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様式第 2号（第 5条関係） 

 

審議会等会議録 

 

発言者 内     容 

第１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。 

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

の栗原と申します。宜しくお願い致します。 

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、 

冊 子報告書 

資料１平成３０年度鷲宮地域会議における取り組み概要 

資料２のぼり旗掲示に伴う施設賠償責任保険の加入について（案） 

資料３仮設トイレの設置について（案） 

資料４鷲宮地区散策マップの作成について（案） 

資料５コスモスふれあいロードの圃場の整備について（案） 

の７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將様よりご挨拶をお願い致します。 

増渕座長 例年になく猛暑の中、朝からお集まりいただきましてありがとうござい

ます。早速、はじめたいと思いますので、宜しくお願いします 

事務局（栗原） ありがとうございました。 

続きまして、次第にはございませんが、年度がかわりまして構成員及び

事務局職員の異動がありましたことから、ここで自己紹介をお願い出来れ

ばと思います。 

冊子報告書の１ページ、鷲宮地域会議構成員名簿をお開きください。名

簿順に自己紹介をお願いしたいと存じます。 

なお、本日は、加茂谷博子様、足立節子様、川島加代子様、卯月正夫様、

鈴木美栄子様から、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。 

それでは、恐縮ですが、名簿順に渡邊様からお願い致します。 

渡邊構成員 区長会から出ています。宜しくお願いします 

染谷構成員 名簿順で、４番の染谷福一と申します。区長会から参加させていただい
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ております。宜しくお願いします。 

増渕座長 ５番、増渕です。区長会から参加させていただいでおります。 

松永構成員 ６番目に書いてあります、松永です。鷲宮コミュニティ推進協議会から

参りました。宜しくお願い致します。 

佐々構成員 ７番の佐々と申します。鷲宮コミュニティ推進協議会から参りました。

宜しくお願い致します。 

出井構成員 ８番の出井善正といいます。鷲宮地区老人クラブ連合会から選出されま

した。 

長井構成員 １１番の長井進でございます。久喜市の体育協会から選出されました。 

白石構成員 おはようございます。１４番目の久喜市商工会鷲宮支所より、斉藤さん

の代理で白石一郎と言います。宜しくお願いします。 

宮城副座長 １５番の宮城です、久喜市観光協会から来ております。 

今年は、観光協会を、法人化に向けて今進めている所でございます。宜

しくお願いします。 

椎橋構成員 １６番 椎橋桂子と申します。４月から鷲宮総合支所長ということでお

世話になります。日頃から、構成員の皆様には大変お世話になっておりま

す。今年度も宜しくお願いします。 

荻野構成員 １７番 荻野と申します。今年の４月から久喜市長の辞令を受けまして、

鷲宮総合支所副支所長と総務課長とを兼務しております。宜しくお願いし

ます。 

事務局（栗原） ありがとうございました。続きまして、事務局を紹介致します。 

事務局（栗原） 栗原と申します。宜しくお願いします。 

事務局（蜂須賀） 総務管理課、蜂須賀と申します。宜しくお願いします。 

次第３ 副座長の選出 

事務局（栗原） 続きまして、次第３「副座長の選出」でございます。 

副座長の選出につきましては、久喜市地域会議設置要綱第６条第２項に

「副座長は座長の指名により選任する」となっておりますので、増渕座長、

ご指名をお願いします。 

増渕座長 私としましては、観光協会から見えております、宮城優廣さんにお願い

したいと思いますが、宮城さん、宜しいでしょうか 

宮城副座長 はい。本当は商工会の白石さんなのですが、白石さんは新人ですので、

私が務めさせていただきます 

構成員（全員） 宜しくお願いします。 

事務局（栗原） それでは、副座長は宮城様ということで、決定させていただきます。 

副座長に選任されました宮城様から、就任のご挨拶をお願いしたいと存

じます。 
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宮城副座長 改めまして、副座長になりました宮城です。この度の選挙で、鷲宮地区

から市長、それから議長が選ばれましたので、皆さんで鷲宮地区を盛り上

げていけたらいいな、と思っています。どうか宜しくお願いします。 

事務局（栗原） ありがとうございました。尚、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。 

それでは、増渕座長、宜しくお願い致します。 

次第４ 会議録署名人の選出 

増渕座長 円滑に、会議が進行致しますよう、皆様の特段のご協力をお願い致しま

す。それでは、次第４「会議録署名人の選出」ですが、座長・副座長を除

きました名簿順で、渡邊構成員と染谷構成員にお願いしたいと思います。

宜しいでしょうか？ 

それでは、渡邊構成員、染谷構成員、宜しくお願いします。 

次第５ 報告事項 

増渕座長 （１）から（３）までございますが、一連のものですので、一括して事

務局から説明をお願いします。 

事務局（蜂須賀） 事務局、蜂須賀から説明させていただきます。 

それでは、事務局から（１）「会議の運営について」３点、ご説明申し上

げます。 

まず、１点目ですが、会議録とその資料の公開についてでございます。

今後、会議録等につきましては、ホームページ等で公開することになって

ございます。また、構成員の名簿につきましても、公開となっております

のでご理解をお願い致します。 

次に、２点目は会議録の作成方法についてでございます。会議録の作成

方法と致しましては、他の審議会等で多く採用されております「できる限

り全文記録方式に近い形」で作成したいと考えてございます。 

３点目は、会議録の確認・署名方法でございます。先程、本日の会議録

署名人２人を選任いただきましたが、会議録につきましては、事務局で原

案を作成しまして、構成員の皆様にご確認をいただいた後、２人に署名を

いただきたいと考えております。 

続きまして、（２）「久喜市地域会議の概要について」ご説明申し上げま

す。 

まず、報告書の２から３ページをご覧ください。こちらには、「久喜市地

域会議の概要について」を記載させていただいております。 

次の４ページ・５ページも参考にお開きください。地域会議の設置要綱

を記載させていただいておりますが、これら全てを読み上げさせていただ

きますと多くの時間を要してしまいますので、細かい点は、後で参照して

いただくことと致しまして、簡単に要点のみを抜粋して説明させていただ
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きます。最初の２ページに戻ってください。そもそも、地域会議とは平成

２７年度から施行されました事業でして、合併新市として５年以上が経過

し、おおむね基礎作りが達成出来ました本市におきまして、現在の少子高

齢化や人口減少時代を迎える中、地域の住民同士がお互いに支え合い協力

し合いながら、より豊かな共助社会を築き上げ、元気で魅力ある久喜市を

実現することを目的に、合併前の１市３町の４つの区域にそれぞれ設置さ

れたものでございます。そして、それぞれの区域の特色や資源等を生かし

ながら、地域の課題の解決のための検討や協議等をしていこうという取り

組みでございます。 

続きまして、（３）「鷲宮地域会議の概要及び平成２９年度までに実施し

た事業について」ご説明申し上げます。６ページをご覧ください。最初の

段の所は、先程の（２）の説明と重複する内容なのですが、２段目の「事

業の決定」という所にあります通り、この鷲宮地域におきましては、コミ

ュニティ活動をされている各団体からご推薦をいただきました、鷲宮地域

を熟知する１７名の皆さまに構成員としてご協力を賜りまして、平成２７

年度に４回の会議を開催させていただき、検討・協議をいただきました結

果、地域を象徴致します、葛西用水路沿いにございます「コスモスふれあ

いロード」の更なる充実を図ることを目的に、「コスモスふれあいロード推

進事業」を鷲宮地域会議事業として決定させていただきました所でござい

ます。 

平成２７年度の概略は、次の７ページの通りでございます。省略させて

いただきます。 

８ページに入りますが、翌、平成２８年度には計３回の会議を開催させ

ていただきまして、予算化されました当該年度の事業の進め方をおはかり

したりですとか、事業の進捗状況や次年度の事業の案等を決定していただ

いた所でございます。 

２８年度事業と致しましては、９ページに予算の執行結果を掲載させて

いただいておりますが、ボランティアさんの草刈りに関連する消耗品の支

給ですとか、コスモスやポピーを植えております圃場に大きめの砂利が多

く、それが植物の生育に好ましくないという状況から、土の入れ替え工事

を業務委託設計から工事までおこなってございます。 

ここで訂正があるのですが、９ページの表の３の土の入れ替え工事に、

２７０ｍとございますが、これは単位が２７０㎡の過りです。訂正させて

いただきます。 

また、この年は古くなったベンチの更新や農業機械の購入等もさせてい

ただいております。 

 次の１０ページをめくっていただきますと、平成２９年度に開催させて
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いただきました、４回の地域会議の概要と、平成２９年度におきます予算

執行状況を掲載させていただいております。 

平成２９年度におきましては、軍手などの草刈りボランティアにかかる

消耗品等の他に、のぼり旗３３０本を購入させていただきまして、鷲宮商

工会さんを始め、ご協力をいただいて掲示等をお願いした所でございます。 

また、圃場の整備につきましては、土の入れ替えの手法から、砂利だけ

を拾って除去するような工法に変えて工事を実施しております。参考まで

に、次の１２ページを開いていただきますと、資料①には２９年度に実施

致しました業務委託設計箇所３４０メートルと、１３ページの資料②には、

圃場改良工事実施箇所。６９４㎥の箇所図を添付させていただいておりま

す。 

さらに、最後のページになりますが、１４ページには、資料③と致しま

して、購入させていただきました耕運機（管理機）の写真及びのぼり旗の

写真を掲載させていただきました。 

 以上、（１）から（３）までの概略説明とさせていただきます。 

増渕座長 ありがとうございました。ただ今、説明がありました事項について、ご

質問等はございますでしょうか？ 

無いようですが、事務局にお伺いします。今の１２・１３ページですが、

左側はいわゆる設計委託の実施個所、右側が工事施工箇所。若干、改良工

事の方が１本黒い線が多いですよね。これを説明してください。 

事務局（栗原） 設計業務委託では、左側の新橋から新古川橋迄を設計業務した所ですが、

実際に圃場改良工事をした所、設計よりも若干余裕があるということもご

ざいまして、未実施の金山橋から古川橋の左岸の方も併せて実施したとい

うことでございます。 

増渕座長 他に、ご質問はありますか？ 

染谷構成員 はい。宜しいですか？ 

増渕座長 はい。どうぞ。 

染谷構成員 今の１１ページの砂利の除去改修工事のことなのですが、去年の予算を

話した時には、㎡で提案があったと思うのですが、いつ㎥になったのです

か？㎥だと、平均してどの位の深さの入れ替えをしたのかということで、

㎡に替えたりは出来ませんか？どの位やったかというのが、㎡になったり、

㎥になったりというので、分からないのですが…。去年の予算執行の案で

協議した時には、土の入れ替え工事は４２５㎡あるというのが提案されて

いたのですが。その辺、教えてください。 

増渕座長 はい。事務局、お願い致します。 

事務局（栗原） こちらの実際の改良工事の実施にあたりましては、３０センチの深度で

施工したということでございますので、㎡に直しますと、割る０．３とい
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うような形で計算することになります。２，３１０㎡ということでござい

ます。 

染谷構成員 はい。分かりました。 

増渕座長 今の２，０００いくつの数字が、先ほど説明してもらった１３ページの

黒い所になるわけなのですね。その面積になると。 

事務局（栗原） はい。面積では、そういうことになります。 

増渕座長 他に、いかがでしょうか？ 

染谷構成員 １３ページの囲い部分なのですが、実施距離と書いてあって㎥って書い

てありますが、実施距離っていうのは？ 

事務局（蜂須賀） これは間違いで、実施した土量でございます。見出しが、実施距離６９

４㎥となってしまっているのですが、実施距離ではなくて、実施土量です。 

染谷構成員 そうすると、９ページは、２８年は入れ替えが㎡でいっていて、２９年

になると入れ替えの実績が、今度は㎥になったり、役所でまとめていただ

くにしては、あっちいったり、こっちいったり一貫性がないのですが…。

どういう風に考えたら良いのですかね。この黒で線を引いた、ここをやり

ましたよ、という理解だけ。そう考えればいいのですか。 

増渕座長 今の質問は、９ページの２７０平米に約３倍した数字が、何㎥になるの

かな？ 

染谷構成員 ２８年の実績と２９年の実績が、同じ単位になるなら必要ないです。だ

けど、㎡になったり㎥になってみたり、何か理解しにくい。あるいは、こ

の黒い部分で、距離で１０キロのコスモスロードのうちの何メートルが終

わりましたとかいうなら、それでも良いかもしれないですけれど。分かり

にくいなと思います。 

増渕座長 ２８年度は、土の入れ替えなので、㎡で対応して、２９年度は砂利なの

で、㎥にしてあったわけです。 

事務局（栗原） 出来高の方で、記載がございました数字を単純にとってしまった所なの

ですが、座長のおっしゃる通りですね。 

土の入れ替え、２８年度は面積で２７０㎡。ちょうど場所としましては、

新古川橋から古川橋までの間。本当に小区間ですが、そこをやったと。 

２９年度につきましては、土量としては６９４㎥。面積にしますと、約

２５００㎡ということでございますが。場所と致しましては、新橋から新

古川橋。金山橋から古川橋ということで、実施したということでございま

すので、ご理解いただければと思います。 

染谷構成員 今の話だと、砂利の場合は㎥で、土の入れ替えは㎡で、と言うのはおか

しいと思うのですよ。土の入れ替えも、どれだけの土を入れ替えたか、と

いうことで考えれば㎥だろうし、どの位の面積の部分の入れ替えが済んだ

か、ということなら㎡で良いかと思うのですけど、どの位終わったと聞い
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た部分で考えると、ちょっと㎡だったり、㎥だったりだとちょっと頭の中

が混乱する。 

長井構成員 計画面積では、お金がつかないわけですよね。 

染谷構成員 そうですね。 

長井構成員 実際に、請け負って工事をやった㎥に対してお金がつく訳ですね。そう

いうふうに見ていただければ、逆に良いのではないかなと思うのですけど。 

染谷構成員 去年のこの会議で、途中で土の入れ替えを止めて石の除去だけをするよ

うにしましょうということで。委託設計を延長で３８６メートル、面積を

１９３０㎡。業務委託の設計もするし、除却もするという計画が、この会

議に出て了承されているのですね。それが、今日の段階になったら、今度

は㎥で実績がと言うのは。我々が知りたいのは、どの位の石をどけたかで

はなくて、どれだけのコスモスロードの石を除却出来たかっていう。要す

るに、後残りはどれ位あって、どのように石をどけていただけるのですか？

というのが関心の所なので。「どれだけ」とかいうのは、前回の提案は、㎡

という提案もあったし、残りの長さでは３８０メートル余りあるのかとい

うのだったので、それに見合った報告を頂けた方が良かったかな。という

事で。はい、先に進めてください。 

増渕座長 事務局の方で、次回作る書類の中で、単位をいわゆる予算執行の数字じ

ゃなくて、計画的な数量を分かるように表示するようにお願いします。 

事務局（栗原） はい。申し訳ありませんでした。 

増渕座長 それでは、質問が長引くと３０分過ぎましたので、本日、特に長井さん

と白石さんは中途で退席されるということで、次に進めたいと思います。 

次第６ 議題 

増渕座長 それでは次に、次第の６「議題」に入りたいと思います。 

（１）「平成３０年度に実施する鷲宮地域ふれあい散策事業について」事務

局から説明をお願いします。 

事務局（栗原） 資料１をご覧ください。 

昨年度開催の「第４回鷲宮地域会議」において、皆様のご意見により、

「平成３０年度鷲宮地域会議」における取り組み事業の概要が決定致しま

した。 

事業概要と致しましては、（１）のぼり旗の掲示、（２）仮設トイレの設

置、（３）鷲宮地区散策マップの作成、（４）コスモスふれあいロードの圃

場の整備、以上４点になります。 

また、事業の総称と致しましては、「鷲宮地域ふれあい散策事業」とする

ことが決定致しました。これは、本年度の事業を通じて、鷲宮地域の方の

みならず市外から訪れた方とのふれあいを大切にしていただき、また鷲宮

地域を散策して、多くの方に地域の魅力を感じていただきたいとの趣旨に
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基づくものでございます。 

それでは、各事業について概要と予算を説明させていただきます。 

始めに、１のぼり旗の掲示でございます。内容としては、コスモスの開

花時期に、昨年度本会議で作成したコスモスふれあいロード周知用のぼり

旗を、コスモスふれあいロード及び商工会鷲宮支所加盟店に掲示するもの

でございます。なお、のぼり旗掲示期間中の事故に備えまして、施設賠償

責任保険に加入することになります。予算と致しましては、賠償責任保険

料として、役務費１万円を計上してございます。 

次に、２仮設トイレの設置でございます。内容としては、コスモスの開

花時期に、農業振興課が設置する仮設トイレの数が少ないということから、

本会議で新たに仮設トイレを増設するものでございます。予算と致しまし

ては、仮設トイレ４台分の清掃業務委託料として、２０万円。仮上料とし

て、４５万円。計６５万円を計上しております。 

次に、３鷲宮地区散策マップの作成でございます。内容としては、コス

モスふれあいロードの魅力や鷲宮地区の観光情報等を効果的に伝えると共

に、その位置情報を正確に発信するための散策マップを作成するものです。

予算としては、作成業務委託料として２４０万円を計上してございます。 

次に、４コスモスふれあいロードの圃場の整備でございます。内容とし

ては、コスモスふれあいロードの圃場の整備を推進するために、コスモス

の種蒔き・草取りに協力いただいている団体等の協力を得て、ロードの砂

利除去を行うものです。コスモスふれあいロード砂利除去大作戦のことで

ございますが、草取りに協力いただいている団体等に軍手、ゴミ袋を支給

するということもございますので、コスモスふれあいロードの圃場の整備

とさせていただきました。予算と致しましては、草取り及び砂利除去の協

力者に配布する軍手・ゴミ袋等の消耗品代が、１６万円。砂利除去の協力

者に配布する記念品代等として、１７８万円。計１９４万円を計上してご

ざいます。 

２ページに事業予算と致しまして、その内訳が表の方で出てございます

ので、ご参照いただければと思います。以上でございます。 

増渕座長 ただ今、説明がありました事項について、ご質問ありましたらお願いし

ます。 

構成員（全員） 特になし。 

増渕座長 それでは、平成３０年度に実施する「鷲宮地域ふれあい散策事業」につ

いて、資料１のとおり確認したと思うのですが、宜しいでしょうか？ 

構成員（全員） 異議なし。 

増渕座長 続きまして、各事業について検討したいと思います。 

まず、議題（１）の①「のぼり旗掲示に伴う施設賠償責任保険の加入に
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ついて」、事務局より説明をお願いします。 

事務局（栗原） 資料２をご覧ください。 

はじめに、概要ですがコスモスふれあいロード周知用のぼり旗の掲示期

間中の事故に備えまして、施設賠償責任保険に加入するものでございます。

基本的には、昨年度加入した保険と同内容となります。 

保険期間ですが、年内の１０月１０日（水）から１１月１８日（金）ま

でを予定してございます。保険の対象と致しましては、のぼり旗１５０本。

コスモスふれあいロード及び商工会鷲宮支所加盟店に掲示するのぼり旗

が、対象となります。保険金額と致しましては、対人５０００万円。対物

２，０００万円。見積り額と致しまして、見積りを取りました所５，００

０円ということでございますが、のぼり旗の本数が増えると保険料は上が

るということでございます。今年度も１５０本でいかがかと考えてござい

ます。 

ご検討いただければ、と思います。宜しくお願い致します。 

増渕座長 ただ今、事務局から説明がありました、のぼり旗掲示に伴う施設賠償責

任保険の加入内容について、ご検討いただければと思いますが、ご意見ご

ざいますでしょうか？ 

構成員（全員） 異議なし。 

増渕座長 それでは、この方法でいきたいと思いますが、宜しいですか？ 

構成員（全員） 異議なし。 

増渕座長 はい。ありがとうございます。事務局、このままでお願いします。 

事務局（栗原） はい。ありがとうございます。 

増渕座長 続きまして、議題（１）の②「仮設トイレの設置について」、事務局より

説明をお願いします。 

事務局（栗原） 資料３をご覧ください。 

仮設トイレの設置でございますが、農業振興課が設置する仮設トイレが

少ないことから、本会議で、新たに仮設トイレを設置・増設するというも

のでございます。内容ですが、仮設トイレを取り扱う民間事業者と賃貸借

契約を締結し、コスモスふれあいロードに仮設トイレを設置致します。な

お、仮設トイレの設置場所・設直時期等については、農業振興課と調整さ

せていただきます。 

次に、履行期間ですが、農業振興課が設置する期間と同時期ということ

で、本年の１０月１０日から１１月８日までを予定してございます。 

予算ですが、先ほど申しました通り、４台分として借上料４５万円。清

掃業務委託料２０万円。計６５万円の予算をとってございます。 

次に、検討事項でございます。（１）にございますが、仮設トイレの増設

場所でございます。３頁に仮設トイレの設置場所（案）ということで地図
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をご用意致しました。併せて Let’s Walking コスモスふれあいロードの

地図もご覧いただければと思います。 

まず、農業振興課が設置する仮設トイレの設置場所でございますが、３

頁の位置図に、①と②というのがございまして、ちょうど、左側の上から

見ますと新橋の所ですが、①とございます。そこが１箇所。もう一つが、

右側の方の上の方に、下新井橋から大宮栗橋線をくぐりまして、②という

のがございますが、そこが１箇所。計２箇所ございます。１箇所につき２

台設置しておりまして、設置するトイレのイメージと致しましては、２頁

に写真の方を載せてございます。普通の簡易水洗式仮設トイレ。これが、

農業振興課が設置するトイレになります。 

本会議では、これに加えまして２箇所、新たに設置をご検討いただけれ

ばと考えております。場所と致しましては、ＡからＥまで候補として挙げ

させていただきました。 

一つ目は、霞ヶ関橋。ちょうど鷲宮中学校の近くにございますが、そこ

がＡとして１箇所。下流に参りまして、Ｂの上古川橋の上流右岸が１箇所。

Ｃとしまして、市道１４５５号線と書きましたが、新しく道路が駅から開

通したものがあるかと思いますが、そちらと葛西用水路が合流する付近の

上流右岸。次に、Ｄですが上河原橋の下流右岸。最後に、Ｅでございます

が、右側の薬王院橋の下流右岸。こちらを候補として挙げさせていただい

ております。この中から、仮設トイレの設置場所として２箇所に絞ってい

ただきたく、ご検討いただければと思います。 

次に、どのようなトイレを置くかという仕様の話になりますが、分かり

やすいようにホワイトボードを使わせていただきます。１箇所につき、ト

イレが２台の組み合わせになるのですが、農業振興課と同じように普通に

簡易水洗式仮設トイレを、例えばこれをＡで、ここに普通のトイレ２台。

次にＣで選んで、Ｃにも簡易水洗式トイレ２台ということで、併せて合計

４台というのが一つの考え方です。 

もう一つは、身体障害者用トイレというのがございまして、そちらを組

み合わせていく。例えばＡを選んだとして、Ａの箇所に普通のトイレが１

台、身障者トイレが１台ということで２台。それで、例えばＣを選んだと

しましたら、簡易水洗式トイレをここに１台、身障者トイレ１台というこ

とで２台。併せて４台。というような組み合わせになります。ご検討いた

だければと思います。 

見積りとしましては、普通のトイレですと、２５万４，８８０円となっ

ております。イですと、３３万４８０円ということです。 

トイレの清掃回数でございますが、どちらも１台あたり８回の給水作業

及び清掃をするものでございます。１か月間、３０日間の設置期間ですの
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で、１週間あたり２回の作業ということで考えてございます。農業振興課

では、１週間あたり１回の頻度なのですが、コスモスロードの真ん中辺り

ですので、トイレの使用頻度が高いだろうと考えまして８回分として計算

してございます。 

また、身障者トイレは、普通のトイレと比べて大きく１．５メートル四

方の設置場所が必要となるということでございます。 

また、どちらもトイレットペーパーの交換を含み、洋式トイレと聞いて

おりますが、身障者のトイレの方は車椅子でも入れるということでござい

ます。 

仮設トイレの仕様につきましても、ご検討いただきますようお願い致し

ます。 

以上でございます。 

増渕座長 ただ今、事務局から説明がありました（１）の仮設トイレの設置場所、

それから２頁の（２）仮設トイレの仕様（案）について、ご検討いただけ

ればと思います。 

何かご意見は、ございませんでしょうか？ 

染谷構成員 はい。 

増渕座長 はい、どうぞ。 

染谷構成員 去年の最後の会議で、仮設トイレは３箇所設置するという案で進んでい

たと思うのですが、１箇所２台で２箇所ということで、今回は、提案でと

いうことで宜しいのですか？前は、台数は挙げていなかったけども仮設ト

イレの場所は、３箇所増やしましょうね。というのが、この会議の流れだ

ったと思うのですが。 

事務局（栗原） 農業振興課とも打ち合わせの方をしているのですが、２箇所位が適当だ

ろうというような事で考えてございます。 

染谷構成員 良いでしょうか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 去年の会議の前で、事務局といろいろ検討した結果は、３箇所位が適当

だろうというのは中であったのだと思うのですが、ベースになっているの

は、コスモスロードはお手洗いが少ないので、折角来た人が困っているか

ら増やそうじゃないか、という部分だったので。１箇所の台数より場所が

多い方が、皆さんのいろいろな意見には、近いのかなと思っての話なので

すけど。その辺をひっくるめて、検討した方が良いかなと思うのですけど。 

増渕座長 事務局にお伺いします。１箇所に２台の案が出ていますけど、これを１

箇所に１台で増改した場合、金額は変わりないですか？ 

事務局（栗原） １箇所１台ですか？ 

増渕座長 今、１箇所に２台見積りが出ていますよね。染谷構成員から出たのは、
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前回３箇所じゃないか、というお話が出ているわけです。仮に金額でいっ

た場合に、１箇所２台を１箇所１台にして、たくさん仮設トイレを増やし

た場合に、トイレのトータルは変わらないのだけれども、金額は上がるの

かな？ 

事務局（栗原） さほど変わらないと思いますが。 

増渕座長 今、染谷構成員の意見は、前回は３箇所だったという事なわけです。い

かがしましょうか？今、事務局としては、「農業振興課と調整して」、とし

ていますが？ 

事務局（栗原） そうです。農業振興課と調整致しまして、そんなに箇所数を増やすのは

いかがなものかと。 

増渕座長 台数じゃない。箇所だよ。 

事務局（栗原） はい。箇所は２箇所なのですが、予算も４箇所で計上していたのもあり

ますので、４箇所ということでさせていただいた所です。 

染谷構成員 倍なのだから良いでしょ。 

増渕座長 宜しいですか？ 

染谷構成員 私が言ってないから。倍なのだから良いといえば、良いと思います。 

松永構成員 すいません。ちょっと伺います。 

増渕座長 はい。 

松永構成員 今、話しているのは、新橋。この２箇所だけに設置したいということで

すよね？全体的に増やせということですか？ 

染谷構成員 １、２は、もう、おおやけで設置しているから、その他Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・

Ｅの中から２箇所、置く所を決めていきたいということです。 

松永構成員 その場合、おっしゃるように、アの案か・イの案かというのは？ 

染谷構成員 タイプだから。場所を決めた後、タイプを決める。 

事務局（栗原） そうです。その通りでございます。まず、場所を決める。それで置くタ

イプを決めるということになります。 

松永構成員 もう一つすいません。因みに、水洗トイレというには和式ですよね。障

がい者の方は、洋式と聞いたのですが？ 

事務局（栗原） 洋式というふうに聞いております。 

松永構成員 両方洋式ですか？ 

事務局（栗原） はい。 

松永構成員 分かりました。 

事務局（栗原） はい。もう一回、確認は致しますが、洋式とは聞いております。 

松永構成員 洋式の方ですか？分かりました。 

増渕座長 それでは、まず、どこに増やすかを協議したいと思うのですが、宜しい

でしょうか？事務局からは、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの中から、２箇所お選び

くださいということなのですが。ざっと見た場合ですね。右側の地図の上
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では、②番とＥになるわけですね。それから、左側の表で見た場合は、①

とＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄということになるわけです。①と②は既にある。Ａ・Ｂ・

Ｃ・Ｄ・Ｅの５箇所の中から、２箇所を選択するということなのですが。

事務局の（案）以外に、もっと他に案があるのではないかな？という方は

いらっしゃいますか、念の為にお伺いします。 

長井構成員 ちょっとお聞きして宜しいですか？１番と２番の間の距離なのですけど

も、これ３等分した場合に、どことどこが３分の１ずつなのかな？という

のを知りたいですよね。その場所に、２基ずつ置けばいいのかなと。それ

で、橋があって両方行き来が出来るという場所があれば。距離的にはどう

なのでしょうか？ 

増渕座長 全長が、往復１０キロ。片道５キロ。柳橋か上河原橋辺りが真ん中かな？ 

長井構成員 ちなみに、②番と薬王院橋の間は、何キロくらいあるのですか？ 

荻野構成員 ２キロ位ですね？ 

長井構成員 ２キロですか。 

増渕座長 １．５キロ？ 

荻野構成員 １．５位ですね。 

増渕座長 １．５だ。 

染谷構成員 この通路は、コスモスロードの上川橋までのところもおおむね片側コス

モスですよね。その先にいくと、コスモスはそんなに沢山あるのでしたっ

け？ 

増渕座長 ２つあるのは、外野橋と上川橋の所。 

染谷構成員 そこは、片側広いのですけど、その先薬王院の方へ行くと、広さはそん

なにではなくてギャラリーも多いのですか？ 

渡邉構成員 その先は、少ないと思います。 

染谷構成員 あまりないとすると、Ｅは外して考えても良いのかなと。どうですかね？ 

松永構成員 そうですね。ないものね。 

増渕座長 下の方は、確か行灯を設置したり、何か夜やったりしていますよね？ 

宮城副座長 下の方は、その咲いている時期に沿岸に地域住民で行灯を灯しています。 

染谷構成員 良いですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 実際は、ＪＲの線路位までの間が、お客様は多いのかなとか思うのです。

その先も、トイレはやっぱりあった方が良いですか？それを考えないで良

ければ、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの中で２箇所を決めれば良いのだと思うのですけ

ど。外れで、「ここは本当に困っているよ」という意見があったら、Ｅをま

ず考えなきゃいけないのでしょうけど。 

増渕座長 幸手駅から、直接来る観光客は、多分こっちの玉屋橋の方から来るのだ

と思うのです。 
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松永構成員 昔はね、貸切バスが来たから。 

染谷構成員 貸切バスは、関係ないでしょ。 

増渕座長 観光客の来客調査は、やったことあるのかな？ 

渡邉構成員 やってないですよ。 

染谷構成員 良いですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 そういうことも兼ねて、スタンプラリーで、この中の何箇所かでやった

ら良いって言ったら、久保さんなんかに、中央会場の方でスタンプラリー

をやるから、スタンプラリーはやらなくて良いのではないかと。逆に言え

ば、スタンプラリーを何箇所でやると、それぞれで押したスタンプという

ので把握出来るのではないか、と思ったのですけれど。 

松永構成員 昔、コスモスロードでもスタンプラリーをやりましたよ。 

染谷構成員 だから、特に南の方と北の方は、お客さんが少ないから、呼んでもらう

ためにはスタンプを置いて、そこを回ると何らかの対象になるとかいうと、

少しは誘引になると思ったのですが…。特に、アンケートもしないでいこ

うというと、今回は予算も入ってないから、それは良いのですけど。だか

ら、Ｅをどなたか押す人がいなかったら、Ｅを外して考えたらどうですか？

提案です。「Ｅはやっぱり必要だよ」という意見がある方がいた場合、言っ

てもらって。 

増渕座長 あのですね。事前に、事務局からこれを見せてもらったのですが、その

段階ではＥは入っていませんでした。それで、私が入れていただきました。

外野橋から下が、余りにも何もないな、と思いまして。ということです。 

佐々さん、いかがでしょうか？ 

佐々構成員 このロードは長いからね。支所からこちらがね。下って行っても、宇都

宮線はこっちだから、越えることはね…。でも、回って帰ってもらう。越

えるのには、少し南の高架線の方を回って、コスモスロードを外れて遠回

りして行かないと行けない、ということも必然ではある。ロードには繋が

っているように見えるけれども、向こうとこちらでは意外と遮断されてい

て。こちらはどうでもいいのかな？ということでは無いのですけれども。

だから、恐らく向こうへ行った人は、向こうは向こうでね、中々こちらま

で来るっていうのは難しいと思う。距離が長いと。トイレがあれば、勿論

あった方が便利かも分かもしれないけど。全然ないよりはね。ただ、今言

ったように、利用者がどの程度いるかという部分。それから言えるのは、

トイレの場合、利用者が少ないから切っちゃってもいいのかどうかってい

う。 

「いる・いらない」は難しいけれども、あれば、特にあの辺は何もない

からね。トイレを使用する所は、支所の近くでしたらね。ここに来るとか、
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支所の中にもあるから。その辺、私も必要ないとも言えないし、あっても

良いのではないかと。 

荻野構成員 宜しいですか？ 

増渕座長 はい。 

荻野構成員 そうしたら、Ｅの方は、別に２基設置しなくても１基設置するという考

え方も。その分、あと２箇所という考え方も出来るかなと思いますけど。

別に、Ｅの所に２基置かなくても１基だけでも置いといてもらえればとい

う考え方も。 

増渕座長 そうですね。今、薬王院橋にあるものの２基を１基にして、例えば河原

橋の辺りに、もう１基持って来るとかね。同じように、後、２基をＡ・Ｂ・

Ｃ・Ｄの内１箇所じゃなくて１つずつにして、２箇所設けるという。 

佐々構成員 その方が良いと思う。 

増渕座長 全体的に、Ａ・Ｂで１箇所、Ｃ・Ｄで１箇所。ただ、最終的に簡易トイ

レの方は良いでしょうけど、身体障害者の方は面積が大きいのかしら？ 

事務局（栗原） １．５メートル四方です。 

増渕座長 それなりにスペースのある所でないとまずいですね。 

事務局（栗原） ＡからＥ、どこでも一応置けるような形で確認しております。 

増渕座長 それでは。 

佐々構成員 増渕さん。 

増渕座長 はい。 

佐々構成員 荻野さんから、提案があった半分に削って、どこか 1つ、人の多い所に

持っていけば？地域の人にとっては、「俺の方はちっともないのかよ」とい

う話がないとも限らない。 

増渕座長 おっしゃるように、コスモスの種蒔き・草取りは、今回一番大事なので。

砂利取りをするのは、上から下まで皆さんが担当して、くまなくやってい

ますので、そういう意味ではメインというのはないのですよね？ 

染谷構成員 コスモスの本数とか、畝数とかなんか考えると、来る人はメインがある

のではないのですか？ 

松永構成員 メインは駐車場。 

染谷構成員 宜しいですか。ＡとＢで考えた場合。Ｂは県道のすぐ傍で、道路に止め

てとかいうのは心配ないでしょうか？どうですか？県道のすぐ下ですよ

ね？Ｂは。 

松永構成員 Ｂは、絶対必要だと思う。県道のすぐ下。消防署の所でしょ。そこは必

要だと思う。 

増渕座長 以前は、Ｂの所の久喜地区消防組合って書いた地区って文字の所に、仮

設トイレがありましたよね？ 

染谷構成員 昔、設置した経緯があるのなら良いのではないですか？そういう所で。 
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Ｃは、東鷲宮駅から停車場から来る、そこの側ということですよね？ 

事務局（栗原） そうですね。その新道のすぐ脇になります。ちょっと行ったベンチの脇

なのですけど。Ｃは、分かりやすいと思います。駅から来た方に対しては。 

Ｂの方の県道沿いで、車を止めて利用される方がいるかどうかは、設置

してみないと分からないのですけれど、心配されるのは、Ｂの脇にですね、

物流業者があると思うのですが、苦情等を心配しているのですね。ですの

で、Ａの方が、そういった心配はないのかなと考えております。 

佐々構成員 位置的なものは分かるけれど、場所の広さ等、現場を少し見ないと、今

ここで決めるのは…。なかなか繋がってこない。座長立会で、事務局さん

とここ決定で決めていただいた方が早いと思うのです。お任せで。これを

やっていると長くなるから。 

染谷構成員 事務局は、どこでも設置は可能だって言うのだから。 

増渕座長 それでは、時間もありますので、Ａ・Ｂの内どちらかというと、Ｂで。

最終的な位置は追って決めるということで宜しいですか？ 

染谷構成員 事務局は、ＢよりＡの方が良い。Ｂの方が問題。他の問題がありますよ

って。そうしたらＡで問題ないと思います。 

増渕座長 では、Ｂは消防署から借りてもらい消防署を使ってもらうようにして。

Ａの方で決めたいと思います。正確な場所については、おって決めさせて

もらう。それからＣとＤについては、Ｃの方で宜しいですかね？新しく出

来た駅前からの市道１４５５号線沿いに近く、と言いますか。 

久保構成員 分かりやすくて良い。 

染谷構成員 仮設だから、今回は。 

増渕座長 ２週間位ですもんね。 

事務局（栗原） １か月です。 

増渕座長 １か月。それから右側は、河原橋終点。佐々さんいかがですかね？ 

佐々構成員 河原橋に、ちょうどふれあい公園があってね。けっこう昼食を兼ねて、

あそこで立ち寄る方がいますよ。 

事務局（栗原） 宜しいですか？ 

②番の河原橋は、既に設置するのが決まっている場所ですので。 

増渕座長 それではなくて、Ｅの２台を１台にして、どちらかに設けるというやつ

です。 

染谷構成員 全部で４台だから。ＡとＣで、どっちかを２台でどっちかを１台に。必

然的になるのではないのですか。Ｅに１台置けば、４台ですから。 

増渕座長 ＡとＣとＥと。但し、Ｅは２台を１台にする。 

染谷構成員 トータルで４台だから。ＡかＣ、どっちか１台にするのでしょ？ 

増渕座長 分かりました。間違えました。減として、どちらを１台にするかですよ

ね。Ａが真ん中だったら…、真ん中じゃないな、左の図の中では、Ａが真
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ん中であることで、全体では真ん中ではないけども。 

事務局（栗原） 宜しいですか？ 

予算の方が６５万円ございますので、例えば、ＡとＣで２基ずつにプラ

スＥで１基、５台置くことも大丈夫ですが？ 

染谷構成員 可能なのですか？ 

事務局（栗原） 場所を３箇所にして、Ｅだけが１基。合計５台。場所は、Ｅを付け足し

て３箇所。そこは、農業振興課と調整させていただきますが、問題ないと

思います。 

増渕座長 農業振興課と調整っていうのは、農業振興課と調整しないと置けないと

いう意味ですか？ 

事務局（栗原） 台数とか置き場もあるので、調整するという意味です。設置は問題ない

と思います。 

染谷構成員 ５台、何とかなりそうならば、その方が良いのではないですか？ 

松永構成員 問題なしならば、その方が良いのではないですか？ 

構成員（全員） （賛同） 

増渕座長 それでは、場所については、ＡとＣとＥ。台数については、事務局で４

台か５台、どちらでも設置出来る方にしてください。 

それでいいですね？皆さん。 

構成員（全員） はい。 

椎橋構成員 身障者用と普通のトイレ。全部で５台ということでご了解いただければ。

これで、場所はＥが１台。今の話ですと、Ａの所が一番多いということで

あれば、障害者用トイレを入れた所の２台。先程のＣかＤかの所の議論を

していただければ。決まらないということではあっても 

増渕座長 いやＣで。 

椎橋構成員 それでは、Ｃということで。宜しいですか？ 

長井構成員 Ａ・Ｃは、身障者用トイレも設置しますということですね？ 

増渕座長 そうですね。それでは、仮設トイレの設置については、増設する場所は

今の通りで決めたいと思います。仕様についても、今の通りに決めたいと

思います。 

続きまして、議題（ｌ）の③「鷲宮地区散策マップの作成について」、事

務局より説明をお願いします。 

事務局（栗原） 資料４をご覧ください。こちらの方は、先ほどご説明しました通り、コ

スモスふれあいロードの魅力や鷲宮地区の観光情報等を、効果的に伝える

と共に、その位置情報を正確に発信するための散策マップを作成するもの

です。 

実施方法ですが、指名型プロポーザルによる業務委託を行うものです。

プロポーザルによる契約は、公募型と指名型という２種類がございますが、
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今回は、指名登録業者から提案者を選定して行う指名型とするものでござ

います。プロポーザルの方法と致しましては、指名選定した業者が提案し

た企画案、マップの見本を持って参りますので、そちらの方を見て審査員

が審査し、候補者を選定する。そして、その候補者と委託契約を結ぶとい

うことになります。 

委託内容と致しましては、企画から取材・撮影・編集、地図作成、デザ

イン・レイアウト、校正、印刷・製本までとなります。マップの大きさ、

規格ですがＡ２判。４色カラー。部数としては２万部。これを折ってコン

パクトサイズにするというような想定でございます。履行期間と致しまし

ては、契約日から３月２２日まで。予算と致しましては２４０万円を考え

ております。 

次に、スケジュールですが、こちらの表にございます通り、７月下旬か

ら９月中旬までにかけて、契約の事務を考えてございます。まず、実施要

項等を決めまして、評価基準、プロポーザル審査委員会の設置を行い、指

名業者、提案者を選定いたします。その後、指名業者に参加通知を郵送し、

参加意思の確認を致しまして、参加する業者から質問があれば受け付け、

回答します。その後、提案書等を提出していただいた上で、９月の上旬を

考えておりますが、プロポーザル審査委員による審査、具体的には提案書、

プレゼンテーションにより、指名業者にマップの企画案を提示していただ

きまして、これに基づき審査を行い、候補者を選定致します。その後、選

定業者と契約締結の運びとなります。プロポーザル審査委員会ですが、本

会議からも座長、副座長の出席をお願い出来ればと考えてございます。ま

た、契約締結後には、契約業者に、この会議に来ていただきまして、マッ

プの素案を説明していただきまして、構成員の皆様にご意見をいただけれ

ばと考えております。そちらの意見をマップに反映させていきたいと考え

てございます。 

次に、３検討事項について、先にご説明致しました通り、企画から依頼

するというようなことでございますが、散策マップに掲載する物件・掲載

情報につきましては、マップのコンセプトに係る所ですので、重要な所で

ございます。本会議においても、ご検討いただいて、どんなマップを作る

かご意見いただければと思います。 

検討事項に、例として、①観光情報、②鷲宮地区の歴史、文化財、③飲

食店、④その他掲載したいもの、ということで挙げさせていただきました

ので、ご検討いただければと思います。 

増渕座長 ただ今、事務局から説明がありました、散策マップの掲載物件、２ペー

ジの下段の部分ですけども。観光情報の掲載範囲については、コスモスふ

れあいロードから青毛堀川河津桜まで。歴史、文化財の掲載範囲について
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は、鷲宮神社から社寺まで載っておりますが、こちらについて、ご検討し

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか？ 

白石構成員 異議なし。 

増渕座長 範囲は、これで宜しいですか？①観光情報。 

宮城副座長 配布の範囲は？この地図をどういうふうに配るのですか？ 

事務局（栗原） 先に、菖蒲地区の地域会議等でマップを作っておりますが、そういった

配布先を参考にしながら配布したいと考えております。関係機関になりま

す。 

宮城副座長 ③の飲食店等の範囲とありますけど、商工会がいつも食いもんやマップ

等をこの時期に作っているので、あまり重ならないように商工会と相談し

た方が良いのかなと。商工会にもプロのようなカメラマンもいるし、皆さ

んご存じかと思うのですが、プラチナパスポート。あの中身は、全部商工

会の職員が作っている。製本だけ業者がやっているので、かなり安く仕上

がっています。そういうのも参考にして。ちょうど野村君が支所に来まし

たので、プロのカメラマンと一緒ですから、良く聞いた方が良い。 

事務局（栗原） ありがとうございます。 

宮城副座長 坂田くんも戻って来たので。こういうのは得意ですから。商工会は。 

増渕座長 出来る限り、商工会の皆さんにお知恵を借りてください。逆に、金がか

からなくて済むかもしれません。 

宮城副座長 全て業者に投げると、結構なお金がかかるのですよ。 

増渕座長 それと、マップの作成については、商工会から見た目線等もあると思い

ますので。 

佐々構成員 決めて良いのではないですか？ 

椎橋構成員 良いですか？ 

紙面が限られているものですから、どこまで盛り込めるかもあるのです

が、一応、業者のプレゼンがありますので、その時に見ていただいて。確

かに飲食店っていう所の部分では、どこまで範囲を決めて入れて良いか、

という所が一番心配な所ですので。 

宮城副座長 そうですね。うちは入っている、うちは入っていないっていう。 

椎橋構成員 紙面が限られているものですから、なかなか飲食店の部分については難

しいかな…、という所も、趣旨の所ではあるものですから、その点はよし

なに。 

松永構成員 私も、それは考えているのですよ。いつも。食べ物マップをね。 

椎橋構成員 目的が…、食いしん坊マップに出来ていますよね？ 

松永構成員 あれは良いと思うのよね。 

増渕座長 事務局にお伺いします。納品の期限は、来年の３月の末になっているの

ですが、観光範囲としては、コスモスふれあいロードは秋。コミュニティ
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祭りは５月。コスモスフェスタは秋。青毛堀の河津桜は２・３月なわけで

すけど…。要するに、３月の納品をもって締めて、実質的に、来年４月以

降に使うということになりますかね？ 

事務局（栗原） やはり納期までですね。ある程度、期間を設けないと。業者の方も対応

出来ないということでございますので、このような形で具体的には、来年

度に活用するという形で考えております。 

増渕座長 来年度、活用するために、３月末までに出来るようにしたい。というこ

とで宜しいですね？ 

構成員（全員） はい。 

増渕座長 それでは、そのようにします。 

佐々構成員 増渕さん宜しいですか？ 

増渕座長 はい。 

佐々構成員 １、２で宮城さんの方から出ましたけども、コンサル的にするのかどう 

するかで。業者を入れるとなると、公費で２４０万もかかって。何で、こ

ことここだけ載っかっているのか、という話になるでしょ？もし、載せる

となるとね、一部、コンサル的な状況をとらないと、不公平になると思う

のです。これについてはね。例えば、「宮城さんの所が載っかって、何で俺

のとこは載っかっていないんだ」となりますからね。そうするといろいろ

と状況を詰めて考えていかないと。 

宮城構成員 飲食店については、商工会と相談して、良く情報を聞いてやった方が良

いと思います。 

荻野構成員 土師際の関係は、どうしたら良いでしょうか？ 

宮城副座長 土師際は、今年は中止です。 

松永構成員 今年は、中止なのですってね。 

宮城副座長 はい。中止で、来年以降どうするか。いま若い人達のそういう動きはあ

るのですが、とにかく９月の第１日曜日は、神社の方が駄目なのですって。

ＮさんがいたからＯＫだったのですが。 

だから、今年は、とりあえず他の１６０団体から来ているのですけど、

そこに手紙でお知らせするのですが、今回は、Ｎさんの喪に服してお休み

という。来年以降は未定です。７月２２日の山車が出る時に、らき☆すた

神輿をやりますが…、非常に難しいです。 

増渕座長 土師際を、載せるか載せないかですね。 

宮城副座長 載せない方が無難かもしれません。 

松永構成員 そうだね。 

佐々構成員 出来る可能性があればね。例えば、１年・２年後にね。 

松永構成員 難しいけどね。 

増渕座長 八坂祭りだと、染谷さんは何か関係ないですよね？ 
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染谷構成員 うちの方は近くでやるから。 

宮城副座長 祭りは、会組織。それは継続的にずっとやって行く。千貫神輿も３５年

くらいやっているのに。勿体ない。 

松永構成員 そうだね。 

染谷構成員 本社神輿なのでが、氏子が捨て置かれた部分では出来ないっていうのが

神社の考えのようですから。とりあえず、やっている祭輿会も総会をやっ

ているのかどうか分からないけれど…、おおやけみたいな、公事みたいな、

分からない部分もあるから、何れにしても、実際にお願いする時には、ど

うするか決めないといけないのでしょうけど。今年は、ありませんから外

しておいて、後で加えた方が良いのかもしれませんね。 

松永構成員 そうですよね。 

宮城副座長 はい。 

染谷構成員 昔は、土師際の日には商工会が、民謡おどり等をやっていたじゃないで

すか？だから、土師際も商工会が主催かと思ったら、そうじゃない？ 

宮城副座長 そうじゃない。 

染谷構成員 みんなの理解が、大変難しかったのですけど。 

宮城副座長 今でも祭輿会。 

染谷構成員 祭輿会っていうのは、祭輿会の総会っていうのはあるのですか？ 

宮城副座長 無いのではないですか？だから、Ｎさん以外は詳しいことは解からない。 

染谷構成員 そういうのは、会じゃないよね。組織じゃないですよね。 

増渕座長 それじゃ、１１時半ですので、先に進みたいと思います。 

ただ今の件は、土師祭だけ除いて進めてください。 

続きまして、議題（１）の⑤「コスモスふれあいロードの圃場の整備に

ついて」、事務局より説明をお願いします。 

事務局（栗原） 資料５「コスモスふれあいロードの圃場の整備について（案）」をご覧く

ださい。 

始めに、１概要について説明致します。概要ですが、コスモスふれあい

ロードの圃場の整備を推進する為、コスモスの種蒔き・草取りに協力いた

だいている団体等の協力を得て、ロードの砂利の除去を行うものです。 

次に、２検討事項ですが、砂利除去については、（１）実施時期、（２）

実施方法、（３）記念品の何れにつきましても、未定となっております。 

本会議において、ご検討いただきますようお願い致します。 

増渕座長 ただ今、説明がありました「コスモスふれあいロードの圃場整備につい

て」、皆様から活発なご意見いただきたいと思います。 

まず、検討事項ですが、実施時期・実施方法・記念品について、３点を

決めなければいけないのですが、まず、実施時期についてご検討お願いし

ます。コスモスロードについては、スケジュール的には８月４日のコスモ
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スの種蒔きからスタートするわけです。それでコスモスフェスタは、１０

月２７日・２８日の前後に、コスモスが咲いているということですので、

それまでに、この圃場整備をやれることはやらないといけないな…、と思

うのですけど。中でも、かっこ書きにあります「コスモスふれあいロード

砂利除却大作戦」ということに向かって、皆様からご意見いただきたいの

ですが。 

宮城副座長 種蒔きまで、時間がないですよね？ 

増渕座長 はい。ざっと見た場合に、８月４日に種を蒔いて、一か月後ここから草

取りが始まると思うのです。方法としては、草取りの前に砂利取りをする

か、それとも草取りと同時に砂利をとるか。 

佐々構成員 はい。 

増渕座長 どうぞ。 

佐々構成員 河原の所で恐縮ですけれども、約１キロ弱かな。延べ１００人近くが、

２日間に渡って草を取りますが、２日でも取り切れない。といのうは、暑

い時期だからね。４時間出来ませんから、せいぜい２時間位。そんなこと

で、種蒔きが何時というのは、天候の状況ですからね。草取りをするのに

は、少し様子を見て、日にちを決めて、回覧を出すのですけれども。わざ

わざ砂利拾いだけではいけないから。草を取りながら、そこでね。鎌なら

鎌がぶつかった時に、草取りのバケツか、あるいは砂利のバケツか分かな

いけれど、入れておけば結構ね。何年か繰り返すと、かなり砂利は取れる

だろうと。ムキになって全部は拾えない。大きいのだけ拾って。そんなこ

とだったらやりますけど。砂利拾いをやりますから手伝ってください。と

言っても、これはちょっとね。案内しにくいから、草取りの時に砂利が酷

いから、そこに麻袋でも置いといてくれれば良いよね。そこへ入れる。そ

ういう対応なら出来ると思うのだけれど、それ以外に砂利拾いだけってい

うのは、ちょっと無理かな…、と思うのですけど。いかがでしょうか？ 

増渕座長 今の話は、従来ですと、草取りで呼びかけているわけですけど、それを、

仮に砂利取りを全面に出すといかがなものかと。あくまでも草取りにして、

草取りのついでに砂利を取ると。というご提案ですが。いかがでしょうか？ 

佐々構成員 もしね。どうしてもやるとなると、コスモスが終わった後、起こします

よね？一回うない込むというかね。その後ですと、けっこう砂利が上へ来

るからね。その時なら、やれないこともないけど案内出来るかどうかね。

砂利拾いでね。案内を出せますか？その一回で。 

染谷構成員 先ほど、提案があったように、地域会議ではコスモスロードの土の入れ

替えで、３００万とか４００万とか使って、何年もやって来ていて１０キ

ロ終わりそうにないっていうので、最初、皆で案を出し合いましょう、っ

ていう時に、１袋ずつ買い上げてくれっていったら、行政がそう補助金は
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出せないというので、土嚢袋ということなのですけど。今、佐々さんから

お話があったように、何かの形でみんな困っているので、取り除くのは仕

方ないと思うのですけど。実際の部分では、草取りも手数が目一杯位なの

で、草取りをしながら砂利を拾うっていうのも、出来そうで出来るのかな

…、と心配もあるのですが、いろいろ事務局の方のきついご指導もあって、

記念品もささやかな物ですけど。どうしたらいいのかっていうのを、考え

てはいますけれど。先程お話があったように、少しずつでも取って行けば、

少なくても何年か後には、かなり少なくなるだろうと期待はしているので

すけど。 

前の案は、一斉に集まって拾ってもらったら、それなりのメリットはあ

りますよ。と。それがちょっとない部分だと、さあ、どうしようか。とい

うのが、実際悩んでいる所です。 

宮城副座長 土の入れ替えをやった所は良いのですが、入れ替えをやってない所は、

きりがなく出て来るのですよね。 

染谷構成員 でも、やらないと。１０年たってもやってもらえないとなると、拾う以

外ないですよね？１㎡やるのに、１万円近くもかかった今、砂利だけの除

去でも、かなりのお金がかかることから。鷲宮地区だけ、砂利と土の入れ

替えをやって、地域会議のお金は、あまり目に見えて使われてないのでは

ないかっていう話も当然あったでしょうから。 

増渕座長 事務局から、これをやるにあたって、予算的にどう見ていましたっけ？ 

事務局（栗原） 予算につきましては、資料１の２ページに「事業予算」がございます。

軍手・ゴミ袋・土嚢袋ということで１０万円。記念品につきましては、１

７８万円とみてございます。拾うことを想定致しますと、土嚢袋を配布さ

せていただきまして、そこに入れていただく。そして、参加された方に、

記念品を差し上げるような、そんなイメージでございます。 

宮城副座長 記念品には、タオルか何かでしたっけ？ 

染谷構成員 記念品。要するに、そういう物はきりがないという部分で、それなら、

前回、コスモスロードのデザインののぼりを作ったから、ああいう部分の

オリジナルの物、コスモスロードへ協力したっていう人へ、他にそうはい

ただけない物をもらった、となるのではないかとお話したのですけど。こ

この予算でいうと、土嚢袋が４０００枚。２０００人が参加して、一人２

つ土嚢袋に拾ってくれたら、記念品が２０００人だと、１０００円の物が

２０００人分ＯＫかな？と。だから、１０００円だったら、スポーツタオ

ル位の物が。特殊なデザインで作っても２０００位はこの金額で何とかな

る位では？２０００人分位は。１０００円の物が出せるのかなと。だから、

土嚢袋を広範囲に集めていただいてもいいし、草取りの期間に土嚢袋を出

しておけば、回収していただけて、その参加者に対する記念品がいただけ
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るのかな？というなら。 

増渕座長 種蒔き・草取りに参加しているのは、地区別・５地区で行った時に、各

地区全部出ていますかね？ 

染谷構成員 例えば、今回は、市で市長さんを挙げて、種蒔きのボランティアの募集

等をしているから、種蒔きの人数は分かっているのではないですか？ 

増渕座長 これ、仮にタオルを作ったとしますよね？それをどう配るかだけど、仮

に１０００枚とか２０００枚、どっちを作るとしても、５地区均とうに２

００ずつ配って１０００枚。 

染谷構成員 それは、まずいのではないですか？ 

宮城副座長 そうですね。 

染谷構成員 だから、土嚢袋を出した所が対象でないと。要するに、種蒔きは、関係

ないので。石拾いですから、問題は。だから、土の入れ替えをした所は関

係ないわけでしょ。困っているところで、一生懸命汗かいてやってもらう

分だから、団体の活動費とか何とかのお手伝いをやってもらえないかって

言ったら、駄目だって言われた部分だから。実際に石拾いをやった人に届

くものだから。 

宮城副座長 それは、区長さんが把握している。出席した人数とか。 

染谷構成員 今度、草取りについて、管理は宜しくお願いします。という市長さんの

文書一本だから、市は。それを受けて、コミ協なり何なりで、音頭をとっ

て各地区でやってもらうだのだと思うのですよね。その場合は、例えばコ

ミ協は、暑い中だからお茶位は用意しますよ。というので。今回の分で手

袋も行政の方か、と言うかこの地域会議からいただけますから、手袋と飲

み物を用意して、ボランティアをお願いすると。そういう物をお渡しする

ために、参加者の募集をして人数を把握してやってはいるわけですけど、

そこの所で、実際に石拾いもしたら、石拾いした土嚢袋の数と参加者等を

考えてないから、記念品を渡してもらわないと、余りにも不公平が起きち

ゃいけないから、ルールがいるのかな…、とは思いますけどね。因みに、

ここで土嚢袋が４０００枚なら、１袋は最低でもやってもらわないと、石

拾いに参加っていうのはちょっと考えにくかったりするので、どっかで線

を引きながら、何かやらないと不公平になっちゃうのかな…、と思います

けどね。 

松永構成員 はい。宜しいですか？ 

増渕座長 はい。どうぞ。 

松永構成員 これに関連していることですけれど、一番最初の地域会議の時から参加

していて、ここ何年かは参加してないのですけれど、地域会議の時に一番

最初、石ころとかそういうのがあるのでということで、最終的に、このコ

スモスロードに使いましょう、って決定はしたのですけれど、石ころとか
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若しくは石ころが入り込んでいるだろう土の入れ替えとか、その中に石こ

ろが主に入っていたのですね。石ころっていうのが、いつの間にかこうな

ってしまって。どうしてこうなったのですか？ 

増渕座長 それはですね。最初は、去年の通り順番にやっていこうという話で始ま

ったのですけれども、それをやって行くと１００年かかると。ということ

で提案を替えて、石を取る方法を…。 

松永構成員 検討したわけですね。 

増渕座長 手で、石ころを拾うしかないだろう。ということに、前年度で決めたわ

けです。 

松永構成員 分かりました。 

佐々構成員 こういう方向付けだから、いっぺんに出来ることじゃないから、根気良

く、これからコスモスロードのコスモスを誰かが地道にやるより仕方がな

いですよ。そんなにいっぺんに出来るわけないからね。もう、何年位にな

りますか？コスモスを始めて。かなりになりますよね。１３年になるかな？ 

増渕座長 コスモスフェスタの開始と同じなの。 

久保構成員 前は、第１回とか２回とかってやっていたのですが。平成の始め頃だっ

たと思いますけど。 

松永構成員 一番最初の時には、文化祭と重なるから、それを合体して文化祭・コス

モスフェスタ。いっぺんにしちゃいましょうって言ったのですよね？ 

増渕座長 出来れば、草取りの時に出席をとって、通常ですと、お茶１本皆さんに

各地区で、多分出されていると思うのですけど、その時に、いわゆる従来

のお茶だけでなくてタオル。仮に、今品物が決まってないけれど、タオル

だったらタオルをその場で渡さないと、本当はやってくれた人に対するお

礼としては、反応が遅いかな…、と思ったのですよ。そういう意味で出来

れば今日の内に、記念品を何にするかを決めないといけないと思うのです

よね。勿論、どうやって渡すかは、多分、各地区で事前に何人参加するか

分かっているから、それに見合った分をその都度分けていく。それで実際、

あとで土嚢袋を確認するっていうやり方があるのですけど。 

宮城副座長 オリジナルのスポーツタオルって、見積りはすぐ取れますかね？ 

事務局（蜂須賀） 朝一番で問い合わせを。 

生涯学習課で、久喜マラソンというのを３回やっていまして、あれでオ

リジナルのスポーツタオルを、１枚あたり４６０円位で作っているのです

が、納期が３、４か月かかってしまう。中国へ一旦送って、中国で作らせ

るらしいので。 

増渕座長 今治じゃないのですか？ 

事務局（蜂須賀） 今治も、フェイスタオルとかでワンポイントのデザインであれば１００

０円以内で実施可能です。 
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成田さんとか、きょうじやさんに問い合わせた限りでは、やっぱり納期

が１か月位かかるのですけれど、ワンポイントでしたら生地はいろいろい

い物も選べる。 

増渕座長 少なくても、今度、のぼりを使ったなら簡単に出来ないってこと？ 

事務局（蜂須賀） デザインだと、版を作る関係で相談になるのですけど。デザインだと納

期がかかってしまうので。 

デザインも宜しいかとは思うのですが。草刈りと連動するのであれば、

納期的に苦しいかな…、ということも考えられます。 

佐々構成員 参考までにね。今度、区長が代わりましたけども。今まで地域では、参

加した人には、粗品というかゴミ袋を一つと、それから、暑いから、お茶・

茶菓子ということで。これはセットでね。皆さんに差し上げています。う

ちの辺りでは、行政活動補助金をいただいているから、その部分で予算を

組んでやっています。少なくてもお茶はないと。 

染谷構成員 やる場合には、いろいろ用意しなくてはならない。 

増渕座長 この後、次回の第 2回の日程を組まないといけないのですけれども。 

今、お昼 5分前になってしまったので、今の話の結論が出ないのですけ

れど、次の日程を一番最短でいつ開けるか決めますかね？ 

佐々構成員 増渕さん。 

増渕座長 はい。 

佐々構成員 何れにしても、コスモスの草取りね。5 月の初旬か半ばにやらないとい

けないから。その時にね。例えいくらかでもね。砂利拾いボランティアを

進めないと。また次だと、1 年後になっちゃいますから。石は少ないけど

進めた方が良いかと思います。次に送らせるから。 

増渕座長 地域会議では、何か物を用意したのであれば、こういう物を用意しまし

たから砂利取りお願いします。となりますけれど、用意出来ないで今度か

ら草取りの時、砂利取りをお願いしますね。というのは、おかしいよね？ 

事務局（栗原） 記念品、例えばタオルにつきましては、デザインにすると 1か月とか 1

か月半位必要なのですが、既存の物に、例えばコスモスのデザインの物を

ワンポイントあしらうとか、それでのしをつけてですね、そこに鷲宮地域

会議とかを入れてですね、それでお茶を入れるのならば、お茶を添えてお

配りするとか、お茶が無理だというならばタオルですね。タオルも普通の

タオルじゃなくて、ちょっと物が良いような、そういった物を考えれば、

納期を気にしないでお渡し出来るというよう回答を得ております。 

染谷構成員 デザインタオルで話をしたのは、同じこの地域会議の事業で栗橋地区さ

んではスタンプラリーやっていて、それで集めた人は 200人だったかな。

オリジナルの扇子を配布したりしているのですよね。だから、ただタオル

を渡すとか何かっていうのではなくて、地域会議として取り組んでいる部
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分だからっていうのは、オリジナル性を出した方が良い。のぼり旗で、せ

っかくコスモスの、それなりの物が出来たから、そういう物を入れて地域

会議っていうのを中に染めた位の物でないと。地域会議の資料としての差

別化も出来ない、という意味で申し上げる。だから、物を買えばいいって

いうのなら、最初からずっと言っているように、協力していただいた人に

対して、各地区でそれなりの 300円じゃないけども…、それ位の補助金を

出せばと言えば、駄目だっていう話だったので、今は 300万お金掛けても、

大した面積が終わらないっていうのも何とか早くやりたいし、この地域会

議もいつまで続くか分からないって話もあったから、みんなのマンパワー

で少しでも石を除く方法はないかってことで、提案です。地域会議の色が

なくて良いなら何でも良いけれども。他所の地域会議では、それなりの活

動をしているので。うちもマンパワーを、皆さんの力が欲しいと。それに

は地域会議としても、こういう物を用意しました。という位でないと、と

私は、そういう考えです。 

松永構成員 はい。 

増渕座長 どうぞ。 

松永構成員 染谷さんの案に賛成です。そもそも、地域会議の一番最初の時に、鷲宮

の方が、栗橋より早くこの案が決定したのですね。それで、栗橋の方で、

鷲宮さんはどういうのをやるのかっていうので、話したことはあったので

すけれど。やはり回を重ねて、皆さんのおっしゃるように栗橋のやり方と

いうか。いろんな物を欲しがるでしょうけど。それに関して、今、現在皆

さんがスタートという経緯も、若干あります。 

増渕座長 まとめなくては駄目ですね。やはり記念品があったら良いと。仮にタオ

ルにしても、いわゆるオリジナル性がないとおかしいと。 

ただしというか、デザインのあるものであると、時間的な物がけっこう

かかると。その間としては、例えば「コスモスロード砂利除去大作戦地域

会議」っていう文字だけ入れて、作る方法もある。ということですかね？

そういうやり方だったら早いよね。 

宮城副座長 いずれにしても、時間がかかっても良いから、オリジナルのタオルを作

るっていうことで、次回の会議までに見積りみたいなものを一回もらって。

それを検討して、どれ位お金が掛かるか？生地も良い方がいいしね。タオ

ルが出来上がった時点で石拾いをする。 

松永構成員 コスモスロードが消えるわけじゃないからね。 

じっくり 1年ではないのでね。 

宮城副座長 そうそう、そんな慌てないで。 

松永構成員 ボランティアには、お礼をしなくちゃいけないのだろうけどね。 

染谷構成員 いいですか？ 
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増渕座長 はい。 

染谷構成員 機会っていうのは、これから種蒔き・草取りが終わった後、一旦耕して、

ポピーの栽培に入るまでの間、その位しかないと思うのですよ。だから、

１回、コスモスを片付けた後、一定の期間の間でやってください、ってい

うのも考え方としてはあり得ると思いますよね。 

宮城副座長 時期的にも、すごく良いのではないですか？ 

染谷構成員 コスモスが終わって、ポピーの種蒔き・刈り取った後、起こすまで 1か

月位ですかね？ 

荻野構成員 １か月。１１月中旬から１２月。１１月の上旬から１２月の上旬です。

期間は。 

佐々構成員 暑くもないから。 

宮城副座長 ちょうど良いよね。 

佐々構成員 別に、改めてね。 

増渕座長 それでは、今の案はいかがですか？ 

種蒔きから、コスモスフェスタまでの間の草取りの時でなくて。 

染谷構成員 草取りと一緒というのは、出来そうで結構難しいと思うから、コスモス

が終わって、ポピーの間で「大作戦」なら大作戦で、種蒔きとか草取り位

の人数が、各地域で出てもらって手伝ってもらえるかっていう希望ですけ

れどね。だから、機会を捉えながらそういう意識を醸成しながら、そこの

所で、地域会議主催で、どの位の記念品が用意出来るかって。出来たら、

子どもも参加して手伝ってもらったっていいでしょうし、ある一定の期間

でやってください、とか言うので。日にちは、土日に設定してもかまわな

いですから、やり方は簡単で分かりやすいやり方で。 

増渕座長 その中身のやり方について、第２回目で協議しますかね？宜しいでしょ

うか？それでは、次回の日程（案）について、事務局から。 

事務局（栗原） オリジナルの記念品の方の見積り等もございますし、また散策マップの

素案の関係もございますので、９月の下旬辺りから、１０月の上旬に開催

出来ればと考えております。 

増渕座長 そんな遅くて良いのですか？ 

事務局（栗原） 散策マップの関係は、９月上旬で業者が決まるような形を予定していま

すので、下旬辺りでお願い出来れば、と。それでは、後もう 1つ。 

椎橋構成員 今、いろいろお伺いした中で、「地域会議」ということで、２７年度から

皆さんのご協力の中でやって来たところであります。先程の「砂利除去の

大作戦」っていうことは、基本的には、次回のプロポーザルの結果が出て、

業者の方の委託が決まり、この会議できちんと素案を見せられる状態にな

るのが９月ということですので、その時に記念品についても、皆さんにご

検討いただいたら良いかと思います。 
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また、来年度の地域会議ということで、３年間地域会議をやって来た訳

なのですが、市長も代わりまして、久喜市全体で見直しを行っております。

基本的に、この地域会議がどういう形で、新しい事業として行くのか。今

迄やってきた中での、課題とかを整理しておりますので、それらを含めて、

次回の時には、少しお話が出来るかなと思っております。基本的な所では、

今お話があったように、記念品は何でも良いじゃなくて、やはり形として

皆さんの地域会議においてやっていただける中で、市民の方に知っていた

だくということでは、記念品は非常に大切であると思いました。そういっ

たことも含めて、９月の終わりということで、来年度の方向性、それから

今年度の記念品が、実際的なマップ等もきちんとお話出来るのではないか

と思っておりますので、その辺も含めて、宜しくお願いしたいと思います。 

増渕座長 先ほどの事務局の、９月末から１０月初めっていうのは、具体的な日に

ちはあるのですか？ 

事務局（栗原） まだ、流動的でして、その頃ということでお願いしたいのですが？ 

椎橋構成員 業者の方の出来具合もあるかと思っているのですが、皆さんが１０月の

始めに、何か行事があるとかっていうことであれば、その日は除かせてい

ただくということで。ちょっと難しい時期があれば、お話いただれば…。 

松永構成員 体育祭。 

椎橋構成員 １０月１４日ですかね。体育祭は。 

松永構成員 そうです。体育祭。 

染谷構成員 良いですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 去年は、８月２２日、９月１９日に地域会議を開催していましたけれど。

今回は、８月・９月はなくて、１０月始めの開催で、もし１１月にやると

して大丈夫ですね。 

増渕座長 事務局の方は、プロポーザルの結果を踏まえると言って、そういうこと

になると思うのですけれど、私としては、それとは切り離して大作戦の時

間とらないと…、中途半端になっちゃうといけない。 

椎橋構成員 確かに、１１月ということになると１０月は遅いですね。やはり８月で

すね。 

増渕座長 ８月末までに２回目を開かないと。 

椎橋構成員 そうですね。そちらの事業がありますからね。 

増渕座長 お盆過ぎにね。８月２７日か、最後の週にするか？２７日と３０日が駄

目なの。週の真ん中の８月２９日にしますか？ 

長井構成員 ３１日が良いです。 

久保構成員 それじゃ、３１日で良いですか？ 

増渕座長 ３１日で宜しいでしょうか？８月３１日金曜日です。 
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宜しいですか？ 

構成員（全員） はい。 

増渕座長 はい、それでは８月３１日で。 

椎橋構成員 時間は同じ時間で宜しいでしょうか？場所は、事務局の方からご通知さ

せていただきます。 

事務局（栗原） ここか、４階の会議室のいずれかになります。 

椎橋構成員 会長、３１日までに事務局で記念品の関係とか、そういったことを幾つ

か決めておかなければならないと思うのですが？素案を作っておくという

ことで大丈夫ですか？見積りを取ったりですとか。 

増渕座長 そうですね。商工観光課で押さえている種蒔きの人数も。あれは学校が

出ているから、学校の分だけ人数が多いのですよね。草取りについては、

学校は来ないから。各地区でやってもらうしかないから。 

椎橋構成員 あと、記念品の数は、地域である程度の数が、どの位なのかっていう所

は、参加者とかっていうのは、地域の方で抑えられているということで宜

しいですか？もし、そういった人数がある程度、どの位用意したらいいか

って所は、分かっていた方が良いのかなと思いますけど。 

染谷構成員 種蒔きは、市長さんがお声がけをして、ボランティアを募集しているか

ら、それで市の方に報告くださいってことになっているから、分かると思

うのですよ。 

椎橋構成員 種蒔きは、そうだと思います。 

染谷構成員 草取りは、それより沢山集めたいと思って、各地区共いるとは思うので

すが、どういうふうな形でどこまでやっているかというのは。たまたま、

コミ協の方の松永さんも、単一のコミ協の会長さんにやっていただいて、

そこのコミ協では、各行政区に要請をして、出席者の取りまとめをして、

飲み物とか軍手をお渡ししたりしてりので、いろいろなコミ協とか、あと

他のコミ協には属してない所でも、市長さんから管理を宜しくお願いしま

す、って言われているから、種蒔きをした所はそれなりの対応はしている

と思うのですよ。市の方は、一本通知を投げて終わりですけれど、実際は

回ってみると草が生えていたり生えてなかったり、多分、管理していると

思うのですけれど、それなりに皆さん草を取っていると思うので。だから、

種蒔きに参加していただいた所に、草取りのご協力はどうでしたか？って

聞くと。管理お願いします、の一本の通知だけでしたから、市の方からも

聞きにくいかもしれないけど。 

向こうの単一のコミ協も、草取りに来た地区毎の人数はとっているので

しょう？ 

増渕座長 佐々さんの所を除いた人数がね。７ケースだから、大体１６８名です。

後、そこに河原の分が何人か。毎回、河原は何人位ですか？ 
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佐々構成員 １回で４０人位。２日やります。 

増渕座長 そうすると、桜田１１行政区で２１０人位。単純に、それの５倍すれば

１０００人位。 

染谷構成員 でも、あと他に西コミと東鷲宮と上内や、参加してらっしゃる他の団体

の参加があるのでしょ？行政区以外に。 

増渕座長 コミ協がらみで来ているのが、多分、推定で１０００人位だと思う。 

椎橋構成員 １０００人位で。はい。 

増渕座長 あと、老人会とかどうなっているか分からない。学校は来てないはずで

す。 

荻野構成員 種蒔きは、７００人位ですね。草取りは、それより多くなるわけですよ

ね。 

松永構成員 お願いして、多くしたいわけだからね。 

椎橋構成員 分かりました。 

久保構成員 今回は、砂利拾いを募集するわけですよね。それだったら草取りには出

るけど砂利拾いには出ない人もいるかも知れないから。 

椎橋構成員 記念品は、皆さんにお配りするのも良いと思うのですけど、ある程度、

今お話を聞いて、実際やってくれた方に１０００人位ということで、その

辺で調整をさせてもらって、出来れば良い物を差し上げたいと思いますの

で、そういった所を含めてちょっと考えていければ。 

染谷構成員 いや、５００円だったら１７０万円あったら、３０００本以上は出来る

話だから、広く浅く拾ってもらった方が良いと思うので。最低、土嚢袋に

一つはノルマで、それ以上みんな拾ってくださいね。で、やれば良いのか

なという気もしますけどね。だから４０００体あったら４０００だけど、

元気な人は、もう一袋拾ってもらったりとか。要は、人海戦術で沢山の方

に参加していただくのが、この地域会議でやるのが一番大事なことなのだ

ろうと思うので。 

松永構成員 そうだね。 

染谷構成員 だから、数は沢山用意して、「皆さんに渡せるように頑張るから、沢山の

人に協力してくださいね」って呼びかけが出来るようにした方が良いので

はないのですか？ 

増渕座長 おっしゃるとおり。１０００本で全部やっちゃうのよりも、３０００人

で全部やった方が成功だよね。仮に、砂利が取れたとしても１０００人で

やるよりは、３０００人という多くの人がやった方が良いですよね。 

椎橋構成員 たくさんの人が参加していただくためにやるのだと。 

染谷構成員 ですから、先ほど４０００の土嚢袋だったら、一人で２つ頑張れば２０

００人必要なのだと。親子で３人来てくれて、５つでも４つでも良いとい

うのもありではないかと思うのですが？ 
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松永構成員 そうだよね。 

宮城副座長 だから、いくつかの見積り（例）を取っていけばいいのではないです

か？ 

椎橋構成員 そうですね。 

宮城副座長 考え方を絞ってしまいますから。 

椎橋構成員 そうですね。 

染谷構成員 だから、今、石のない所の地区の人も、その時は別の地区を割り振るか

ら参加していただいて良いという、そういうことだと思うのですね。一部

きれいな所あるから。そこの人は。 

佐々構成員 もう一つね。コスモスロードが、今後ずっと続くとは思うのだけど。こ

れちょっと、まだ状況によっては分からないのですけど。このいわゆる記

念品をあげて、砂利拾いは良いのですけれども、起こした時には砂利が出

て来ると、次に、またうない込むことも出てくるので、一回で全てが終わ

るわけではないので、その後も場合によっては一回草取りの時にやるか、

毎年砂利拾いをしないとならない、というところに繋がって来ると思うの

ですが、取りあえず、最初は一回進めるということで、良いと思うのです

けれど、砂利拾いは継続して、後もやらないと、っていうことがあると思

います。 

松永構成員 この次の会議で、具体的な予算をつけると。そういうことになりますか？

ちょっと先になりますけれど、今回は、ということでちゃんとすると。 

椎橋構成員 地域会議という形ではないとしても、こういった地域が繋がっていくよ

うな形では残していかなければ、地域の方の活動に繋がらないと思います

ので、これらについては、今後の地域会議の在り方の中で、きちんと話を

していきます。 

増渕座長 それでは、次回は８月３１日ということで「第２回鷲宮地域会議」を開

催致しので、宜しくお願いします。それでは。 

次第７ 閉会  

事務局（栗原） はい。長時間ありがとうございました。以上をもちまして、「平成３０年

度 第１回鷲宮地域会議」を閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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