、支所長から。 

椎橋構成員  地域会議が、今日で最後ということで３年間、２８年度から始めたわけ

ですけれども、本当にありがとうございました。今日の会議を含めていろ

いろな考えをいただきました。また来年度から新しい事業が始まりますけ

れども、今日いただきましたご意見を踏まえまして、私たちも反省しなが

ら、今後の事業に反映出来るようにやっていきたいと思いますので、みな

さんのご協力を今後もお願いしたいと思います。今日は本当にありがとう

ございました。 

久保構成員他  ありがとうございました。お疲れ様でした。（拍手） 
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