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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２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。 

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 広報くき原稿 

資料２ コスモスふれあいロードの圃場の整備（コスモスふれあいロード 

砂利除去大作戦）について 

の３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より、ご挨拶をお願い致します。 

増渕座長 皆様、暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。 

本日、第 2回ということでございますが、本編は事務局から説明がある

かと思いますが、１２時までには終わればいいな、と私なりには考えてお

ります。何とか皆様のお知恵をいただきまして、お昼までにまとめたいと

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。 

なお、本日は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。 

次第３ 報告事項 

増渕座長  はい。 

それでは、３報告事項 

（１）コスモスふれあいロードの草取りボランティアへの軍手・ごみ袋

の提供について 

（２）鷲宮地区散策マップの進捗状況について 

（３）今後の鷲宮地域会議について 

以上、順次ご報告お願いします。 
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事務局（栗原） それでは、事務局より 

（１）コスモスふれあいロードの草取りボランティアへの軍手・ごみ袋

の提供について 

ご報告させていただきます。 

資料（１）をご覧ください。 

増渕座長 失礼しました。その前に、署名人が必要ですね。それでは、会議に先立

ちまして、本日の会議録署名人についてですが、名簿順ということで、松

永さんと佐々さんにお願いしたいと思いますが、宜しくお願いします。 

それでは、皆様のご協力をお願いします。 

はじめに、次第の報告事項で、ただ今申し上げている通りお願いします。 

事務局（栗原） 資料（１）をご覧いただければと思います。 

広報くき９月１日号に、『コスモスふれあいロードの草取りにご協力をお

願いします』という見出しで、『鷲宮地域会議から草取りにご協力いただく

ボランティアへ、必要に応じて軍手・ゴミ袋を配布しますのでご利用くだ

さい』という記事を掲載させていただきました。 

今日８月３１日現在で、５件のボランティア団体から軍手・ごみ袋等の

提供依頼がございました。 

以上でございます。 

増渕座長 今の５件は、個人だけですか？団体ですか？ 

事務局（栗原） 団体のボランティアが５件でございます。 

増渕座長  はい。 

（２）鷲宮地区散策マップの進捗状況について 

に移りたいと思います。事務局でお願いします。 

事務局（栗原） （２）鷲宮地区散策マップの進捗状況について 

ご報告させていただきます。 

 鷲宮地区散策マップ進捗状況につきましては、現在、委託事業者の選定

に係る指名型プロポーザル実施要項の策定が完了し、これに基づき提案者

の選定を行い、指名通知し、参加意思の確認をしたところ、全指名業者か

ら参加承諾の回答を得ております。 

また、鷲宮散策マップの作成に係る質問を受け付け、８月３０日付で回

答致しました。 

今後は、９月２１日を期限として、指名業者から提出される提案書の受

け付けを行った後、１０月３日付でプレゼンテーション審査をし、プロポ

ーザル審査委員により候補者の選定が行われ、その結果をもって１０月上

旬には契約を締結する予定です。 

以上でございます。 

増渕座長 はい。 
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ただ今の鷲宮地区散策マップの作成について、ご報告をいただきました

けれども、ご質問はありますでしょうか？ 

なお、先ほどの 

（１）ボランティアの軍手・ごみ袋の提供の報告について 

もご質問はありませんでしょうか？ 

はい。無いようですので、続きまして 

（３）今後の鷲宮地域会議について 

お願い致します。 

椎橋構成員 はい。皆様おはようございます。いつもお世話になっております。 

（３）今後の地域会議について 

ということでご報告させていただきます。 

地域会議におきましては、地域会議の構成員の皆様のお陰をもちまして、

２７年度に立ち上げを行い、地域を活性化するための様々な取り組みにつ

いて、検討・協議いただきまして、鷲宮地域を象徴するコスモスふれあい

ロードに関する、更なるロードの充実を目指して取り組んで来ていただい

ております。 

 今年で、２８・２９・３０年度ということで、３年間が経過するところ

でございますが、今後の地域会議について、どうしていくかということで、

久喜市全体で検討したところでございます。その中で、地域会議の在り方

の検討の中で、やはり住民自治を充実させる上で欠かせない共助社会づく

りをまず念頭に置いて見直しを行いました。市の方針と致しましては、地

域会議としましては、今年度で廃止ということで、終わりということで結

論づけた所でございます。 

ただ、新事業と致しまして、来年度から考えておりますのは、地域提案

型の事業として、地域住民の皆様に企画・立案・検討をしていただきまし

て、地域の意向が反映できるような、補助金型の事業として考えていると

ころでございます。こちらにつきましては、梅田市長に代わりまして、今

までの地域会議の内容、そして、今までの取組みを踏まえた上で、新しい

事業に取り組んでいくということで、結果としましては、今年度で地域会

議としての幕は下りることとなりました。 

今後、具体的に地域提案型の事業として、どう創設していくかというこ

とにつきましては、具体的に、今検討をしておりますので、構成員の皆様

につきましては、決まり次第、来年度の事業につきましては、お知らせ・

ご報告させていただきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。 

増渕座長 はい。ありがとうございました。 

ただ今、報告がありました事項につきまして、ご質問はございませんで

しょうか？ 
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卯月構成員 

増渕座長 

卯月構成員 

はい。宜しいですか？ 

はい。どうぞ。 

今、お話がありましたけれども、もともとこの地域会議というのは、前

田中市長の選挙公約の中で出されたという、公約に基づいて発足した会議

なのですよね？新しい市長さんになられて、別の形で地域提案型の会議と

いうことで、発展的に解消するということで良いことじゃないかなと思い

ます。 

ですから、どういうような形で地域提案型の会議になるのか、今の地域

会議を長期的に踏襲した形なるのかどうか、その辺を十分に検討されて、

新たな形で発足していただきたいなと思います。 

増渕座長 ありがとうございました。 

他にございますでしょうか？ 

足立構成員 はい。 

ちょうど３１年まで私達は任期があるのですが、さっきも卯月さんが言

ったように、これは田中市長が自分の公約の中に入れて、新しい市長にな

って体制が変わっていくと、その前に地域会議が発足した時に、やっぱり

提案型の事業だったはずだと思うのですよね。立ち上げたのが。それが、

どういうわけか、皆さんにいろんな案を出してくださいと、どういう事業

を進めていきたいですか？ということで、私達もいろいろ提案を出しまし

た。こうした方が良いんじゃないかと。ところが、市の方で出してくれた

例題の中に、「コスモスロードの種蒔き」という案が出ていて、それがその

まま、議題の中にずっと入りこんできて、これは実際に進むとロードです

から毎年お金が使われていき、当初、提案型で地域の皆さんといろいろ検

討していきましょうといったものは流れてしまった。 

そして、３年たったから廃止することになって、新しい市長になってち

ょうど良かったのですが、このままいっていたら、提案もなくこのままロ

ードでずっといっていたんじゃないかなと思うのです。結局、これからこ

ういう事業をしていくのには、きっちと物を明確に出していかないと、こ

れで良いんじゃないか、というものにずっといかないように。 

皆さんのいろいろな良い案が、あの時出ていたわけですよね？それが１

つとして議題にも上がらなければ、ロードロードでずっと来っちゃってま

したから、その辺の所も、今後の大きな課題となっていくと思います。 

ですから、しっかりと検討して、案を出してどういう状況にもっていく

のかを明確にしていかないといけないんじゃないかなと思います。 

この事業に対しては、再度の検討ということだと思うで、ぜひやってい

ただきたいと思います。 

以上です。 
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増渕座長 他にいらっしゃいますか？ 

卯月構成員 ちょっと宜しいでしょうか？ 

増渕座長 はい。 

卯月構成員 この４年程ですね、地域会議の取組テーマとしてですね、予算の関係で

５００万円という限られた予算の中で何が出来るかということで、いろい

ろ議論された結果、コスモスふれあいロードを良くしようと、そういうテ

ーマになったかと思います。 

 ですから、今後、来年度からやられるものはですね、そういう予算規模

をどうするのか、それが一番の大きな問題となっていくと思いますので、

その辺も含めてですね、十分に検討していただければと思います。 

増渕座長 ただ今、３件ご質問というか提案がありましたが、改めて役所のほうか

ら回答する内容、ではなくて考え方を皆様方からいただいたということで

宜しいでしょうか？ 

椎橋構成員 はい。 

構成員の皆様からいただいた意見をですね、市全体で今検討しておりま

すので、鷲宮の意見として、こういうことが出ていたと伝えて、反映出来

るような形で検討していきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

足立構成員 すいません。予算はあくまで５００万で変わらないということですか？ 

それも、また変わるかもしれない可能性があると言うことですね？予算

的には。５００万で足りなければ、出来るだけ増やしてもらう。という形

で、事業が平等にいくようにしていかなければいけないということで５０

０万とは限らないということですよね？ 

渡邊構成員 それはそうですよね。 

椎橋構成員 地域会議からお話しさせていただいた通り、あがってきた事業・地域の

中で、今お話しした共助社会ということで皆さんに取り組んでいただいて、

事業をまずは出していただいて、それをイメージとしますと、ひとつは、

推進会議というものを立ち上げるかと思います、それは、今回の地域会議

のメンバーの方になるか、どういった形になるかは、まだはっきりしてお

りませんが、やはりコミュニティを含む関係の方とか、皆さんに入ってい

ただいてですね、その中で、地域の中で必要な事業を選定頂いて、それを

補助金として市が出すような形になるかと考えております。その辺につい

ては、予算であるとか、要綱等ですね、やはり整備しなければなりません

ので、その辺がきちんと決まりましたらお知らせしたいと思います。 

染谷構成員 はい。 

増渕座長 どうぞ。 

染谷構成員 はい。 

決まっているのは、地域会議が今年度で終わりになるということだけで
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すか？ 

椎橋構成員 そうですね。 

染谷構成員 まあ、地域の皆さんの意見を吸い上げて事業をしていくのは、改めて新

年度から考えていくという。で、細かな点は、予算とかいろいろなものが

あるでしょうから、これから、あまり決まっていないけれども形を変えて

やっていくという考えはありますよ、ということだけなのですよね？ 

椎橋構成員 そうですね。地域会議も予算ありきのところもございましたが、そうで

はなくて、地域提案型の中で事業を展開してもらうという所は… 

染谷構成員 補助制度でそういう事業を考えていきたいということで？ 

椎橋構成員 そうですね。その方向性だけは決まっておりますので。具体的なものは、

まだ、決まっておりません。 

増渕座長 （３）今後の地域会議の方向性について 

役所の方から説明があり、両方からお話がありましたけれども、宜しい

でしょうか？ 

構成員（全員） はい。 

次第４ 議題  

増渕座長 それでは、 

（１）コスモスふれあいロード圃場の整備（コスモスふれあいロード砂

利除去大作戦）について 

に入りたいと思います。 

なお、結果的にこの会議は３月３１日までの事業・会議ですので、それ

までに完結することを今回決めないといけないということを念頭におい

て、進めていきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

それでは、（１）コスモスふれあいロード砂利除去大作戦について 

事務局より説明をお願いします。 

染谷構成員 その前に良いですか？ 

増渕座長 はい、どうぞ。 

染谷構成員 今、座長さんがおっしゃったのですが、先ほどの説明の散策マップにつ

いての関係ですが、納品期限が前回の説明だと３月２２日で地域会議がな

くなっちゃうと、配布とか何かはどう考えているんだ、とかいうのが気に

なるのですが？ 

地域会議が３月末でなくなっちゃうのだと、地域会議は作ったけど、配

布は他にお任せだよ、と。この、前回の会議の結果だと、そういうことに

なっちゃうと思うので、これは早くして何らかの形で、地域会議として配

布する方法なども考えていかないとと思ったのですけど。それらは早くな

らないのかなと。 

あるいは、３月に納品して新しくできる団体とか、あるいは、コミ協と
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かいろんな所に配って活用してくださいね、と地域会議はお渡しして終わ

っちゃうのですか？ 

場合によっては、もっと早く納品をしてもらって、地域会議としての活

用とか配布も考えないと。今だと、前回の説明だと３月２２日が納品期限

日になってるから、実質１週間しか地域会議の手元にないことになっちゃ

うわけだから、何とかならないのかと。 

増渕座長 事務局、今の内容について補足をしていただけますか？ 

事務局（栗原） 鷲宮散策マップの納品期限と致しましては、３月２２日となってござい

ます。もちろん、少し前に納品になる可能性もございますが、いずれにし

ましても出来次第ですね、構成員の皆様にお渡しして各団体に配っていた

だくとか、ということもお願いできればというふうに考えてございます。 

染谷構成員 質問の趣旨があれなんですけど、ようするにマップに発行者で地域会議

というのが書いてあって、何か問い合わせしようと思ったら、見た人が問

い合わせをする時には、地域会議が完全にないわけですよね？それが、１

週間位しか、地域会議として配布できないことになりますが、ずっと前倒

しして、年内にやって、少なくとも１月から３月位は配布して活用する。

ということは、何かないのですか？ということです。 

作ればいいというのではなくて、地域会議としては、配布して活用した

いというのがありますから。もう、こういう状況になると、少し早めて活

用しないと意味がないのではないですか？という話なんです。 

去年、これをやっていた時には、まだ、今年で地域会議がなくなってし

まう前提はないから、来年も地域会議として配っても、なんら問題ないと

いう前提だったと思うのですが、今は、条件が変わっちゃいましたので、

これでいいのですか？ということです。 

椎橋構成員 ちょっといいですか？ 

納期については、ある程度の期間で作成するということで、本当に申し

訳ないのですけれども、事業者の方とですね、どの位前倒しが出来るかと

いうのは、一度調整させていただきたいと思います。ただ、地域会議で作

ったマップをですね、更に、来年度のコスモスロードの活性化ということ

で活用させていただく、ということの目標は達成出来たかと思います。こ

れらを踏まえて、どこに配布するのかについては、やはり、地域会議の構

成員の皆様にお聞きしてですね、事務局の方が段取りをさせていただきた

いかなと思います。ちょっと、お答えにならないかもしれませんが… 

染谷構成員 宜しいですか？ 

今、お話があったのですけれど、委員さんなので、委員さんとして一緒

に考えていただきたいのですけれども。 

椎橋構成員 はい。 
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染谷構成員 地域会議としては、事務局もなくなれば何もなくなるわけですよね。４

月以降。だから、そうふうなことで考えていただけると、３月の納期とい

うことは、誠に難しい。ようするに、地域会議の事業として考えると難し

い。だから、３月中にいろいろな所に地域会議としてお渡しして活用して

ください。と言って配って、終わりにしちゃうというなら良いかと思うの

ですが。地域会議の事務局もないわけですから、地域会議自身がないのだ

から。 

足立構成員 でも、環境経済課は残るわけですから。 

染谷構成員 環境経済課というのは、そもそも、ここにはもともとないわけじゃない

ですか？ 

松永構成員 菖蒲にある。 

染谷構成員 商工観光課。 

久保構成員 環境経済部は、菖蒲に行っています。 

足立構成員 でも、鷲宮に置いておけばいいんじゃないですか？地域会議・地域会議

にこだわらなくても、別にいいじゃないのですか？このマップに対しては。 

すいません。前回の会議に出ていないのでわからないので、申し訳ない

のですけれど、この散策マップは３月２２日というと、大体、久喜マラソ

ンもその位の時期に行われるわけですよね？そうすると、いろんな人たち

が広報で見るわけだけれども、マラソンが近い時に配っていたとして、意

味あるのかな？と思うのですが。状況的には、これを多くの人に見てもら

いたい、鷲宮を知ってもらいたい、というものですから。何か祭りがある

時に対応できないで、終わっちゃった頃にもらっても。出来ることなら、

時期的にも皆さんの目に一番に触れられる時期に、配られた方が良いと思

うのですけど。 

広報というのは、意外と、皆さん見ているようで見ていない。挟んだま

までそのまま。でも、時期になれば一緒に出来るのではないかなと思うの

で、そういうのは早くは出来ないのですか？せっかくの事業として、地域

会議を入れるとなれば、いろいろな活動も出来るようにしていけばいいと

思うのですけど、何か状況的には活用があるのかどうか。 

増渕座長 ちょっといいですか？ 

マップについて、いずれにしてもマップの活用については、久喜市民に、

特に鷲宮地区の住民に配ることと、それから鷲宮地区に来る観光客に配る

のと大きく２つに分られると思うのです。今、この辺について話を進める

と、実は、まだ他にやらなければならないことがあるので、申し訳ないの

ですが、コスモスふれあいロード（砂利除去大作戦）にまず入らせていた

だけませんですかね？ 

染谷構成員 はい。結構だと思いますが、いずれにしても３月２２日を納期とすると
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いうことを、限りなく早めることを提案致します。 

増渕座長 はい。その経過につきましては、まず業者を決めないといけないので、

その業者を決めるプレゼンテーションの審査が１０月３日にあります。そ

れからでないと動けないので。それを念頭において、話を進めなければい

けないのですけれども。 

染谷構成員長 状況が変わってしまっていますから。前回の会議と。 

増渕座長 マップ自体は、地域会議があろうと無かろうと活用は出来ますので。 

ただし、地域会議がある間に配れたらいいことなのですけど、これにつ

いて、もう少し議論を進めたいとは思うのですけど。ただ… 

染谷構成員 目に見える形での配布物ということで考えたのですから、今年度中に配

ればいいというのは消極的すぎると思うのですよ。会議がなくなっちゃう

のだから。 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 はい。どうぞ。 

増渕座長 それでは、冒頭申し上げました３月までにコスモスふれあいロードの圃

場整備を完結できるような、ご提案・まとめが出来れば良いと思いますの

で、この議題に入りたいと思います。 

それでは事務局の方から 

（１）コスモスふれあいロードの圃場の整備（コスモスふれあいロード

の砂利除去大作戦）について 

説明をお願いします。 

事務局（栗原） はい。 

資料（２）をご覧ください。 

はじめに（１）前回会議のまとめでございます。砂利拾いの実施時期に

つきましては、意見が２案出ました。 

意見（１）と致しましては、コスモスの種蒔き後からコスモスフェスタ

開催までの間。９月上旬から１０月中旬とし、草取りと同時に実施すると

いうものでした。 

意見（２）と致しましては、コスモスの刈り取りが終了してからポピー

の種蒔き前まで。１１月上旬から１２月上旬とし、砂利拾いを行う。とい

うものでした。 

意見（１）の利点としましては、草取りと同時に案内ができる。参加者

の人数を把握することができる。何年か繰り返すとかなり砂利がとれる。

というもので、問題点としましては、草取りだけでも手数が目一杯であり、

草取りしながら砂利を拾うことが出来るのか。というものでした。 

これに対して、 

意見（２）の利点と致しましては、暑くもなく時期的にいい。コスモス
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が終わった後うないこむので、砂利が上へ来て拾いやすい。というもので

した。問題点としましては、砂利拾いをやりますから手伝ってくださいと

は案内しにくい。というものでございました。 

両者に共通することとして、１回で全ての砂利拾いが終わるわけではな

い。継続して砂利拾いが出来るようにしないといけない。という意見が出

ました 

次に記念品につきましては、意見が３案出ました。 

意見（１）としましては、既存のコスモス柄のガーゼ手ぬぐいタオルと

し、のし紙に「鷲宮地域会議」と入れるというものでした。 

意見（２）としましては、既存のコスモス柄のガーゼ手ぬぐいタオルに、

2018コスモスふれあいロードなどと文字を入れ、鷲宮地域会議色をだすと

いうものでした。 

意見（３）としましては、鷲宮地域会議で作成したのぼり旗のデザイン

を使用して、オリジナルタオルを作るというものでした。 

意見（１）の利点としましては、納期までに時間がかからない。という

もので。問題点としましては、地域会議色としてのオリジナル性が弱い。

というのがあげられます。 

意見（２）をとばしまして、意見（３）でございますが、利点としまし

ては、地域会議としてのオリジナル性が出せる。デザインタオルを目当て

にした参加者が期待できる。というもので。問題点としましては、納品ま

でに時間がかかるというものでした。 

意見（２）の利点につきましては、意見（１）と意見（３）の間をとれ

る。ということがあげられます。 

３案に共通することとしましては、記念品は、砂利拾いをした土のう袋

の数に応じて配布できる。不公平にならないよう配布するルールが必要。

という意見が出ました。 

以上を踏まえまして、２ページをご覧ください。 

コスモスふれあいロードの圃場の整備（コスモスふれあいロード砂利除

去大作戦（案）について、ご提案させていただきます。事務局（案）とし

ましては、２案ご提示させていただきました。 

案（１）実施時期につきまして、コスモス種蒔き後からコスモスフェス

タ開催までの間で、９月上旬から１０月中旬とし、草取りと同時期に開催

し実施するというものです。 

実施方法としましては、各コミ協や行政区等で草取りを行ってもらって

いる区域で砂利拾いをお願いする。砂利は土のう袋に入れて一箇所、ある

いは数か所に保管しておいてもらい後で処理する。軍手、ゴミ袋、土のう

袋の配布をする。というものです。 
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依頼方法等につきましては、地域会議から各コミ協や行政区等に依頼を

し、実施期日・場所・参加人員を事前・事後に報告してもらうとするもの

です。 

案（２）につきましては、実施時期をコスモスの刈り取りが終了してか

らポピーの種蒔き前までの１１月上旬から１２月上旬までとし、砂利拾い

を行うというものです。 

実施方法としましては、各コミ協や行政区等で草取りを行ってもらって

いる区域で砂利拾いをお願いする。砂利は土のう袋に入れておいてもらい

後で処理する。軍手・土嚢袋の配布をする。一般参加者の場合は、総務管

理課が砂利拾いの区域を指示する。というものです。 

依頼方法につきましては、地域会議から各コミ協や行政区等に依頼をし、

実施期日・場所・参加人員を事前あるいは事後に報告してもらう。市広報

紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッター、市政・イベント情報メ

ールで一般参加者を募集する。とするものです。 

案（１）と案（２）に共通する問題点等につきましては、 

① どの位の深さまで行うか？ 

② 砂利を拾う場所はどうするのか？ 

③ 依頼場所の割振りは例年行っている草取りの場所とするが、中高生等
が種を蒔いた場所はどうするか？  

④ 砂利の処理はどうするか？  

⑤ 記念品に限りがあるので、複数回実施した場所の記念品の配布方法は
どうするのか？  

⑥ 記念品の受渡し方法についてはどうするのか？ 

という点があげられますが、 

案（１）の 

① については、手作業で表面だけの作業とする。 

② については、畝間とする。 

③ については、圃場改良工事実施済区域の団体及び一般参加者に割振る。 
④ については、農業振興課に協力を依頼し、処理場所は自由広場奥とす
る。 

⑤ については、複数回実施した場合は、記念品の配布は行わない。１人
１回までとする。 

⑥ については、代表者に参加者人数を報告してもらい、その人数に応じ
て代表者に記念品を渡し参加者に受渡してもらう。 

とすることで、解決できるものと考えるものです。 

同様に案（２）の 

① については、同様に、手作業で表面だけとする。 
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② については、畝間だけでなく圃場全面とする。 

③ については、圃場改良工事実施済区域の団体及び一般参加者に割振る。 
④ については、農業振興課に協力を依頼し、処理場所は自由広場奥とす
る。 

⑤ については、案（１）と同様に、複数回実施した場合は、記念品の配
布は行わない。１人１回までとする。 

⑥ については、団体の場合は、代表者に参加者人数を報告してもらい、
その人数に応じて代表者に参加者人数を報告してもらい、その人数に

応じて代表者に記念品を渡し、参加者に受渡してもらう。 

一般参加者の場合は、砂利拾い実施後、土嚢袋の数を報告してもらい、

その数に応じて記念品を配布する。 

とすることで解決すると考えるものです。 

事務局としましては、先ほど説明がありました通り、今年度で地域会議

が終了することもございます。その集大成という意味からも、案（２）を

砂利除去の候補として実施してはどうかと考えるところです。 

次に４ページをご覧ください。 

記念品（案）について、ご説明致します。記念品につきましては、市内

の衣料品業者から３種類の見積りを徴収いたしました。 

はじめに、見積り（１）ですが、これはコスモス柄のガーゼ手ぬぐいタ

オルで、１,０００枚で３３万２,６４０円、２,０００枚で６６万５,２８０

円となります。コスモスの色は、あちらに現物の方を用意してありますが、

青とピンクと紫の３種類がございます。発注の関係で１０枚単位と決まっ

ておりまして、１/３は青・１/３はピンク・１/３は紫ということで、３色

での納品となるとのことで、ビニール袋梱包・のし紙を含むものとなりま

す。生地のサイズは約３４㎝×８９㎝、納期は発注から３週間です。 

次に、見積り（２）ですが、これは先ほどのコスモス柄のガーゼ手ぬぐ

いタオルに文字を入れるとするもので、１,０００枚で３６万８,２８０円、

２,０００枚で７３万３,３２０円となります。コスモスの色は、先ほどと同

様でこちらもビニール袋梱包・のし紙を含むものとなります。生地サイズ

も同様ですが、文字入れがこちらにはございますので、納期は発注から１

か月となります。ちょうど、こちらの横の所に紺の文字で、例えば「２０

１８コスモスふれあいロード」と入れることが出来ると。その場合は発注

から１か月かかるということでございます。 

次に見積り（３）ですが、これは国産の３００匁（もんめ）。匁（もんめ）

は重さでございますが、こちらに見本がございます。このタオル、シャー

リング顔料プリントでございまして、きめの良い、質の良いタオルでして、

そちらに顔料プリントを施すということでございます。プリントは５色と
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なります。１,０００枚で９５万９,０４０円、２,０００枚で１８５万３,２

８０円となります。単価には、図案作成代及び型代を含みます。生地サイ

ズは約３４㎝×８２㎝、印刷範囲は２８㎝×７３㎝、プリント作業がある

ため納期は発注から２か月となります。 

最後に、参考と致しまして４番の方ですね。平成３０年８月４日（土）

に実施致しました、『平成３０年度コスモス一斉種蒔き』の管理区域別の参

加人数を掲載させていただきました。当日参加者は、６８６人でした。こ

のうち、中高校生等が種を蒔いた場所は、管理区域９番の一部、１０番の

一部、１９番、２２番の一部、２８番、２９番で、１１７人となってござ

いまして、これを引きますと５９２人となってございます。また、最後に

こちらの図の方ですが、『コスモス一斉種蒔き区域図』には、これまで実施

した圃場改良工事実施済区域を網掛けして示しておりますので、参考にし

て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、説明がありましたコスモスふれあいロードの圃場の整備（コス

モスふれあいロード砂利除去大作戦）について 

ご検討いただければと思いますが、ご意見ご質問はございませんでしょ

うか？ 

染谷構成員 良いですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 １ページの前回の会議のまとめの部分で、意見（１）は利点として、草

取りと同時に案内ができるという部分ですけれど、もう草取りの案内は各

実施団体等ではやっていて、かかる直前にきていると思うのですけれども、

意見（１）というのは実際に出来るのでしょうか？そこまで考えた原案か

何かというのは事務局ではお持ちですか？ようするに９月１０月でやるん

だというのは、広報なりなんなり急いでやらないと、今日はもう８月も最

後で、明日からは９月ですから。 

事務局（栗原） はい、先ほどの意見（１）として、草取りと同時に草取りが出来るとい

うのがありまして、草取りと同時に行ったらどうか、という案を出しまし

たが、実際には、染谷構成員のおっしゃる通り、既に草取りが始まってお

りまして、今から案内を出して砂利拾いと同時に実施していただくという

のは、現実的には難しいものと認識しております。 

久保構成員 意見（２）しかないのでは？ 

染谷構成員 そしたら、もう具体的に。 

松永構成員 答えは出ている。 

染谷構成員 １時間でがんばらないと、座長お願いします。 

増渕座長 時期的な問題からいった場合に、概ね意見（２）を主体に、個別に決め
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ていかなければならないかなと思います。 

ちなみに、全部で５つの地域に分かれていますけども、私は桜田行政区

なのですが、先週の日曜日が第 1回目の草取りでした。同じ日に１１行政

区のうち、６行政区が実施したかな？あと残りの所は９月になってからと

いうことで、一部１５・１６日にやる所もございますけれど、現状はそう

いう状況です。皆さんの所は、１回目をやったとことはありますか？１回

目は少なくとも決まっておりますかね？ 

松永構成員 うちの方は、明後日やる所と、９日と、その他という、その３つの予定

になっています。いずれにしても意見（１）は無理ですもんね。 

染谷構成員 はい。座長もそのように考えているのでしょうから。でも、今日決めな

いと。 

足立構成員 １時間ではなくて、長く時間をかけて話したい。 

加茂構成員 そうですね。 

染谷構成員 いいですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 事務局も、意見（１）の実施時期では厳しいかな？というご意見だった

ということなので、そうすると意見（２）として、こうした方が良いです

か？というような事務局の案はございますか？ 

増田座長 今の染谷委員の質問は、意見（２）についての具体的な案ということで

すか？ 

染谷構成員 ええ。協議していくのに、意見（１）は厳しいということで、事務局よ

りお話がありましたから、そうすると意見（２）ということになると、実

質的にここでは１１月上旬から１２月上旬が対象になり、より具体的に、

例えば、１１月の何日から１２月の何日に、作業のこれとこれが予定され

ているから、この間でやっていただきたいというような、具体的な日にち

が入ってくるのではないですか？前の会議でも、コスモスが終わって、除

去して、整理をして、その後はポピーの種蒔きをする。その前までという

のが、前の時は管理している担当課と調整がなかったでしょうけれども、

その後に行われていれば、具体的にいつからいつまでの間にふせっていた

だければ作業ができますよ。というのがあるのかな、と思いまして。 

増渕座長 時期については、ポピーの種蒔きのための前作業がいつ頃まででしたっ

け？ 

荻野構成員 宜しいですか？ 

ポピーのコスモスを管理している職員からお聞きしたのですけれども、

コスモスが終わってから耕耘は３回行うそうです。それから終わるのが 

１１月下旬。それから１２月の中旬にはポピーの種を蒔くということで予

定・計画がされていますので、石拾いを実施する時期は、１１月下旬から
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１２月の上旬の期間。具体的な日にちは、天候にも左右されますから何と

も言えませんが、１１月下旬から１２月上旬が良いというふうに聞いてい

ます。 

染谷構成員 宜しいですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 コスモスが終わった後、うない込んだりする部分が３回あるというふう

な話ですけれども、砂利拾いはその間でも、１回目はコスモスのガラがあ

ったら大変ですが片付いた後なら大丈夫だと思うのです。ようするに、う

なう日には出来ないでしょうけれど、それ以外の日でしたらあまり問題は

ないかと思いますけど。 

荻野構成員 １回目の耕耘では、まだコスモスのガラが残っているから、まだ無理だ

ということでした。ただ２回３回うなううちには砂利が少し盛り上がって

来るという。 

染谷構成員 ですから、草ガラが残っていたら無理だと思うのですけれども。 

荻野構成員 そうです。はい。 

染谷構成員 草ガラがなくなったら。 

荻野構成員 それは２回目以降ということで。 

長井構成員 宜しいですか？ 

増渕座長 はい、どうぞ。 

長井構成員 今お話しなさっているわけですけれども、１ページ目の意見（１）と意

見（２）で、意見（１）はもう実現性が薄いということを前提にお話をし

ているわけですよね？ 

染谷構成員 はい。 

長井構成員 そうしましたら、２ページ目からですね、事務局の説明を聞きましょう

よ？ 

染谷構成員 ですから、２ページも全部説明は終わったわけだから、頭に戻って、ま

ず時期をどうしましょうかということで…。 

長井構成員 それで、２ページ目の案の中で具体的な時期とかタオルの品質とか、そ

ういうのを決めていけばいいのではないでしょうかね？ 

染谷構成員 はい。どちらでも同じだったのですけど分かりました。 

長井構成員 １ページを土台にしていると、どうしても意見（１）を見て、どうのこ

うのが始まっちゃうと思うのですよね。 

染谷構成員 いや、後ろになっても（１）と（２）で実施時期は、９・１０月がずっ

とあるので、実施時期は９・１０月は無理じゃないのですか？と。そうす

ると実施時期が決まると。あとは記念品の問題とかそういうのだけになる

のかと。 

長井構成員 先に進めましょう。 
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増渕座長 いろいろ前後するのですよ。例えばですね、３ページの問題点の所の①

どの位の深さまで行うか。というのがありますよね。単純に深さといって

も、常時表面に石ころは出ていると思うのですよ。今も出ていますよね。

今出ている状態で拾う方法と、ガラガラ回してから出てきた分を拾う方法

と、実際はその場合も下の方にもあると思うのですよ。 

染谷構成員 ちょっといいですか？ 

３ページの問題点の所の違っているのは、②だけなんですよ。（１）の方

は、ようするにコスモスの株のある所は出来ないから、畝の間だけやりま

すと。右側の方の案（２）は片づけた後だから全部やりますよ。というの

と、違いはそれだけで、あとはほとんど変わってないのですよ。やり方も。

だからいつやるのかというのと、記念品はどんなものを考えたら良いのか

というのが問題なのではないですか？それを今日決めればいいのではない

ですか？ 

増渕座長 だから、その記念品を、その砂利の取り方によっては、早くタオルを作

っておかなければならない場合と、いいものを遅くなっても作るという発

想とで、配る時期が当然変わってくるのだけれど、それに応じた砂利の取

り方によっては時間が結構かかるし。 

染谷構成員 

 

 

だから、それで意見（１）は実施時期で、（１）は大丈夫ですか？という

ことで聞いらたら、事務局も意見（１）は実質厳しいと、難しいというこ

とで、捨てて（２）で考えて、実施時期は（２）で考えるとしたら、実際、

期日はどの位余裕があって、どうなのかと。実際やる報告で考えていかな

といけないと思って話をしているのです。 

久保構成員 １１月の中旬から１２月中旬の案ですよね。 

松永構成員 一斉清掃もあるし、この時期でいくと皆さん予定も組んじゃっていると

思いますし、具体的に決めていかないと無理かもしれない。 

染谷構成員 それは、幅があってこの時期にやってください。で、今なら良いと思い

ますよ。 

増渕座長 おおまかには、年内１２月中にタオルが配れれば良いと思うのですけれ

どね。 

染谷構成員 いや、やった時に配るのが当然だと思いますよ。 

久保構成員 やった時に。 

長井構成員 当日やった人に配るのですよね。これは。 

足立構成員 やった時に配らなければいけない。 

増渕座長 それも、やった時に配るのでしたら、事前にタオルが出来上がってなけ

ればならない。 

染谷構成員 だから作ってもらうのですよ。 

増渕座長 その場合は、タオルを簡単なタオルにしなければならない。 
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染谷構成員 そういうことがなさそうじゃないですか？ 

増渕座長 だから、進めるのに話がすごく前後するのですよ。 

染谷構成員 発注から２か月で入るとすると、１１月の下旬だったら９月の下旬に発

注してＯＫですから、資料に書いてあるじゃないですか？資料の４ページ

の一番下で。 

松永構成員 資料に書いてある。 

染谷構成員 オリジナルで発注した場合、納期は発注から２か月と。だから、１１月

の下旬に、もし一斉でやったとしたら９月の下旬までに発注したら間に合

うのですよ。おそらく。 

椎橋構成員 座長、今のお話ですと、草取りももう皆さんやっていただいているので、

案（２）で進めるということで、時期的に２ページの案（２）で上からい

ろいろ決めていっていただけるといいかと思うのです。今、座長の方でお

っしゃっていただいているお話についても、その中でいろいろ検討してい

ただけるといいと思います。案（２）でいいかも確認して頂いて。 

染谷構成員 椎橋委員さんは、どうお考えになりますかね？意見（１）を押しますか？ 

椎橋構成員 実質的に、周知期間が難しいかと思いますので、案（２）の方でお願い

できれば、進めて頂ければと思っております。 

足立構成員 はい。 

案（２）で良いと思います。もうそれで進めていかないと終わらない。

それで、もうここで進めていかないといけない。何と何をやろうというこ

とがある程度分かっていますので、それで１つ１つ進めていただきたいと

思いますので、宜しくお願いします。座長さん。 

増渕座長 はい。それでは、２ページでいきますかね？ 

椎橋構成員 はい。 

増渕座長 ２ページの案（２）を上から順次。まず、実施時期ですが、コスモスの

刈取りが終了してからポピーの種蒔き前まで、この文章は良いですよね？ 

問題は、具体的にいつからということを今日決めないといけないというこ

とですよね？ 

久保構成員 １１月上旬から１２月上旬じゃないですか？ 

佐々構成員 はい。いいですか？ 

増渕座長 どうぞ。 

佐々構成員 あのね。やる期間はコスモスの花が終了してですね。うない込んで起こ

しますよね。うないこんこんだ時だと、まだ草が足りませんから。その後

2 回目をやるかどうか。ポピーの種蒔き前までに、土を起こした時にしか

ないですよね。１か月位だとね。 

あとは、それぞれ今まで、各団体が受け持っている所があります、それ

ぞれね。そこの所の日にちについては、やる側の状況に応じて、いついつ
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やりますよということで、それでいいんじゃないですか？ 

例えば、私共だと河原橋から宇都宮線の所までやるんですけれども、こ

の区間をやりますと、ただし日程については、今後それぞれ詰めていただ

いてということで各団体、ボランティアさんにお願いをしたり。やる期間

は他にないですよね。土を起こした時でないと出来ないし。 

長井構成員 本当に。 

足立構成員 他にない。 

松永構成員 各団体に任せると言ってもあれでしょ。 

佐々構成員 ですから、コスモスも出ておりますし、既に草取りをやったところもあ

りますので、この暑い中ですね、これから、緊急に砂利取りをしてくださ

いと言われても、回覧と周知徹底が出来ませんので、それは無理です。 

１０月はいろいろ事業がありますので、既にコスモスが大きくなっていま

すと草取りも出来ませんので、今言った案（２）のポピーの種蒔き前後。

状況的に、それしかないですので、それで決めていいのではないですか？  

増渕座長 ただし具体的な日にちについては各地区で実施する。ということで良い

ですか？ 

染谷構成員 ですから、幅だけ取らないといけないと思います。 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 ですから、先ほど荻野委員さんがおっしゃったように、１回目は無理で

すけど２回目が済んだ後、種を蒔くまでの間大丈夫だったら、日曜日がい

くつ入るかで、日曜日が３つ入ればいいですけれども、３つが無理なら２

つ入る日程の中で、この間でお願いしますと。具体的な話になるかと思い

ますけど。 

荻野構成員 今、日程的には上旬とか下旬とか書いてありますけれども、担当の方と

もう少し煮詰めてですね、具体的な日にちですね、例えば２０日から１１

月の１０日までとか、そういう具体的な日にちを相談しまして、その辺を

決めていきたいと思います。 

足立構成員他 それでいいと思います。 

増渕座長 それでは、実施スケジュールについては、１１月からの具体的な日にち

を決めていただきまして、各地区で実施する。ということで。 

次に。実施方法ですね。各コミ協や行政区等で草取りを行ってもらって

いる区域で砂利拾いをお願いする。 

久保構成員 その区域で良いのではないですか？ 

増渕座長 他の地区が分からないので、桜田地区の場合ですと商工観光課の方から

各区長宛てに、どこどこの場所の種蒔きをお願いしますと言われていて、

そこの所の草取りをやっていますんで、皆さんも同じですよね？ 

久保構成員 みんな同じだと思います。 
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加茂構成員他 そうです。 

染谷構成員 良いですか？今、実施方法でお願いをするというのは、地域会議として

この砂利除去大作戦をやるということになると、地域会議の会長名で種蒔

きをお願いしているのと同じように、何らかのお願いの文章を出すのじゃ

ないかと思うのですが？ 

増渕座長 それを今、説明しようと思ったのですが。 

染谷構成員 ですから… 

長井構成員 依頼方法ですよね？ 

増渕座長 ですので、種蒔きと草取りについてで、種蒔きについては商工観光課か

らお願いが行って、それで…。 

染谷構成員 というより、市長さんからもらう。 

増渕座長 それに対して、今度はお礼状が市長さんから来て、草取りもお願いしま

すと、この流れで来ています。それでおそらく終わると、また来るかどう

かはわかりませんけど、それとは別に改めて地域会議として出さざる得な

いと思うのですが、一応皆さまの合意を得なければならないと思うのです

が？ 

染谷構成員 宜しいですか？市の事業としてやるわけでもないで、地域会議の事業と

して地域会議の予算を使ってやるわけですから、他は頼ることは出来ない

と思うのですが？ 

増渕座長 はい。で、出す場合に、問い合わせ先の所管は総務管理課ということで

宜しいですかね？ 

染谷構成員 事務局で。 

増渕座長 はい。 

それでは、発信人はそのように致します。地域についても、従来の種蒔

き・草取りの地域でお願いするということですね。砂利は土のう袋に入れ

て１箇所に保管しておいてもらい、後で処理をするということですね。軍

手・土のう袋の配布をすると。これをどの時点でするかな？これは…。 

染谷構成員 そういうことは、事務局で考えてもらえばいいと思いますよ。今も、軍

手とかいろいろなものを事務局さんの方で、報告があったように配布され

ているんですから、変わったことをやるわけではないので、事務的に処理

していただければ良いんじゃないですか？ 

増渕座長 軍手・ゴミ袋を総務管理課に取りに来てください。ということを書きま

すよね？仮に。それでいいですか？ 

染谷構成員 はい。と思うのですけど。ですから、事前に電話をください。と書くか

書かないか位だと思うのですが？ 

足立構成員 すいません。種蒔きの時と同じように、通知が行って「いつ何時にどこ

の担当地域に集まってください」というお知らせではないのですね？ 
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荻野構成員 それではなくて。 

足立構成員 

 

 

それは、各団体さんが土起こしは終わりました。と、その通知が来て「そ

の区間に作業出来る団体さんはお願いします」という通知なのか、どうい

う動きでもって行くのですか？それによっては、土のう袋と軍手は、人数

が報告されているからその場所に持っていくのか、各団体がやれるときに

やるとなると、どこかに取りに行くのか、それとも行政区に持って来ても

らうのか、ということになると思うのですが。そういう感じとは違ってく

るのですか？ 

荻野構成員 考えているのは、いつからいつまでにお願いしますと。場所は、担当地

域でお願いしますと。 

足立構成員 担当区域ですよね？ 

荻野構成員 とりあえず、参加人数を知りたい。記念品の関係がありますので、参加

人数の報告をいただきたいというのが１つと。後は、軍手とか土のう袋が

大量にある場合には、うちの方からお届けするということも考えることは

出来ますし、基本的には取りに来ていただく方向でお話しようかなという

考えはあるのですけど…。 

足立構成員 宜しいですか？それで。 

染谷構成員 日にちですけど、X デーで中心日は決めておいた方が良いと思うのです

よ。で、その前後、この間でこの日に都合がつかない団体等についてはや

ってください。で、多分良いんだと思いますが、なるべく PR になるよう

に同じ日にみんなでやった方が良いと思います。中心日を決めて、当然都

合がつかない場合はずらして結構ですというので。 

荻野構成員 

 

基本的には、一斉に砂利拾いをするという開催通知で、都合の悪い地域・

団体については、前後で構いませんという。 

増渕座長 続いて、一般参加者の場合は、総務管理課が砂利拾いの区域を指示する。

ようするに、行政区でコミ協とか行政区で担当してない地域については、

一般の方にお願いするわけですよね？ 

事務局（栗原） 行政区とかコミ協以外のですね、一般募集を市の広報を通して行います

ので、有志で砂利拾いをしたいという参加者がいた場合には、事務局から

「この地域の砂利拾いをお願いします」というふうに手配をするというそ

ういう意味でございます。 

椎橋構成員 それは、広報とかで一般募集をするということですね？ 

事務局（栗原） はい。依頼方法については広報で考えています。 

椎橋構成員 ぜひ、地域会議の『コスモスふれあいロードの砂利除去大作戦』という

形で、広報も地域会議の事業としてやって行きたいと、お願いしたいと思

います。 

増渕座長 広報に載せる場合は、最短でどんな日程になるのですか？ 
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事務局（栗原） ２か月前に広報の原稿は出すのですけれども、例えば、１１月１日号に

広報の原稿を依頼する場合は９月１８日が締め切となります。１０月１５

日号の場合は９月３日が締め切りとなります。 

増渕座長 そうすると、おのずと、９月１８日が締め切りとなってきますね。 

事務局（栗原） そうですね。１１月１日号に掲載出来ればいいかと思っております。 

足立構成員 すいません。 

増渕座長 はい。 

足立構成員 一般ボランティアさんは、種蒔きで 4人ですね。石拾いとなると、本当

に種蒔きより大変ですから。一般のボランティアさんがどの位来てくれる

かということと、一生懸命頑張っていただいている砂原地区のコミ協の皆

さんや中学校とかも来ていただいてますが、それでもなかなか厳しい部分

がたくさんありますよね。この砂利拾いというのは。そんな中で、ちょっ

と気になったのが、商工会の宮城さんがいらっしゃいますけど、観光事業

として進めていくには関わりが少なすぎるのじゃないかなと。コミ協・コ

ミ協でやっていますけれど、やはり、見えるところでしっかりやらないと、

大変なところだけが一生懸命やっているということなので。これ、人を集

めるのは正直すごく大変なのですよ。各団体は、車の手配をしたりお茶の

準備をしたりと全部段取りを組んで、種蒔きに来てもらったりしているわ

けですから。今度、石拾いとなりますと座って時間も長くなりますし、体

力的にも非常に大変なわけですから、そういうところを思うと、この事業

はいついつやりますから集まってくださいという簡単なものではなくなっ

て来ています。地域において草取りは大変ですからね。そういう意味では、

この事業を行うのは大変かなと思いますので、やはり、多くの団体に・多

くの皆さんに声をかけていくしかないと思いますよ。 

染谷構成員 良いですか？ 

今回、欲しいなと思った資料を今日はいただいてまして、５ページの参

考資料でこの網掛けの所は改良済の区間だということで、この方たちは、

一般ボランティアが参加して種蒔きをしてもらっている所に行ってもらっ

て、なおかつ手薄だと思う所が事前に分かれば、そういう所に地区で応援

をしてもらうということが出来ると思うのですよね。だから、今、種蒔き

をやっている地区で、改良済の所の方には、手薄なところやボランティア

が全然来なそうな所をカバーしてもらえば何とかなるのかなと。 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 これだけの人数が、種蒔きでも出ていただいているのだから。 

増渕座長 改良済みの区域については、追って送る文書の中で中身を変えないとい

けないと思います。 

足立構成員 きちんとケアしないと。 
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増渕座長 文章の中身を変えて、場所を指定して頼まないといけないと思います。 

染谷構成員 いや。だから改良済みの所については、各地区での活動をお願いします

と入れてもらって、事務局で割振ってもらって良いと思うのですけどね。 

増渕座長 はい。 

足立構成員 すいません。あとは市の方で、日程が決まって各団体さんに通知を出し

てただいて、という動きでこの事業は進めてください。 

増渕座長 はい。 

次に依頼方法ですが、地域会議から各コミ協や行政区等に依頼をし、実

施期日・場所・参加人員を事前に報告してもらう。ということは、案（２）

も同じで、市広報紙・ホームページ・フェイスブック・ツイッター・市政・

イベント情報メールで一般参加者を募集する。具体的には、市の広報紙で

すね。９月１８日締め切りの１１月１日号に載せるということで宜しいで

すかね？ 

構成員（全員） はい。 

増渕座長 次に、記念品。参加者については地域会議から記念品を贈呈するという

ことで、これからやって行きます。それから、問題点のどの位の深さまで

行うのか。については、手作業で表面だけの作業とする。ということで宜

しいと思うのですが。いかがでしょうか？ 

構成員（全員） 宜しいと思います。 

増渕座長 ②砂利を拾う場所は、圃場全面ということですが、宜しいですか？ 

構成員（全員） はい。 

増渕座長 それから、③依頼場所の割振りは、例年行っている草取りの場所とする。

中高生等が種を蒔いた場所をどうするか？圃場改良工事実施済区域の団体

及び一般参加者に割振る。これについては、事務局の方に任せて宜しいで

しょうか？ 

構成員（全員） 良いです。 

足立構成員 すいません。ということは、参加人数は明確にしないと、例えば１団体

種蒔きの時は１０人来ました。でも今回の参加は３人です。といった場合

に、距離的に長い距離なのですよね。担当でもらっている区間が。この距

離に種蒔きだって大変だったのが、今度、砂利拾いになると少人数でやら

なければならない。だから、事前にそういう報告をもらったら、割り当て

てもらえるということですね。そこを考えてもらわないと、とてもじゃな

いけど団体でやるっていうのは厳しい。 

荻野構成員 人が少ない中ですもんね。 

足立構成員 人が来ないですよ。この苦労はやった人にしか分からない。本当に大変

だと思いますよ。 

増渕座長 種蒔きは、ここに載っていますけど、０のところは、実際には他の地区
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に頼んでやっている関係で０になっているのですよね。ですから…。 

久保構成員 他の地区に手伝ってもらうしかないですよね。いないのですから。 

足立構成員 だから、出来るだけ参加してない団体さんがいっぱいありますから、  

そういう団体さんにも声を掛けないと、コミ協ばっかりとか老人会ね、年

寄ですからね。だから、動いてくれるといって中学校とかいるけど、高校

は行事が入っていると出来ないという可能性がありますから。やっぱりま

だまだ、いろいろ団体さんがあるので、そういう所にもっと声を掛けてい

かないと、ここの団体だけで良いというふうにしないで欲しいと思います

けど。 

椎橋構成員 中学校の生徒さんと言いましたけれど、やはり父兄の方と来るというこ

とではなくて、自主的にお子さん達が出られるように、学校に依頼すると

いうのも一つの方法と思いますし、構成員の団体さんから自分の団体の方

に、またお願いするとか、それ以外にも団体さんの方に事務局の方でも調

べて、多くの方に参加を求めていくのが必要かなと思います。 

足立構成員 そうです。じゃないと、それこそ公平に行くとなると不公平差がでちゃ

いますから、みんなが利用する・みんなが使うものということになります

と、やはり多くの団体さんが協力していくということは、やっぱり事業と

しては大事なことかと思いますので。 

椎橋構成員 知っていただく意味でも、やはり多くの団体さんに声を掛けさせていた

だいた方が良いかなと思いますけど。 

増渕座長 はい。 

それでは、依頼する団体については、出来るだけ広範囲にしたいという

ふうに思います。特に、学校関係は…。 

松永構成員 宜しいですか？話の途中ですいません。これはいつものことなのですけ

れど、今回参考資料をいただいてますけれど、団体とか皆さんおっしゃっ

てましたけれど、団体云々ではなくてこれを見ると全部の行政区が出てい

るとは思えない。 

増渕座長 半分位ですよ。 

松永構成員 半分位でしょ？ですから、全部の行政区の区長さんに、更にご協力をお

願いする。全部の区長さんにお願いの通知文を出すと良いと思います。 

染谷構成員 依頼文章は幅広く出して。 

久保構成員 出る出ないは別としてね。全部の区長さんにお願いすると。 

松永構成員 依頼文書は、全部の区長さんにお願いするのが当然かなと思います。 

長井構成員 それしかないですよね。 

染谷構成員 それで、補正というか足りないところを埋め合わせて考えるということ

で、だから種蒔きの担当している区域を中心に実施はお願いします。と、

詳しくは、前日までに別途お知らせします。と、逃げておけば良いんじゃ
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ないですか？ 

松永構成員 そうね。お願いするのは、区長さんに出されるのがベストかなと。もち

ろん参加出来る・出来ないということは別として、今までこういう状況で

ずっと来ているのは重々承知の上で話しています。 

久保構成員 お知らせはしないといけない。 

染谷構成員 はい。良いですか？ 

後で、相談はあると思いますけど、人数を入れて５,０００人大作戦とか

３,０００人大作戦とか目標も入れて。 

足立構成員 すいません。目標も良いのですけれど、結局、地域会議は本年度で終わ

りで、来年度からはこのロードは誰が担当して、どうして行くのかという

所を考えて行かなければなければならない部分で、そのまま継続出来るよ

うな方向性で持って行かなければならないんだとしたら、今年度、地域会

議は重要なわけですよ。次に繋いで行かなければならないのだから。次に、

どのように繋いで行ってボランティアやみんなが別にやっていただけるよ

うな方向に持って行かなければいけないんだから、そういう所で１万人で

あろうが５千人であろうが、一つの目標を立てて、多くの皆さんに参加し

てもらうというのは、他の地域でやっている所もありますよね？そうやっ

て盛り上げて行くという方法も良いかもしれないですけれども、今後、地

域会議がなくなっても、継続出来て・協力していただける団体をしっかり

作っていかなければならないのではないかと思います。その辺の所を、市

の方は検討して、ボランティアさんにお願いして行くと。そして、今、松

永がおっしゃったように、各行政区にもコミ協もかかわってるいるけれど、

今、区長会長がいますし１３日に役員会がありますから、今日きちっと検

討して皆さんにお願いしていく。という形をとらないといけないかな。と

思いますので、座長さん宜しく。 

佐々構成員 良いですか？ 

増渕座長 はい。 

佐々構成員 今ね、足立さんのお話と関連していますがね。資料（２）の一番下にそ

の他で、１回で全ての砂利拾いが終わるわけではない。それから３ページ

目にね、手作業で表面だけですから、毎年起こす度に下から出てきますの

でね。周囲とその他の、継続してという所がありますけど、今、この事業

を１回で終わりにしてしまうとあまり意味がないので、コスモスロードが

ある限りは、継続ということでね。今後も継続をもって地域の皆さんのご

協力をお願いしますというような内容があっても良いと思います。１回で

はないですよと。表面を拾って、次に起こしますとね、また出てきますの

でね。今後ともとか、その辺の文言を入れて、継続をいうことで考えてい

ただければ良い。ということでお願いしたいと。 
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それから、コスモスであってもポピーであっても、場合によっては、そ

の時にご協力いただいたらということで、何回か繰り返していくうちに砂

利はなくなっていくと思いますので、せっかく始めたことですから１回で

終わりではなくて継続ということで考えていただければいいんじゃないか

なと思います。 

染谷構成員 宜しいですか？ 

増渕座長 はい。 

染谷構成員 単純に考えれば、地域会議が起きて、コスモスロードに特化した事業を

やって来た。地域会議かなくなると昔帰りですから…。管理の中心は市・

行政がやってきた、行政に帰る部分ですから行政の方では地域会議がなく

なったらコスモスロードはどうするのかと。 

今、種蒔きは商工観光課ですか？あちらでやっていますけれども、そう

いうふうな形で、今まで通り借り上げてやるのか、借りていた土地もやめ

てコスモスロードは閉鎖してしまうのか、とか、市の方はいろいろ考える

と思うのですけれど、お願いするとしたら市の方では地域会議という中間

クッションはなくなって、今度は直接いろいろ団体を集めてどうするのか

というご相談をされるのだと思いますけれど、昔帰りする以外にはないの

かな…と思うのです。ですから、今回のお金は非常に大事なお金で、実際

に今まで汗をかいてくれた人に、そのお金が渡れば地域会議も何とか形が

つくのではないかと思いますけれどもね。 

特に、一番最初に参加させてもらう時に言ったのですけれども、土をそ

っくり入れ替えるというのは効率が悪すぎる。その悪すぎることをやって

来たわけですから、最後には端っこの所で砂利がたくさんある所の人にも

協力してくれたら、粗品をお渡ししてご協力ありがとうございました。と

いう形で、示せたら良いのではないかと思うのですけどね。あまりかっこ

良いことももう無理だろうし…。 

足立構成員 はい。 

理想は理想ですごく良いのですけれど、個人的な意見としては、ロード

は縮めてもらいたい。長すぎる。大変。出来るだけ地域のみなさんが集ま

って、みんながイベントが出来て楽しめるという雰囲気でやって来たわけ

ですけれども、長すぎるから本当にそれが良いのか悪いのかね、ちょっと

分かりませんけどね。苦労して、長くなる分だけ人も必要だしお金もかか

るし大変だと思いますので、このロードはね。いろいろな所をみると縮小

してなくなっていっているところもね、だんだんボランティアがいなくな

って少なくなってきたから、となっても、きちんと残していきたいのなら

もうちょっと縮小してもいいのかなと思いますので。はい。うちの担当場

所も縮小してください。非常に大変ですので。 
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佐々構成員 今ね、コスモスロードをやると、継続するという話だから、はっきり言

って来年やらなければ今やることもないわけだから。また、来年もやるだ

ろうということですからね、その先はその先で結論が出て来ると思います

のでね、今はやることで対応していただくと、いうことで。やらなければ

ね、皆さん負担がなくなって良いと思いますけどね。先は分からないです

けどね。 

増渕座長 多分、市の花がコスモスになっているのはコスモスロードの関係がおお

いにあると思いますのでね。 

染谷構成員 あの、菖蒲でもやっていますよ。 

加茂構成員 うちだけじゃない。 

増渕座長 ええ、やっていますけどね。もともと市の花がコスモスになった背景と

してはね。 

松永構成員 はい。恐れ入ります。これに戻って、きっちりやって行きましょう。宜

しくお願いします。 

増渕座長 皆さんのコスモスロードに対する思いは良く分かっています。いずれに

しましても３月までに完結する部分をやって行こうということです。 

構成員（全員） おっしゃるとおりです。 

増渕座長 結果的には石は残ると思います。でも、それはそれで良いんです。まず

は、表面にあるものだけでも拾って少しでも減れば。と思ってやっていこ

うと思いますので、まずはご協力のほど宜しくお願いします。 

構成員（全員） はい。 

増渕座長 ④砂利の処理はどうするか？これは、担当課である所で回収していただ

けると解釈して宜しいですね。 

事務局（栗原） こちらで調整させていただきます。 

増渕座長 はい。 

それから⑤記念品には限りがあるので、複数回実施した場合の記念品の

配布方法はどうするのか？これは実質的に当日配れたら一番良いのですけ

れど、実際はまとめているのは区長だと思うのですけれど、区長を通じて

参加者に配ってもらうことになると思うのですよね。それを、区長がその

場で渡す方法をとるのか、改めて渡すかというのは実際はその場でまとめ

ている方の判断で宜しいかと思うのですが。 

久保構成員 やはり、その場の方が良いと思います。なぜかというと、やはり参加し

た方に、お疲れ様というので渡せたら良いと思います。 

松永構成員 参加してくれた方に、ご苦労様です。と言って渡すのがベストですよね。 

増渕座長 その場合は、事前に役所に参加人数分を取りに行ってもらうことになり

ますかね。名簿を出してもらってかな。 

久保構成員 そうです。名簿を出してください。って書いてありますよね。 
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松永構成員 ここに書いてありますよね。 

久保構成員 名簿に基づいてね。 

松永構成員 やはり、その日にその場でいただけるというのが良いと思います。 

久保構成員 後になってから、なんだっけ？というのもね。 

松永構成員 なんだっけ？というのは、そんなにはまだないと思いますけどね。いず

れにしましてもね。その場が良いと思います。 

染谷構成員 すいません。ちょっと戻りますけれども、④の砂利の処理なのですが、

これについてはようするに担当区域の場所を１こずつ並べておくのではな

くて、そこに固めて置くということで、後の処理は建設部が使うのか何が

どう使うのか決めておいていただいて、回収の方はお願いしたいと思うの

ですけれど、ここに書いてあるのは処理場所は自由広場奥にする等書いて

ありますけれども、そちらの方については、市の中で少しご検討いただく

ということで、集めたのはそこの場所の所で良いですか？ 

荻野構成員 １か所に集めておいていただければ、後はこちらの方で処理しますので。 

足立構成員 そうですよね。重くて持てないものね。 

荻野構成員 それはそうですよね。 

染谷構成員 それと右側の方で記念品の受渡方法が書いてあるのは、この右側の部分

で宜しいのではないですか？団体と一般の場合で違いますよ。と。 

増渕座長  ⑥記念品の受渡方法、団体の場合は、記念品の受渡方法は、代表者に参

加者人数を報告してもらい、その人数に応じて代表者に記念品を渡し、参

加者に受渡してもらう。ということで宜しいですか？一般参加者の場合は、

砂利拾い実施後、土のう袋の数を報告してもらい、その数に応じて記念品

を配布する。この場合は…。 

染谷構成員 数というのは、ちゃらちゃらしていて１こしか集めない人と、汗かいて

５個も集めた人がいたらその場合はどうしましょうか？その場合は配慮が

いるよね？というところの部分で、ここには書いてあるけれど２つくらい

はやってくださいと、やってみての加減で、それなりの同じような時間で

一生懸命やってくれた人にお渡しするのは何ら問題ないと思うのですけ

ど、その辺の所で、ちょっと来て少しやってすっと帰っちゃった人には、

記念品はいらないよという位の共通の認識は必要だと思うのですよね。 

足立構成員 必要じゃない。参加は参加。 

染谷構成員 いやだから、一般参加者とかいう部分については。 

足立構成員 それは、来た方にみんなに渡せば良いことですよ。せっかく来ていただ

いた方に。 

増渕座長 一般の参加者の方に関しては、いずれにしても本人が役所に「私やりま

す」と。多分、来るんだと思うのですよね。 

染谷構成員 はい。 
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増渕座長 それで、その時にあなたはどこへ行ってくださいということで、袋と軍

手を渡すことになるんだと思うのですよね。それで、終わったという報告

をまた役所に言いに来て、そこで…。 

久保構成員 それは大変。 

染谷構成員 それは大変だと思いますよ。現場に担当者がいるのに。 

足立構成員 現場に担当者がきちんといるのだから、現場で渡してもらったら良いん

じゃないのですか？ 

増渕座長 いや現場に担当者といっても日にちが…。 

染谷構成員 真ん中の日の関係で、それ以外の部分はもっと違うでしょうから。 

増渕座長 いずれにしても、臨機応変というのは言葉が優しいすぎるのだけれども、

臨機応変に、一般についてはやってもらうしかないんだと思うのですよね。 

染谷構成員 基本は何を決めるの？ 

足立構成員 進めてください。 

増渕座長 いずれにしても、やるためには役所に来なければならないし、来ないと

場所が分からないし…、ということでやっていただこうと思います。 

足立構成員 いずれにしても一般の人は役所集合ね。各団体に通知がいった場合は、

担当場所をきちんとお願いしてやる。という形で、種蒔きと変わらない感

じになるということですね。 

増渕座長 それで、肝心の渡すタオルにいかないと。今１１時３５分なんですけれ

ど。 

染谷構成員 はい。宜しいですか？ 

ここで見積り（１）（２）とかいうのがあるのですが、今年度限りで事業

が終わりとなると、節約したお金は何に使うつもりですか？事務局に伺い

ます。 

荻野構成員 使いません。節約したお金はそのままお返しします。 

久保構成員 市の方に全て返す。全て使いましょう。 

松永構成員 全て使いましょう。 

染谷構成員 ようするに市の方に返すということですね、でしたら案（３）で、ぜひ

やっていただく以外にないと思うのですけれども。 

足立構成員 案（３）でやって行くのなら、年月日は入れない方が良い。残った場合

のことを考えて。ロードはずっとやっていくのだから、他にも使えるわけ

だから。 

染谷構成員 ２,０００人まで参加。 

足立構成員 ５,０００目標でしょ。 

染谷構成員 いや、それは言いようって言ったでしょ。 

増渕座長 やっぱり年号を入れないとおかしいだろう。 

染谷構成員 いや入れない方が良いのじゃないですか？ 
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足立構成員 残った時に、また使えるじゃないですか？どうせ予算を使うのだからい

っぱい作っておいた方がいい。 

増渕座長 ここに年号が入っていたらおかしい？作った年が分からないのはおかし

いいんじゃない？ 

染谷構成員 必要ないんじゃないですか？ 

増渕座長 プリントだから５・６回洗ったら消えるだろうけど。 

久保構成員 そんなことないと思いますよ。 

足立構成員 そんなことないと思いますよ。洗っても長持ちで良いもので、しっかり

したのを作ってください。 

荻野構成員 一応、今治のタオルになっています。 

松永構成員 今治ならまあまあ。 

久保構成員 大丈夫。今治なら。良いのにしましょうよ。 

足立構成員 どっちがいいの？ 

荻野構成員 それは、皆さんで決めてください。 

足立構成員 色が落ちないのにしてください。 

松永構成員 良いものを作ってください。 

足立構成員 どうせ予算があるのなら良いのを作ってください。 

増渕座長 数ももっと増やす？ 

足立構成員 数は２,０００あれば。１,０００でも多い位じゃないですか？ 

染谷構成員 予算の中で目一杯使ってもらえば。ここに書いてある２,０００本のもの

は、予算の中では予算をちょっと超えているわけですよ。 

松永構成員 予算はいくらなの？ 

染谷構成員 予算は１７０万いくつじゃなかった？ 

長井構成員 予算は１９６万円です。 

染谷構成員 予算は１９６万円だった？ 

久保構成員 税込みで１８５万円だから。 

足立構成員 有効に使って、また次も使えるように。 

松永構成員 予算の範囲内で作ってください。 

染谷構成員 この前の資料（１）でもらった記念品代は１７８万円。 

長井構成員 今日のお金でしょ？ 

染谷構成員 ええ、タオル。タオルが１７８万円だから、ここの１８５万３千円だと

オーバーするんでしょ？ 

松永構成員 オーバーする。 

久保構成員 予算あるんでしょ？予算の範囲内で作ってください。 

足立構成員 予算の中で終わるように作ってください。 

松永構成員 じゃあ、それで決まりだね。次お願いします。 
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足立構成員 はい、決まり。 

増渕座長 予算の中で納まるように枚数を減らすわけね。１０枚単位って言ったか

な。 

染谷構成員 いや、そうではなくて。会長が予算の中で業者がやってもらうような予

定価格を設定してもらえば、１回目１８５万３千円で、トータル入れての

予算だったかもしれないけれども、２回目は仕方がないから５万円引こう

とか、今度は３万円引こうかな。とか、この予算は予算の中に近い位の金

額だから…。 

久保構成員 今治のタオルで８５０円は安いんじゃないの？ 

松永構成員 それは知ってるけど。 

染谷構成員 あと経費自身とかも、何とかなる数字でしょ。と、それが何とかならな

かったら、数を減らすとかもありでしょうけれど。まあ、今治だとロフト

で１,０００本単位ですよ。とかいうがあるかもしれないでしょうから。も

し駄目だったら、中で他の予算で余るのがあったら、それを５００万の中

から持ってくればいいんじゃないですか？例えば、さっきのパンフレット

じゃないけど、こっちの方を例えば団扇にするとか。 

足立構成員 座長さん、もうある程度、記念品もある程度どれにするのかも決まりま

して、数も。で、予算も事務局の方で状況が出ていて、どの位かかるのか

分かると思います。いろんなものをやって、これからかかる経費をいろい

ろ差し引いて、このタオルが買えて、それでギリギリ出来る状況は事務局

の会計に任せるしかないので、どのタオルにするかだけ決めてもらえます

か？そうすれば、数は１,０００本になろうが、１,５００になろうが２,０

００になろうが構わないから。 

松永構成員 そうしましょ。 

長井構成員 あくまでも、これは内部見積りでしょ？だからいくらでも替えられるわ

けですよ。それで業者にはかればいいわけですよ。 

事務局（栗原） ちょっと宜しいですか？ 

記念品につきましてはあくまでも概算見積りです。発注になりますと、

金額の方も変わって参ります。あとは、当初の予算は１,７８０,０００円と

いうことで見ております。で、見積り（３）の場合ですと１,８５３,２８０

円ということで、少しオーバーしてしまうということがございますのと、

あと発注方法の方もありまして、この場合ですと金額が１,８００,０００円

を超えるものがございまして、入札とかそういう手続きが必要になってく

ると、発注からただ単に２か月あれば出来ますよ。というのと、あと事務

的な部分がございまして、それに若干時間がかかるという心配はございま

す。あと、問題はタオルのデザインもありまして、どういうようなデザイ

ンにするのかを検討する、業者が決まった後、もちろんどういうデザイン
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にするのかを何回かやりとりして、素案を出していただいた業者から出し

てもらったものを、事務局の方に一任してもらうのであれば、何度か打ち

合わせをする、そういう時間も入って来ます。ですから、３か月位余裕を

見てもらえれば良いと思うのですけれど、あとは、業者さんをどうするか

というのがありまして、市内の業者さんですと入札の方になると難しいと

いのが、正直申し上げますと心配でございます。 

増渕座長 今の市内の業者さんだと難しいというのは値段のことですか？納期のこ

とですか？ 

事務局（栗原） 入札になると、その参加に入っていないということがありまして、指名

参加登録に入っていないということでございまして。 

増渕座長 市内の業者は届を出していないんだ？物品購入の登録に。 

事務局（栗原） 市内というか、そうですね。 

染谷構成員 でも、入っていなくても基準があって、そういう部分が入れない入札で、 

２００万円近い物品の調達は出来ませんよ。ということになっていたら、

方法がないんじゃないの？随契でやるとかいう何か方法があるの？ 

あるのならそれでやればいい。 

事務局（栗原） ですから、市内の業者ではなくて指名業者の登録に上がっているですね。 

染谷構成員 だから、市内の業者はいるんでしょ？地区内はいないの？ 

事務局（栗原） だから、地区内の業者さんからもらった見積りなのですが、地域内の業

者さんは、指名参加登録に入っていないのですね。ですので、地域内の業

者さんに発注するのは入札の場合ですと難しい、ということなんです。 

染谷構成員 そういうのが、見込まれたら見積り（３）は、地区内の業者さんからと

ってないんでしょ？そもそも。 

事務局（栗原） これは、地区内の業者さんから取ったのです。 

染谷構成員 地区内から。ようするに、発注出来ないかも分からないのに取ったの？ 

椎橋構成員 見積りだけは。 

増渕座長 じゃあ１,０００本だけ頼めばいいんだ。 

松永構成員 すいません。座長さん鷲宮にも衣料関係の組合の方がいて、こういうタ

オルとか私以前お話しをしたことがあるので、そういう組合が鷲宮にもあ

るのですよね。 

染谷構成員 だから、組合があってもなんでも、市のやる入札に参加するというのは、

登録がない人は入札に参加出来ないよという制度だったら、そういう組合

でもなんでも駄目だし。 

松永構成員 そういうのは何とかならないの？ 

染谷構成員 だから、検討して駄目なことは駄目な話だし、久喜市の業者さんで他の

久喜市の業者だったらしょうがない話だし。 

松永構成員 個人で頼むんじゃダメなの？ 
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染谷構成員 個人じゃダメなんです。市の事業でお金を払ってもらうのだから、市の

方で決めてもらう以外ないでしょ。地域会議だから、それを外して良いと

いうのなら、地域会議でやれるけど。 

久保構成員 指名参加登録に参加してないから参加出来ないのはひどくない？ 

染谷構成員 監査で怒られちゃうから。 

足立構成員 じゃあ、大変じゃないですか？もう、話はある程度の入札の出来る業者

を出してこないと。また、会議やるとなると出られないよ。 

久保構成員 意味がなくなっちゃうよね。 

荻野構成員 とりあえず、記念品はタオルということで見積り案（３）で宜しいです

か？ 

構成員（全員） それでいいです。 

荻野構成員 で、文字は？ 

増渕座長 自分に代わります。この見積り（３）で５色プリントなっているけれど

も、先般作ったのぼり旗は何色ですか？ 

事務局（栗原） 色数的には５色じゃ納まらないですね。もう何色も使っていますから。 

染谷構成員 印刷というのは４色かフルカラーだよ。 

事務局（栗原） グラデーションを使っていますので、かなり色数は使っています。 

染谷構成員 基本的には印刷は、カラー印刷は分解すると、色は単純に考えると４種

類なんですがね。 

足立構成員 それ、首に巻くとどうなるか？顔を拭くとどうなるか？ 

久保構成員 今時、落ちることはないから大丈夫よ。 

松永構成員 大丈夫よ。 

足立構成員 強すぎない。私は、最初のガーゼのデザインの方が。 

増渕座長 広げたときに、ああいうふうにきれいなんだよ。 

足立構成員 どうせ広げても、汗を書いたのを拭くだけなのに。 

染谷構成員 のぼり旗のデザインをそのまま使えば良いだろうと言って、業者さんと

相談したら、全面にするのか部分的にするのか業者さんと話しを合わせて

したら良いんじゃないですか？ 

長井構成員 あの、すいません。 

ベースはのぼり旗の図案をベースに３番目のタオルで。２,０００ではな

くて１,５００位で見積りをとって決めたらどうですか？ 

増渕座長 １,５００というのは何か意味あるの？ 

長井構成員 予算内でということで。 

染谷構成員 指名入札を出してない人が出したということになると、指名競争したら

高くなるということは、多分ないでしょうから２,０００で大丈夫だと思い

ますけどね。 

増渕座長 それとは別にですね。のぼり旗をもとにデザインをしたいと思いますけ
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ど、その場合に５色以上なんですよ。 

久保構成員 じゃあ５色でいいんじゃないの？ 

増渕座長 ５色の場合、少し感じが変わるわけですよ。 

足立構成員 のぼりならいいけど、ようは手ぬぐいですからね。そんなにこだわらな

くても良いんじゃないですか？ 

久保構成員 ４色でも十分きれいですよ。 

染谷構成員 大きさとかを考えて、全面印刷ではなくて部分印刷にするとか、さっき

のタオルも下にしか入ってないようですし、考え方でいろいろあると思い

ます。あまり派手になりすぎるのも、駄目だという話でしょうから、その

辺は事務局と座長と少人数で話してもらって、改めてデザインとかなりま

すと会議が１回２回必要で、無理になっちゃいますので。 

足立構成員 そうしたら、事務局と座長と松永カツ子さん。砂原地区を代表して地域

的に。皆さんで決めてくださいよ。 

松永構成員 お任せしますから宜しくお願いします。 

足立構成員 お任せしますから宜しくお願いします。使い勝手のいいように。 

椎橋構成員 それでは、今推薦のありました松永構成員さんにも入っていただくとい

うことで、お願い出来ますでしょうか？ 

染谷構成員 お二人と事務局でいいんじゃないですか？ 

松永構成員 事務局とそちらでお任せします。 

足立構成員 いくらかセンスがないと駄目なのよ。 

増渕座長 それでは、タオルのデザインはのぼり旗を基にするということで宜しい

ですね。 

構成員（全員） はい。 

増渕座長 事務局、他に決めなくてはならないことはありますか？ 

椎橋構成員 文字は入れないということで宜しいですか？ 

足立構成員 コスモスロードは入れるんでしょ。 

椎橋構成員 もし入れるんだったら、のぼり旗と同じコスモスロードの文字を入れる。 

長井構成員 ええ。 

椎橋構成員 はい、了解です。 

増渕座長 ２０１８を取ったので固有名詞で鷲宮は入れておきますか？ 

足立構成員 そうですね。せっかくだから。 

増渕座長 年号がなければ、せめて固有名詞だけでも入れておきますか？ 

染谷構成員 地域会議を入れるのでしょ？ 

足立構成員 入れない方が良いのでは？ 

増渕座長 地域会議を入れるのだったら、コスモスロードは入れないけど。 

足立構成員 正直、地域の人も地域会議って何ってなるのだから。コスモスロードで

良いと思います。 
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染谷構成員 いや、地域会議の会長名で協力要請をするのだからないのはおかしいで

しょ？ 

足立構成員 でも、タオルは関係ない。 

染谷構成員 だから、もらった人が地域会議の呼びかけで参加したのだというのが分

かる意味で。 

足立構成員 のし紙はつけるのでしょ？ 

染谷構成員 のしはつけない。 

増渕座長 のしをつけるのは安い方の場合。 

足立構成員 安い方なの？高い方にはつけないの？でも、地域会議にこだわらなくた

っていい。 

染谷構成員 コスモスロードののぼりの中心を見たら入っているのだから入れても良

いんじゃないですか？ 

増渕座長 じゃあ、賛否を採ります。地域会議を入れる入れないで。 

入れる？入れない？ 

入れるが４。入れないのが８。では、入れないで。 

２０１８については、改めて聞きます。２０１８を入れる？入れない？ 

はい、では入れません。 

鷲宮という文字は？入れる？ 

はい。では、鷲宮コスモスロードでお願い致します。 

足立構成員 鷲宮がないとどこだか分からないものね。 

染谷構成員 鷲宮コスモスロードではなくて、地域会議で鷲宮を入れるという部分で、

鷲宮コスモスロードってそもそも入ってないでしょ？ 

足立構成員 ロードっと言ったら、鷲宮しかないのですけれど、地域会議・地域会議

って言ってますけど、地域会議はここのメンバーとちょこっとだけなんだ

から、なんだ。ってなっちゃうでしょ？ 

長井構成員 今年度しか出来ないのだから。 

足立構成員 そうよね。 

松永構成員 久喜市全体のことだから。 

染谷構成員 鷲宮地域会議とか、地区ごとに地域会議を置いているのだから、うちが

決めているのは、鷲宮地域会議のことなのですから。 

足立構成員 文字はいくらでも入るでしょ？ 

染谷構成員 値段はあまり関係ないと思います。 

足立構成員 だけど、しつこくなるから、絵があんなにしつこいのだから、更にしつ

こいと、何なのこの手ぬぐいはってなりますよ。 

増渕座長 センスがあるから、こうなったのだから。 

足立構成員 手ぬぐいって言うのはすっきりしている方が。手ぬぐいらしくてかっこ

いいのに。飾っておくならいいけど。 
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増渕座長 当然、使わないでちゃんと飾っておいて。 

染谷構成員 はい、では次の会議。 

増渕座長 それでは、（２）次回の会議についてご意見はありますか？ 

事務局（栗原） 次回の鷲宮地域会議でございますが、鷲宮地区散策マップの素案につい

て、ご検討いただければと考えてございます。プロポーザル契約の進行の

都合もございますので、１０月中旬位に開催出来ればと考えておりますが。 

足立構成員 いつ頃の予定になりそうですか？ 

久保構成員 中旬なんて言われても、スケジュールが詰まってから言われても困っち

ゃうから。 

増渕座長 プロポーザルの審査はいつになるのだっだかな？ 

事務局（栗原） １０月３日になるのですが、そのあと業者が決まってですね、いつ契約

になるのかというのが未定ですので、はっきりいつというのは言えないの

ですが。 

足立構成員 前のとそんなに変わらないわけでしょ？  

荻野構成員 全然違います。 

増渕座長 １７・１８・１９日のどれがいいかな？ 

椎橋構成員 実際は、１０月３日にプレゼンテーションをやって、その時に業者が決

まりますので、そこから素案が上がってきて、いつ出来るかということで、

中旬と言いましたが、もしかすると２２日の週になることもあるかなと。

それは、まだはっきり業者と契約をしなければ分からないので、申し訳な

いのですが早めに皆様にはお知らせするということで。コスモスフェスタ

が１０月２７・２８日にありますのでね。 

足立構成員 忙しいね。 

久保構成員 ２２・２３・２４日しかないかしら。 

事務局（栗原） 日にちの具体的な案ですが１０月１５日の週ではいかがでしょうか？ 

松永・足立構成員 ２２日の週ではなかったでしたか？ 

荻野構成員 ２２日の週はコスモスフェスタがありますので。 

事務局（栗原） １５日の週で。２２日の週ですと、コスモスフェスタがありますので、

１５日の週ではどうですか？ということです。 

松永構成員 １７・１８・２０日駄目です。 

宮城構成員 １７日が駄目です。 

加茂構成員 １５・１８・１９・２０日が駄目。 

事務局（栗原） １５・１８・２０日ですか？ 

加茂構成員 はい、すいません。 

増渕座長 今のとこと、１６日しか残っていないですね。 

では、事務局さん１６日１０時でお願いします。 

久保構成員 地域会議１０月１６日ですね。 
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増渕座長 それでは、次回は１０月１６日火曜日１０時の予定で、第３回鷲宮地域

会議を開催したいと思います。通知は、事務局よりおって連絡しますので、

ご出席くださいますようお願いします。 

次第５ 閉会 

事務局（栗原） 以上で、第２回鷲宮地域会議を閉会とさせていただきます。 
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