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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３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３回

鷲宮地域会議を開催させていただきたいと思います。 

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 報告事項 

資料２ 鷲宮地区散策マップについて 

資料３ 鷲宮地区散策マップに関する意見書 

の４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。なお、本日は

先日のプロポーザル審査により鷲宮地区散策マップの契約業者に決定し

た株式会社昭文社の方に鷲宮地域会議にお越しいただいております。報告

事項が終わりましたらマップの説明をしていただきますので報告事項は

手短となるようご協力お願い致します。 

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 おはようございます。あっという間に１０月も半ばになりました。今回

第３回ということでございますがスムーズに進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、本日は出井様、久保様、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。 

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決めさせていただきます。名簿順ということで、川島

さんと長井さんにお願いしたいと思いますが、本日、川島さんは欠席です

ね。そうしますと出席されている方ということですので申し訳ありません

が長井さんと加茂谷さんにお願いしたいと思いますが宜しいでしょうか。 

長井・加茂谷構成員 はい。 
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増渕座長 はじめに、次第３「報告事項」です。 

（１）コスモスふれあいロードへの仮設トイレ及びのぼり旗の設置につ

いて、事務局から報告お願いします。 

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への仮設トイレ及びのぼり旗の設置につ

いて、ご報告させていただきます。 

資料（１）１ページをご覧ください。 

はじめに、仮設トイレの設置ですが平成３０年１０月１０日水曜日に簡

易水洗式仮設トイレ３基、身体障がい者仮設トイレ２基、計５基の設置を

行いました。トイレの設置場所と内訳としましては、①霞が関橋上流右岸

に簡易式トイレ１基、身体障がい者用トイレ１基、②古川橋上流右岸に簡

易式トイレ１基、身体障がい者用トイレ１基、③薬王院橋上流右岸に簡易

式トイレ１基としました。設置期間は平成３０年１０月１０日から平成３

０年１１月９日までとなっております。 

次に、のぼり旗の設置ですが１０月１０日水曜日にのぼり旗を設置致し

ました。のぼり旗の本数は右岸４８本・左岸５０本・計９８本です。 

また、久喜市商工会鷲宮支所加盟店にのぼり旗の設置を依頼致しまし

た。また、のぼり旗の設置にあわせて賠償責任保険に加入しました。対人 

５、０００万円。１事故１億円。免責０円。対物１事故２、０００万円。

保険期間は平成３０年１０月１０日から平成３０年１１月１０日午後４

時までの１ケ月間となっております。なお、仮設トイレ・のぼり旗の設置

個所については資料２ページの地図をご参照ください。 

増渕座長  ただ今、報告がありました事項についてご質問等はございますか。 

それでは、続きまして、 

報告事項（２）コスモスふれあいロード砂利除去大作戦ボランティア募

集及び記念品について、事務局から報告をお願い致します。 

事務局（栗原） 事務局より、 

（２）コスモスふれあいロード砂利除去大作戦ボランティア募集及び記

念品について、ご報告させていただきます。 

資料（１）３ページをご覧ください。はじめに砂利除去大作戦の募集で

すが、団体への募集としては座長名で各地区コミュニティ協議会会長・行

政区長・草取りボランティア・鷲宮地区内小中学校・高等学校へ依頼をさ

せていただきました。 

一般ボランティアとしては、市広報紙（１１月１日号）、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募集致します。 

次に、実施日時ですが一斉実施日を平成３０年１２月１日土曜日の午前

９時から１時間程度、雨天中止とし、都合により１２月１日以外での実施
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を予定される場合は１１月２４日土曜日から１２月８日土曜日の期間内

にてお願いさせていただきました。 

一般ボランティアへの実施日時・案内としては、１２月１日土曜日午前

９時から１時間程度、雨天中止とさせていただきました。 

申込み期限ですが、団体は１１月２日金曜日とさせていただきました。

後日団体の代表者へ集合場所・砂利拾いの場所等の通知を送らせていただ

きます。なお、土のう袋と軍手・記念品は事前に団体の代表者へ配布する

とありますが、取りに来ていただく形を考えております。記念品は、砂利

拾い終了後団体の代表者から参加者へ手渡していただきます。 

一般ボランティアの申込につきましては、申込期限を１１月３０日金曜

日とさせていただきました。申込者には、申込時に砂利拾いの場所等を連

絡致します。なお、土のう袋と軍手は当日事務局が砂利拾いの場所へ行き

まして、その場所で配布致します。記念品は同じく事務局が砂利拾い終了

後その場所へ持参しましてお渡し致します。 

次に、記念品ですが４ページをご覧ください。増渕座長・松永構成員に

ご意見をいただきまして、オリジナルタオルのデザインを下記の通り決定

しました。タオルの納期としては１１月１９日月曜日頃を予定しておりま

す。のし紙付きでビニール袋梱包となります。 

以上でございます。 

増渕座長 ただ今、報告がありました事項についてご質問はございますか。 

染谷構成員 はい。３ページの中ほどの所で雨天中止と書いてありますけれど、この

事業については雨天中止というのは無いと思ったのですが、いつ雨天中止

が決まったのでしょうか。雨天中止ということは今年度やらないというこ

とですよね。今年度やらないと困るので、ぜひとも砂利拾いをやってもら

わないと困ると思っての部分で特に地域会議も今年限りということにな

ると１回も拾わないで地域会議は記念品を作ったけれども配りようが無

くなって死蔵するつもりですか。そういう相談をした覚えは無いと思うの

ですが。特に構成員の支所長のご意見はいかがですか。 

増渕座長 今、シゾウと言う言葉を使いましたか。 

染谷構成員 ええ。ようするに記念品は配る場所がないわけだからお蔵入りというこ

とでしょ。砂利拾いをやらないなら。 

増渕座長 死の蔵の死蔵。 

染谷構成員 お蔵入りと思うのですけれど、ようするに地域会議は今年で終わりだと

したら何が何でもやらないとならないと思うのですけれども、どうしてこ

ういうことになったのでしょうか。特に椎橋構成員のお考えをお聞かせい

ただけますか。 

椎橋構成員 はい。１２月１日ということで１日きちんとした日を決めようというこ
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とで、ここに書いてある通り『１２月１日に出来ない場合は１１月２４日

から１２月８日の中でご協力いただければ』という含みを持った文という

ことになるのですけれども。 

染谷構成員 文章を読んで頂けますか。『都合により実施を予定される場合はお願い

する』と。ようするに１２月１日が駄目な時は雨天中止ですよ。というの

と別でしょ。書いてあるのは。中止と書いてあるのでなくて、『雨天順延で

都合の良い時に実施をお願いします』というお話では無いですよね。これ

で読めと言ったらお日様が西から出て来ますよ。 

椎橋構成員 実際この文章で読み取れるかというと、染谷構成員がおっしゃった部分

では難しいとは今は思うのですけれども、実際１２月１日が出来なかった

場合に各地域・団体がこの期間に出来るかということも想定されるわけで

すよね。 

染谷構成員 いや。順延と書いてないから中止と書いてあるのはやる気が無いという

考えでしょ。この日に出来なかったら体育祭が雨が降ったから中止という

のと同じ扱いでしょ。 

椎橋構成員 実際的にこの期間以外で出来るかという所になると思うのですよね。 

染谷構成員 それでもやって欲しいというのが今回の考え方だと思うので。 

椎橋構成員 もちろんやっていただきたいと思います。 

染谷構成員 中止という言葉が書いてあること自体がどうしてなのかな、ということ

です。他にもあると思いますので。 

松永構成員 はい。良いですか。私もこの件については、染谷構成員のおっしゃる通

りで私がこの通知文をいただきました時に、「この雨天中止というのはお

かしい」と「順延と書くべきではないか」と事務局と話しましたら、既に

西地区コミ協と増渕座長にこれを渡してしまった後で、「どうするのです

か」と申し上げた時には、「今日この通知文を他の団体へも渡す」というこ

とで、訂正出来るのかと思いましたら、「訂正出来ません」とのことでし

た。染谷さんのおっしゃる通り、私も雨天中止はおかしいと思いましたし、

こういう話は地域会議で出ていませでしたし、受け取った時点で訂正が出

来ないということでした。これを再確認した上でこの通知文を出したのだ

と思います。雨天中止とすべきでは無いと私も思います。以上です。 

増渕座長 今のお二人方にお伺いします。すでに文章が回ってしまった後ですが、

何か良い案はございますか。 

染谷構成員 はい。申し込みが来た時点で当日を迎えるわけでは無いので届け出が来

た時点で、「砂利除去大作戦は、今年度は是非にともやりたいので日を改め

て実施をお願いしたい」とお話しいただくなり協力をお願いすれば、「雨が

降ったから１２月１日は出来ないけれど１週間遅れでお願いします」と、

対応はいろいろあると思いますけれど、「中止と書いたのは間違いでした」
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と潔く言って、ぜひ今年はやりたいので日を改めて協力をお願いすれば良

いのではないですか。そういうスタンスでお願いすればそんなに問題は無

いのではないですか。 

増渕座長 染谷構成員のおっしゃるような団体がやる場合には事前に参加者名簿

の届け出がありますので、土のう袋とかの配布もありますのでその時に役

所の方から。 

染谷構成員 一般のボランティアの申し込みがあるのは１１月３０日までで、その段

階でお話しするのですから一般の方もひっくるめてご協力いただける方

は日を改めてというので同じように出来るのではないですか。 

増渕座長 そうですね。はい。まず団体の方ですが、団体については間接的に募集

していますので、その都度いわゆる区長等に前後の実施をお願いするよう

に伝言するように注意してください。それと一般ボランティアの方にもそ

の旨、当日と言いますかボランティアの場合は人によって来る日が違うの

かな。統一日に来るのかな。 

染谷構成員 ３ページの下から３行目にある、『申込み時に砂利拾いの場所等を連絡

する』とありますから、「この連絡の中に雨が降った場合は、この日にやり

たいのですけれどもどうですか」と、お話しをすれば宜しいのじゃないで

すか。 

増渕座長 そうですね。そうすると具体的に一般の場合には延ばす日を１２月１日

が駄目な場合は翌日とか翌週とかいわないといけないね。 

足立構成員 すいません。団体の場合は名簿を出して責任者がいるわけですよね。 

そうすると１２月１日土曜日が雨天で中止の場合は、都合により予定され

る場合は１２月８日土曜日までの間、各団体で一斉に砂利拾いが出来なく

ても区域割があるから、その区域割の所を団体が１２月１日が雨天で出来

ない場合は、この８日までの間で「この日にやります」というのを団体が

決めるということが出来るというわけですよね。 

増渕座長 そうです。例えば足立構成員の所で「１２月１日に行事があるから１２

月８日に変更します」と。 

足立構成員 出来なければ、「他は一斉にやりますけれども、うちの西地区だけは８日

の土曜日にやりましょう」ということが出来るというわけですよね。 

増渕座長 はい。いずれにしても申し込みがあった時点で役所の方から重々そのこ

とを説明してください。いずれにしても「純然たる中止では無くて順延で

す」と。「繰り上げです」と。 

荻野構成員 別の日に「繰り上げる」というのは。 

増渕座長 「繰り上げ」というのは、なるべく出来るのなら事前に繰り上げてやっ

た方が良いのですよ。 

荻野構成員 「繰り上げ」というのは。一斉の砂利拾いの日を設けるのでは無くて、
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各団体の都合の良い日に任せるということで宜しいですか。 

染谷構成員 私の意見としては、一発勝負の行事では無いのでその日に天気が悪かっ

たから中止にしてやらないのではなくて、この１１月２４日から１２月８

日というのがコスモスとポピーとの作業の間でこの時期なら入っても良

いという日にちでしょうから、『この中で少なくとも１回はチャレンジし

てもらって出来るだけ砂利を拾いましょう』と。拾わないとこのタオルも

地域会議が今年で無くなっちゃうのだったら配布をどうしようと悩む話

になるでしょうから、砂利拾いはなるべくやってもらってこの記念品を私

は粗品だろうと思いますけれどもタオルは配れるようにした方が良いの

だろうということで、私は意見を述べています。 

荻野構成員 砂利拾いの日が雨天の場合の各団体の開催日時については、団体へお任

せするということで宜しいですかね。 

染谷構成員 ようするに、雨が降った場合は。 

荻野構成員 １２月１日に雨が降った場合は。 

染谷構成員 ８日は土曜日になっていますけど、日曜日は多分作業はしないだろうと

思いますので１２月８日までの間で何とか都合をつけてお願いしますと。 

荻野構成員 都合の良い日に都合をつけてお願いしますと。 

染谷構成員 お知らせしていただければと。あとは一般の方については事務局の方で

記念品を渡すということもあるようですから「雨天の場合はこの日に順延

でぜひお願いします」と。 

荻野構成員 はい。分かりました。 

増渕座長 一般の方は１日前後では基本的に出来ないのかな。 

荻野構成員 出来ないですね。 

足立構成員 すいません。広報の方にお知らせを出していませんでしたっけ。募集だ

けでしたっけ。記憶に残ってないんだけど。 

荻野構成員 お知らせは１１月１日号ですからまだ出てないです。 

足立構成員 まだ出てない。 

増渕座長 そこに雨天中止は書いてあるの。既に印刷しちゃったかな。 

染谷構成員 雨天中止と書いてあっても、申込みに来た時にお話しするというのだか

らチャンスはいくらでもありますから。 

椎橋構成員 １２月１日の申し込みで１２月８日までにやっていただくということ

で、事務局でお話をさせていただくということでお願いします。 

増渕座長 報告事項（２）コスモスふれあいロード砂利除去大作戦ボランティア募

集及び記念について、他にご質問はございますでしょうか。 

足立構成員 はい。すいません。ボランティアは全部うまったのですか。各団体は。 

荻野構成員 まだ申込みはこれからですから。 

足立構成員 申込みがあってからそこに入れるということで、それは一般でしょ。だ
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けども、この間ここで話した時にいろいろな各団体に声を掛けていこうと

いうことでその声かけは全部終わったのですか。各団体への声掛けは。例

えば西地区コミ協とか老人クラブとか商工会とか体育連盟とかいろいろ

あるけれども、いろいろな所の依頼は全部終わったのですか。 

増渕座長 それでは、依頼した所を改めて報告していただけますか。 

足立構成員 どこの団体が入ってくれるのか。そこの所の依頼文が出ているけれども

人数はこれからなんですけれどもね。 

事務局（栗原） それでは、依頼をさせてただきました依頼先ですが、各地区コミュニテ

ィ協議会になります。鷲宮西地区コミュニティ協議会・桜田地区コミュニ

ティ協議会・上内地区コミュニティ協議会・砂原小地区コミュニティ協議

会・東鷲宮地区コミュニティ協議会になります。あと行政区長の皆様には

１０月１５日号の広報配布時に依頼をさせていただいたところです。 

また、団体につきましては従来草取りをやっていただいている団体１４

団体。これに加えて地域会議の構成員の皆様が加入している団体があるか

と思いますが、本日いらっしゃっている皆様にはお渡ししてございます。

一部お渡ししていない団体もございます。 

それと、学校につきましては郵送等で依頼をさせていただきました。 

１１月２日の金曜日が団体等の申込の締め切り日となってございますの

で、その申込み状況を見てからになると思います。 

増渕座長 宜しいですか。 

足立構成員 あのですね。うちの西地区はコミ協と行政区と役員がダブっているので

すよ。ほとんどが。どっちで出ますか。というので半分ずつ分けようかと

思っているのですけど。大体のコミ協の役員は協力者は自治会の役員・協

力者であって、一般の人に募集するというのですが厳しいかなと思います

から半分ずつ出すのか、ダブっているので各行政区では人数的にはそんな

にいないのですよね。コミ協の方で種蒔きをしているからそのメンバーし

か出ないよというのもありますので、その辺の所が。団体にはだいぶお願

いしていますけれども人数的にはさほど変わらない人数かなと今考えて

いますけれど難しいところですね。名簿出してくれって言われてもなかな

か人が集まらないですよ。 

荻野構成員 その辺は臨機応変で。 

足立構成員 臨機応変で良いですか。ダブっているからどっち行けるかですよね。 

増渕座長 ダブってないのは住民だけダブってないんだよ。 

足立構成員 そうなのよね。 

増渕座長 ようするに、窓口がダブっているのであって。 

足立構成員 難しいですよね。わかりました。 

増渕座長 ちなみに足立さんの行政区で普段やっている所とコミ協でやっている



8 

 

所は。 

足立構成員 ほとんどうちのハイツしかやって無いから。コミ協も種蒔きも何も。う

ちが来なかったら誰も来ない。現状的にみんな厳しいと言っていますよ。

だからうちはお祭りと重なっているから無理だといっても結局誰もいな

いから出て行くしかないし、正直な話種蒔きでもそうですから。今人集め

に歩いていておりますけれども。 

松永構成員 あの、コスモスのチラシは全部の行政区の全部の区長さんにお渡しした

んだと思いますが、これを全部発送したのですか。 

事務局（栗原） はい。 

松永構成員 でも、『地域を後からご連絡します』ということなのでしょ。本来は区長

さんがこれを見て後からということでしたよね。それなのに地図もお渡し

してしまったら、これをみた場合うちは書いてないから良いんだと思うで

しょうし、各行政区の他の団体だけではこれを先に渡すべきではないと思

いますけれども。送るべきではないと思います。後から送るべきものでし

ょ。もう回覧板も回っちゃいましたよ。私も見ましたけれども。ここに書

いてあることと会議で話したことと違っているので、やっていることがち

ょっと違うんじゃないでしょうかね。各区長さんには、『砂利拾いの場所を

後日ご連絡します』と回覧文書に書いてあるのに、それが地域をのせて一

緒に送ること自体おかしいでしょ。言っている意味わかりますか。回覧板

に書いているのに。 

加茂谷構成員 上内は区長もコミ協も一緒の人が多いので、回覧どころじゃなくて一気

に引き受けて、そしてやっておりますけれども。 

松永構成員 それはそうですけれども、この間も言いましたようにこの場所において

コミュニティ協議会だけが大きく出ていて、他の行政区ももちろん行政区

では入っているでしょうし「全部の行政区にお願いしたらどうですか」と

言いましたし。ですから両方同じ役員さんだとは思いますけれども通知を

出してお願いするのは当然でしょうし行き違いじゃなくて確認した上で

配布したんでしょうから、これはおかしい。回っちゃっているのですから。 

足立構成員 すいません。西地区は、この間コミ協の役員会をやった時に「早めに通

知文をください」とお願いして、そこで各地区の区長さんもいますので、

良く説明をして「各行政区にも連絡が来ますよ」と。各行政区に連絡が来

た時に、メンバーが集まった時点で西コミでまとめて代表の会長がそれを

提出するというふうにしたのですよ。鷲宮ハイツの担当場所が無いから、

やる場所は西コミ協の場所を担当することになるわけですよね。場所とし

ては。それは別なの。 

染谷構成員 この間の会議では別なんですよ。 

足立構成員 そうなってくると、鷲宮ハイツは各行政区で３から５名出せば十分かな
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と思っているのですけど３か４名が他の所に行くとなると西コミと各行

政区と分けなければならないけれど、そこの所がはっきりしないと西コミ

は各行政区が１１入っているから各行政区から人が集まらなければコミ

協は成り立たないから各行政区長さん人数を出して西コミ協の方によこ

してください。というのと違うのですね。担当場所が連合会はここですよ。

となっちゃうの。 

加茂谷構成員 良いですか。 前回、私はこのように受け取っているのですけれども。種

蒔きをやった所と同じ所の砂利拾いをすると。そして、そこの所のコミ協

と上内は行政区と一緒の人が出ているのですけれども、名簿を届出て人数

が少ない時にはボランティアさんをそこに割り当てていただけるという

お話のようでしたけれども違いますでしょうかね。私はそのように受け取

っていますけれども。 

荻野構成員 基本的に種蒔きをしている所の団体が、同じところの砂利拾いをしてい

ただけるのがベストかなと思います。で、コミ協と行政区が一緒という考

えが非常に強いので。 

加茂谷構成員 コミ協とやっている人が一緒なのですよ。 

荻野構成員 そうですよね。 

加茂谷構成員 別というふうに出来ないんです。申し訳ないですけれど。ようするに分

かれている所なら当てはめられるのですけれども、一緒の人がやっている

という所は分けることは出来ないんです。 

荻野構成員  分けることが出来ないのですよね。コミ協を主とするか行政区を主とす

るかで変わって来てしまうと思うのですけれども。基本は種蒔きをやって

いた所をお願いしたいと。 

足立構成員  だから、西コミの場合は西コミの会長が窓口になって各行政区からメン

バーを出していただいて「種蒔きに来なくても手伝えるよ」というメンバ

ーを集めて、そしてコミ協がそれをまとめてこちらに提出という形にして

いるんですよ。じゃないとバラバラやってもどこが担当か分からないでし

ょ。私はそういうふうにお願いしたんですよ。流れのなかで。なのでその

辺が違ったとなると行政区はコミ協と別ですよとなると、人数を分けて提

出しなければならないし私たちの場所はどこになるのかということにな

るんですよ。 

増渕座長 行政区長宛てと地区コミ協会長宛てと両方出したわけですけれども、ど

ちらかだけというわけにもいかないんですよ。これね。案内を出すのに。

ただ、実施するのは行政区単位で多分やっていると思います。基本的には。

それでほとんどの所が。 

染谷構成員 違うと言っているのだから違うところもあると思いますよ。 

増渕座長 コミ協の役員は大抵区長が入っているのだと思います。 
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足立・加茂谷構成員  入っています。 

増渕座長 それで、種蒔きをした所が普段草取りをやっているわけでは無くて草取

りをやっている所はもっと限られて来るのだと思います。主にコミ協単位

または行政区単位の所がやっているのだと思います。一部老人会の所もあ

りますけれども。でも、ほとんどの区長会またはコミ協以外の団体は普段

あまり草取りはやられていないんだと思います。ですので、基本的に砂利

拾いは行政区またはコミ協で従来の所をやって、その残りの部分を一般の

ボランティアの方にお願いをすると。それでもまかないきれない部分をど

うするのかというのが時間があれば出て来るのですけれども。そこまで

は、まだいっていないかなと思うのですけれども。それで、先ほどの話で

一覧表を配ってしまったことについては判断が難しいところかな。 

染谷構成員  いや、この前の会議で一斉種蒔きの区域図というのでご丁寧に改良が済

んだ部分はそれなりの塗りつぶしで会議では塗りつぶしの区間の方でも

今回の砂利拾いに参加して頂ける方がいましたら他の地域に割振りまし

ょうと。あるいはボランティアとか他の所で参加者の少ないところがあっ

たら、いずれにしても本当に困っている所に割振りましょうということ

で、こういう地図が出てしまったことについては、少なくとも地域会議と

してはこういう地図を出すという意識はなかったわけだし、少なくとも網

掛け部分があった所を白くしてここを担当してくださいという感じで結

論を出したことは無いわけだから。今回の通知文は、「回覧をしても後で連

絡します」と。「区長宛も後で連絡します」というので。他の書類がついち

ゃったことは間違いですから。それは忘れて先を考えた方が良いのだろう

と思うのですけれども。 

いずれとしても砂利がゴロゴロで困っている所と少し改良したけれど

も、「まだ少し石が混ざっていますよ」という所と同列には出来ないと思い

ますので、前の会議で決めた網掛けの無い所を「今回はきれいにしよう」

と。いうことで、意思は統一していいただかないと困ると思うのですよね。

それで基本的には種蒔きをやった所をやってもらうのだと。ですけど今回

人数全体をみて多い所があったら、場合によっては少ない所に手伝いをお

願いしますよと。あるいはそうでなければ、そこの所はこれからも種を蒔

いたりコスモスを管理するのに人手が足りなかったら、「砂利拾いの少な

かったから少し苦労するけどしょうがないね」ということで、我慢してや

るしかないかどちらかだと思うのですよ。基本的に。多分種蒔きの場所は

これから変えてもらえないと思えば、今やっている担当の所の砂利をその

担当の地域の人が一生懸命拾ってもらわないと駄目かなと。そういう部分

で本当にあまり集まらなさそうなので、出てきてくれた人たちが何回かに

分けてやってもったら、それも認めてもらわないと駄目かなといろいろ思



11 

 

っていますので。いずれにしても元に戻って「地図を出したのは誤りでし

た」と事務局さんもご理解して頂いて、実際の割振ったりするのは座長さ

ん達にお任せでも結構ですので、出てきた段階でそれなりの配慮をして頂

くしかないと思うのですよ。戻ることは出来ないので先に進むしかないの

で。 

増渕座長 １１月２日でしたっけ。締め切りは。その都度出てきた中で、「お宅はど

こどこをお願いしますよ」というやり方は難しいと思うのですよね。 

染谷構成員 あとで通知するということになっているのですから。この区長宛てに来

ている通知も「場所は後で通知します」ということになっているのですか

ら。ですから、それが正式な形だったらいいのだと思いますけれども。重

みをもたせるのなら、座長の名前だけでもなくてハンコでも今度は押して

もらえばいいのではないですか。 

足立構成員 すいません。正直ね、今回のこのやり方で老人会の団体さんが入ってい

る所はどうなっちゃっているのかと。行政区からも来ているしコミ協から

も来ているし老人会も来ていると。で、それぞれ場所は違うと。そうする

とどこを主に、ってなるから。老人会は老人会しかないでしょと。そうす

るとそっちへ行くしかないと。そうするとほとんどの人がうちの行政区は

老人会の方へ手伝いに行っちゃっているから、そうすると行政区の所へは

行けないと。行政区へ行けないとなるとコミ協へも行けないと。といって

別れるところが結構あったんですよね。どっちを主としてやったらいいか

わからないというのが結構あったんです。どうすればいいのかわからない

と。ですから、自分が種を蒔いた担当の所は責任をもってやりましょうと。

いうことだから、たとえコミ協に入ろうと行政区へ来ようと今まで種蒔を

やった所は責任を持ってやるから、足りない所は行政区から応援に入って

欲しいというのは団体が人数をみて声をかけると思うのですよね。割り当

てが来ましたよね。どこどこがどこの担当でって。この間。で、まだ名前

の入っていない所が抜けていましたよね。これから依頼する団体さんが入

って来れるわけですよね。はっきりとわかったら区域別に『どこの団体が

どこの区域ですよ』というのを明確にだしてくれるだけで良いのではない

ですか。その間に人数が足りなければ、「その団体は大変だったのよ」とい

うのを知ってもらわなきゃならないわけですから、やっぱり応援をしても

らうしかないと思うのですけれども。一番大変なのは老人会の人達が大変

だ大変だって言ってましたよ。 

増渕座長  老人会が完全に単独でやっている所と行政区と一緒にやっているとこ

ろとあって一概には言えなくて難しいんだな。 

足立構成員  そうです。かぶっている所がありますよ。 

椎橋構成員  宜しいですか。前回の砂利除去団大作戦をやるにあたって、「いろいろな
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方に声を掛けましょう」ということで、「通知をしましょう」ということで

通知をさせていただいたわけですけれども。その中でコミ協と区長さんと

いろいろな所がかぶっていると。で、団体さんもかぶっていると。その辺

は地域の事情があると思いますので、その辺は一任ということでそれは、

地域の中で決めていただくというのが可能であれば地域で決めていただ

くというのが宜しいかと思いますが。宜しいでしょうかね。それから。 

足立構成員 

 

 場所が決まっていれば、各地域の中できちんと責任を持ってやっていた

だくしかないでしょ。 

増渕座長  だから、申し込みがあった時点でその都度多少調整していくというやり

方になると思うんですよね。例えば足立さんの所が１１月２日に申し込み

に来た時に私の所は従来通りにここをやりますよと。で、事前に老人会か

らも申し込みが来ていれば、「老人会からも来ています」と言ってもらって

調整してもらってということになるかと思うのですよね。 

染谷構成員  良いですか。 

増田座長  はい。 

染谷構成員  依頼文が出ているのは、それなりに老人クラブとか何とか会とか、出て

いる所は前から担当区域があって種蒔き等も一定の区域をやっていた団

体でしょうから。それはそこの所でやっていただく部分で。基本は今まで

種蒔きの協力団体ということで、やっていた所は自分の種を蒔いていた所

で砂利で困っていたらそこを拾ってくださいということだと思うのです

よ。で、そこの参加者が手伝っても良いという人がたくさんいたら他の所

にも回っていただくし人数がいてもそういうわけにはいかないというこ

とならそれなりの部分だと思いますのでね。ですから、種蒔きの時も一般

の方が種蒔きをするんだと言うことで、私達がやっている方だと金山団地

の方の部分だとかがボランティアが種蒔きをする、そういうふうな所には

網掛けの所を優先に行ってもらって、なおかつ余るようならそこは砂利も

多いし広いから少しこっちの方から回ってもらおうよというのを、ぜひぜ

ひ合理的に判断していただいて配分していただければと思うのですよ。よ

うするに砂利を客土したりふるってもらったりした所は、事前に砂利の問

題では少し早くに対応して頂いた地域についてはたくさん参加して頂い

て、なるべくほかの区域に回って協力していただければ。そんなに難しい

ことじゃないと思うのですよ。 

増渕座長  いずれにしても１１月２日までに各団体から申し込みがあって、一定の

地域で同じダブる場所を他の団体が申込してきた時に「他の団体からも出

て来ています」というのを役所から十分に調整していただければ良いと思

うのですよね。 

荻野構成員  受付けた時点で事務局で割振りはさせていただきますので基本はこの
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種蒔きをした所を基本として、例えば例えばですよ、中島地区の区長さん

から行政区として申込があったとしますよね。それをどこに割振るかと。 

染谷構成員 入ってますから中島は中島で。 

荻野構成員  それはコミ協でしょ。 

染谷構成員  いや、コミ協でなく行政区として入ってますから。 

荻野構成員 コミ協と行政区が別々に出てきた場合、それは一緒にしてしまって良い

でしょうか。 

染谷構成員 コミ協は出てきませんから。 

荻野構成員  出てこない。 

染谷構成員 砂原地区からは出てきませんから。 

足立構成員 別なのですよね。砂原は西地区とは違うのですよね。砂原はボランティ

アとか協力が多いもの。 

増渕座長 ５地区ともそれぞれ若干違う所があるから。いずれにしても役所に届け

に来なければならないのでその段階で十分チェックをしておいて調整を

してください。もしダブった場合は。前後で出てきた場合に後からの部分

を調整すれば良いと思うのですけれども。 

事務局（栗原）  宜しいですか。１１月２日に申し込みが来た団体の調整をこちらでさせ

ていただきまして割振りをこちらできちんとさせていただきまして、圃場

の整備をした部分を含めて良く検討させていただいて、座長に見ていいた

だいて通知をさせていただいて、ということで事務局に一任して頂ければ

と思うのですけれども。宜しくお願いします。 

増渕座長 最後の言葉で改めて通知するということですよね。 

事務局（栗原） はい。 

増渕座長  分かりました。 

足立構成員  改めて通知します。 

染谷構成員  通知すると書いてありますから。 

足立構成員 書いてあります。 

荻野構成員  通知しないと分からないですから。新たに申し込みがあった団体は分か

らないですから。 

足立構成員  場所をしっかりとね。すいません。２０日にコミ協の役員会があるので

区長さんが集まるので、そこで明確にきちんと言っておかないと人を集め

るのも大変ですので、その辺の所で了解です。決まった時点で再度きちっ

とした通知が来ますよ。ということで、はい。 

増渕座長  報告事項（２）について、他にありますか。 

染谷構成員 

 

 はい。一任は一任で結構だと思いますけれども。繰り返しますけれども、

前の会議ではそれなりの砂利対策をした所は、今回は対象から外すという

ことだけは明確に皆さんと意見を統一したいと思うのですけれど、ようす



14 

 

るに客土した部分ふるった所で協力して頂ける所とは他に移っていただ

くと。そこの所をまたやるということですと、この砂利作戦の趣旨とは違

うと思いますのでそれだけはお願いします。 

足立構成員 それは入っているの。担当区域が。 

松永構成員 見ませんでしたか。 

染谷構成員  今回来た通知の表には入っているんですよ。 

足立構成員  入っているの。 

増渕座長  それは主に砂原地区だけですよね。 

染谷構成員  いや、砂原地区じゃ無くてここに来た前の通知の番号でいくと、久喜市

鷲宮商工会支所・福寿会・生きがいコスモス会とか前の所で網掛けのあっ

た所が通知からいくと、後でいく通知が一緒に来たと考えるとあなたの所

はここをやってもらいますよと読めちゃう通知になっていますが、この前

の会議では、「網掛けはやった所ですので外しますよ」という所で皆さん理

解していた部分ですから新橋というのですか、霞が関橋の所の網掛けの区

域に入っている所は、「他に入っていただきますよ」といっていただかない

と、ようは以前に４００万だ３００万だとお金をかけてやった部分と同じ

でやって他の所は大きい砂利を拾っていただくのにそこの所は小砂利を

拾っていただくというのでは不公平ですので、ここは外していただいて割

振るとこの担当の所ははっきりしていただかないと元気でないんで宜し

くお願いします。 

増渕座長  それも最終的に決める時に。 

荻野構成員 

 

 宜しいですか。この前事務局で現場の砂利を見てきたんですけれども、

やはり小砂利はまだあるんですよね。 

染谷構成員  はい。今の話だと去年と一昨年で工事をやった後、完了のチェックをど

うしていたのかということまでさかのぼらないといけないので、あるとし

ても他の所は今年表面を拾ったからといっても、また来年は出て来るので

すから外して考えないと納得できないと思いますよ。来年は記念品も何も

出る予定は無いのですから、はたの人から見て羨ましがられている所もち

っちゃいのを拾ったからといって五歩とみられると。 

あとで言おうと思ったのですけれども袋は４，０００買って、記念品は

２，０００だから、一人で最低２袋拾っていただかないと４，０００袋は

はけないわけですから、そういう小さなところでも土を入れないで小砂利

だけでも拾っていただかないと。とかいうそっちのルールも決めないとい

けないわけですから。 

足立構成員  染谷さん、その網掛けの部分は予算を使ったところですか。 

染谷構成員  はい、そうですよ。 

足立構成員 そうでしょ。悪いけどそれだけしっかりと予算を使っているわけですか
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ら。その予算をしっかり使った部分では。 

荻野構成員 大きな部分はおそらく除去されていると思いますけれども。通常の網か

ら漏れた石は。 

足立構成員  網から漏れちゃったの。 

染谷構成員  良いですか。その時もどの砂利を除去するのか網目を決めてやったはず

なんですよ。 

増渕座長 ちょっと待ってください。この話を進めるとあれなので、ようはお金を

かけてやった部分について、どうするかということを考えていきたいので

すけれども。 

染谷構成員  はい。 

増渕座長  たくさん募集があれば役所の考えでも良いと思うのですけれど、多分申

し込みは比較的少ないと私は推測しているのですよ。そうすると、やらな

ければならない所へ人を回さないといけないと思うのですよ。もし、幸い

にしてたくさん申し込みがあれば十分他の所も賄えるわけですから、去年

やった所をそのまま小砂利だけでも拾っていただいて良いかと思います。 

足立構成員  対象としては、そこは抜かした方が良い。そうすると。 

長井構成員  そうですよね。 

足立構成員 そこをある程度予定を入れてやっちゃダメ。やっぱり人が余っちゃった

場合にどこへ応援に行こうかといった場合には、「じゃあこっちへ応援を

お願いできますか」というのはあると思うけれども、この企画の中にはそ

こは省いておかないとこんがらがっちゃいますよ。人数が少ない場合は。

今度こっちが少なくなっちゃうと結局主な所が手抜きになっちゃうから。

こっちはこっちでお金を使ってやっているわけだからこっちも同じ予算

をとってやっているのだから。同じように。 

染谷構成員  あの、私の前回の資料だと、案の（２）でやるということになって案（２）

では３は左と一緒とあって書いてあるのは、『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、中高校生等が種をまいた場所はどうする

か』等々いろいろあるのですが、『圃場改良工事実施済区域の団体及び一般

参加者へ割振る』ということで、ようするに実施済の団体はボランティア

がやっていた場所へ行ってもらうとかそういう方法にしますよ。と了解し

て会議が終わっていますから、そこの所をそこの地域の人が改めてやりま

すよ。というのは結論にもなっていないし討議もされていませんから。よ

うするに『実施済区域の人は空いた場所へ純然たるボランティアとして参

加していただいて割振る』ということで決まっていますから。これは決ま

っていることなのですから。 

増渕座長  そうすると、網掛けの所に、もう一度この間こういうふうに配ったけれ

ども。 
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染谷構成員  これは無効なんでしょ。 

増渕構成員  いや、だから。そのことを。 

染谷構成員  「間違いでした」と指定してあげればいいのだから。 

増渕座長 それを網掛けがあった場所に申請があってからでは無くて、事前に変更

通知をしなければならないよね。もしやるんであればね。 

染谷構成員  その必要はあるのですか？ 

増渕座長  「書類を出してしまったでしょ」ということだったので、だから逆に訂

正を出さなければならないでしょ。 

染谷構成員  では、みんなに出してくださいよ。 

増渕構成員  いや、みんなじゃなくて。 

染谷構成員  この通知はみんなに。 

増渕座長  網掛けの部分で前回お金をかけてやっている対象の地域のところに関

して。 

長井構成員  良いですか。網掛けの部分については我々の自己満足の部分ですよね。

いわば。ですから、その部分は何も皆さんへ問うことないんですよ。その

網掛けの部分で今回申込みがあったらば、「今回はこちらをお願いします」

というのですんじゃうんですよ。何も言わずに。 

染谷構成員 そう思います。 

長井構成員 それだけだと思いますよね。というのは、『申込みがあったら、決定した

区域を後で報告致しますよ』と手紙に書いてあるのですから。それを変更

しようがどうしようがかまわないわけですよね。それでやっていけば良い

と思います。 

染谷構成員 賛成です。 

長井構成員 それは今討議をする問題では無いなというふうに思います。で、石の大

きさがどうのこうのというのは掘れば必ず石は出て来るのですよね。川の

幅目なんでね。ですから、その辺は皆さん同意しているというイメージで

行きましょうよ。 

松永構成員 そうです。 

増渕座長 今、長井構成員からご発言があったように最終的には申し込みがあって

から割振ると。その時に網掛けの部分は除外すると。いうことでお願いし

たいと思いますが宜しいですか。 

染谷構成員 はい。 

長井構成員 それで、皆さんに行った通知の中では網掛けはして無いわけですよね。 

松永構成員  してません。 

長井構成員  網かけ云々というのはこの会議の中だけなんです。 

松永構成員 そうです。 

長井構成員 ですからそこは、あまり問題にする必要性というのは外部に対してはあ
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りません。 

松永構成員  おっしゃる通りです。 

椎橋構成員  皆様の方に出した通知の中で『集合場所それから砂利拾い場所等を後日

お送りします。』というところに関して、今回染谷構成員さんからのご指摘

があった通りこの地図がついていたということで混乱があったことにつ

いては、事務局から出した通知の中で文書が違っていたかなと思いますの

でこちらは再度通知を出す時にですね、場所を指定させていただくと。網

掛けのかかっていた所は外すというところの認識で宜しいでしょうか。 

増渕構成員  はい。 

椎橋構成員  それでは、そのような所で宜しくお願い致します。 

増渕構成員 それでは、報告事項（２）を以上で終わりにして宜しいでしょうか。 

構成員（全員）  はい。 

４ 議題 

増渕座長 それでは、 

議題４（１）鷲宮地区散策マップについて、お願い致します。 

事務局（栗原）  それでは昭文社様をお呼びして参りますのでしばらくお待ちください。 

増渕座長  それではお願いします。 

事務局（栗原）  はい。事務局より 

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をご覧ください。１０月３日に開催致しました鷲宮地区散策マップ

作成業務委託事業者選定審査により株式会社昭文社が契約業者に決定致

しました。本日はマップの企画・提案をいただきました昭文社の方にマッ

プのコンセプト・考え方・狙いについてご説明いただきますので、良く聞

いていただきより良いマップとなりますよう皆様のご協力をお願い致し

ます。 

なお、資料２には本日の資料にはマップのコンセプトの一覧にしてあり

ますので参考にしてください。また今後の日程ですが、本日の会議後こち

らのマップを持ち帰っていただきまして今月末１０月３１日までに事務

局にご意見の方を提出して頂きまして、こちらを集約し事務局から昭文社

様へご意見をお渡しする予定でございます。 

それでは、株式会社昭文社の皆様宜しくお願い致します。 

昭文社（増田）  はい、皆様こんにちは。株式会社昭文社の増田と申します。私は営業を

担当しておりまして久喜市さんを通じてになるかもしれませんが、皆さん

と対応をさせていただくこととなっております。こちらは木村と申しま

す。木村は全体編集を担当させていただきまして皆様からのご意見を咀嚼

いたしましてより良いマップとなりますようこの二人体制で進めて参り

たいと考えております。どうぞ宜しくお願い致します。 
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構成員他 お願いします 

昭文社（増田） それでは座らせていただきます。我々はですね。久喜市さんに提出させ

ていただきました資料をもとにですね、このマップをもとにコンセプトで

すとか狙いについてご説明させていただきたいと思いますので、どうぞ宜

しくお願い致します。大体時間はどの位までに咀嚼説明が終われば宜しい

でしょうか。こちら側の説明としましては。 

荻野構成員 大体１５分位で。 

昭文社（増田） はい。ではマップと企画書が皆さまのお手元にあるかと思いますけれど

もこちらの企画書の１ページをめくっていただきまして、まず始めにとい

うことで今回の企画の視点について書かせていただきました。世の中には

ですね、いろいろな自治体さんですとか観光協会さんがマップを作成して

いるんですけれどもその多くがですね、この街・この市にはですね、こう

いった食べ物やさんがあったりこういった見どころがありますよといっ

たですね、一方的なマップが多いんですよね。で、我々としてはですね、

果たしてそのような形でいいのかということがございまして、我々として

はせっかく作るんであればこのマップを見た方がですね、興味をもって関

心を持って行ってみたいと思っていただいて、実際こちらに来て頂いてで

すね、そんなきっかけとなるようなマップを作ろうという視点から今回の

マップを企画することとなりました。で、このマップを見てですね多くの

方に来ていただくというですね実現するためにどのようなことをしたら

良いかということで、いろいろな視点から一度ですね鷲宮の地域資源とい

うものを整理してみました。 

次のページをご覧ください。鷲宮の地区の強みですとか弱みですとか機

会・脅威ということから地域資源について見てみたんですけれども、例え

ば強みですと体験のコンテンツだと芋堀りですとかお祭りですとかそう

いった所が多いのかなと。あと歴史でありますと過去から現在までつなが

っているイメージがあるのかなと思うのですけれども。あとですね、ふれ

あいロードですね、街の真ん中をずっと貫いているので、そのふれあいロ

ードはですね、人とか場所とか物とか思いをつなげていくストーリー性が

ある街なんじゃないかということを我々なりに分析してみました。 

ということから体験のコンテンツとかが多いので読者にはですね自分

のこととしてですね興味を持ってもらうように鷲宮で出来る体験につい

てストーリー性を持たせて紹介していったら良いんじゃないかというよ

うな企画にたどり着きました。 

一方、弱みなんですけれども例えば宮代町ですと東武動物公園があった

りですとか川越には歴史的な街並みがあったりですとかもともと求心力

のある観光資源がありますが、残念ながら鷲宮地区にはですねそういった
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求心力のあるレジャー施設というのが無いのかという所がございました

ので、そういった弱点をカバーするためにですね、このマップにはインパ

クトというものが必要なんじゃないかなと思いました。 

らき☆すた等々活用してですね、『インパクトを持たせて読者に印象付

ける』そんな政策が必要なんじゃないかなという企画が持ち上がりまし

た。 

あとですね、機会と致しまして皆さんがですねコスモスふれあいロード

を一生懸命整備を皆さんが整備していらっしゃるということで、こちらを

メインコンテンツとしてはコスモスふれあいロードをメインコンテンツ

にするといったことが必要なんじゃないかなと思いました。 

あとですね、脅威ということでこの地区はアニメツーリズム５大聖地の

１つであるということでございますので、そのことが皆さんに忘れられな

いようにそういったこともしっかりとアピールしていこうということに

なりました。 

というような我々なりの整理を致しまして、次のページになりますけれ

どもマップのコンセプトと致しましては４ページをご覧ください。 

先ほどの分析をもとに我々としましては今回の方向性としましては鷲

宮で読者ですねこちらを見た人がですね鷲宮で体験出来るこんなことが

出来るあんなことが出来るということをですねストーリー仕立てで紹介

しまして、さらにらき☆すたを絡めてインパクトのあるデザインにて読者

に印象付け多くの読者の訪問を促すとこのようなマップを作成していき

たいと思いましてコンセプトを設定させていただきました。下にですね、

鷲宮で出来るこというのを列挙させていただきましたがこんなに出来る

と、蕎麦を食す・聖地巡礼・ウォーキング・ランニング・味覚狩り・芋堀

り等々をこんなにですね鷲宮では体験することが出来るということがあ

りますので、これらの宝をですねストーリー仕立てでこのマップにまとめ

ていきたいとこのように考えております。 

それでは次のページをご覧ください。５ページになりますが、企画の骨

子ですけれども先ほどのコンセプトに基づくマップを２万部作成致しま

す。それとあわせて２千部余計に印刷致しましてこの２千部につきまして

ではですね、三省堂大宮店にてレジサンプリングを行いたいと思います。

旅行の本等を買った方のレジ袋にこのマップを入れてしまって鷲宮の認

知を図っていきたいという施策を行っていきたいと思っています。大宮と

いうとこの辺ですとか近隣にお住いの方が本屋さんに行かれると思うの

ですが、その辺の方に鷲宮のいろいろな所がおもしろそうだと思ってもら

って週末などに鷲宮にお出かけいただくというような企画でございます。 

続きまして６ページ目をご覧ください。タイトルなんですけれどもマッ
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プのコンセプトを体現するネーミングにしたいと思っております。タイト

ルはずばり『ザ☆体験【エンタメ】タウンわしのみや久喜鷲宮エリア観光

マップ』ということで、このマップの中身が一目でわかるようなタイトル

ネームにしていきたいと考えております。 

あとですね主要なコンテンツとなっていますけれども、先ほどから体験

体験と私は言っておりますけれども読者がですね自分ごととして興味・関

心がもてる４つのストーリにて鷲宮の体験スポットを紹介していきたい

とこのように考えております。 

こちらのマップ見本のページをめくっていただきますと表紙がありま

して裏表紙がありまして表紙は先ほどのタイトルがあって開くと『あなた

が主人公になれます』、『あなたが鷲宮の主人公になります』ということで、

合わせて４つのストーリーということで紹介していこうということです

が左からいきますと第１話となっておりますけれども、らき☆すたという

のは４コマ漫画なので４コマ漫画に併せて４つのストーリーとなってお

りますけれどもというのをご紹介していこうと思っています。 

まず街が盛り上げて行こうということで、①祭り・イベントに参加出来

ますよということで２つめのストーリーなんですけれども、②鷲宮の隠さ

れたお宝を探せということで、こちらは昭和レトロなスポットもあります

ので自転車でこういった所をめぐってみてはいかがですかというご提案

になります。で、第３のストーリーということで、③マラニックを楽しも

う！ということで、コスモスふれあいロードを中心にマラソンコースが整

備されていると思うのですけれども、実際に鷲宮に来てマラソンぷらすコ

スモスを楽しみましょうということです。で、第４ストーリーとしまして

は、④コスモスふれあいロードの浪漫紀行ということで歴史あるですね葛

西用水そして皆さんが春と秋に手入れをされているふれあいロードを歩

いてリフレッシュしませんかというようなことで、こういった４つのスト

ーリーを設定しましてその４つのストーリーの中で体験・イベントを紹介

していくとこのように考えております。 

それ以外にイベントですとか蕎麦屋さんですとかいろいろな他にもス

ポットがあると思うのですが、こちらは地図面になるのですがこの４つの

ストーリーには収まらない体験スポット系の情報が地図面の余白を利用

しましてこちらで紹介すると、このような構想になってございます。 

続きまして、７ページをご覧ください。 

ここから深い説明になっていくので駆け足で進めていきますが表紙に

ついてなんですけれども、こちらの表紙は先ほども説明致しましたがタイ

トルは先ほども説明しましたがキービジュアルといってメインのビジュ

アルなんですけれどもコスモスふれあいロードをピンクカーペットと見
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立てましてコスモスふれあいロードをピンクカーペットと言い切ってし

まうと、そういったキービジュアルにしたいと思っています。 

デザインマナーとしましては写真とらき☆すたを組み合わせたデザイ

ンで非日常間というのを鷲宮に来ますと日日常が体験できますよ。という

ことで皆さんの記憶に残してもらうというのを演出したいとこのように

考えております。 

キービジュアルの中にいろいろな言葉が散りばめてあるのですけれど

もコピーですね、こちらは鷲宮で出来ることを端的に訴求しようとこのよ

うに考えております。 

その他日本のアニメ５大聖地であることも忘れずに記載したいと思い

ます。以上が表紙です。 

次に記事面になりますがもう一度こちらの資料をご覧ください。表紙が

あって裏表紙がありまして、裏にはですね鷲宮までのアクセスマップ、東

京・主要都市からのアクセスマップがありまして、あとですねその下にで

すねエンタメということでエンターテイメントシティー鷲宮ということ

を前面に押し出しまして他の地区で見られるエンタメ感あるスポットを

こちらで触れさせたいと考えております。こちらに若干入れさせていただ

きました。 

その下にはですね奥づけといいましていついつ発行しました。と発行者

は誰ですか。と、発行者は皆さんになると思うのですけれども皆さんが地

域会議が作りましたですとか国土地理院の承認番号ですとかそういった

ことが載るスペースになっております。で、こちらをめくっていただきま

すと先ほどの説明にありました４つのストーリーがありまして読者がこ

れを見て『なんだこれは』となるような注意喚起を促すようなページがあ

ります。で、さらにそれをめっくていただきますと更に４つのストーリー

についての詳しいストーリーが展開されているということで、このような

構造になっております。ポイントとしましては、ぜひ川内さんからマラニ

ックの所についてはコメントを頂きたいと思っておりますし、さらにコス

モスふれあいロード浪漫紀行の記事につきましては皆さんの思いですと

か皆さんがコスモスふれあいロードを整備されていると思うのですけれ

どそういった思いをこちらで紹介させていただきまして、コスモスふれあ

いロードってきれいなんだけど地元の方が一生懸命整備されているから

こそこういった所があるんだなというところが紹介出来たら良いなと思

っております。 

続きまして９ページをご覧ください。９ページはマップの校正になりま

すけれども。すいません、駆け足になりまして。ポイントとしましては下

にちょろっと久喜駅が入っているということです。久喜駅が入りまして鷲
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宮地区が１/12,000 で入っております。で、コスモスふれあいロードです

とか桜並木ですとかメタセコイヤ並木等々のイラストを配置致しまして、

ここにはお花が植えられているのね、というのが分ったりですとか、あと

はですね記事面に照会出来なかった歴史的スポットですとかいろいろな

スポットがあると思いますので、そういったものを地図と余白を利用しま

して写真と文字で説明したりですとか、後はこちらの右上にですね４つの

ストーリーに登場する舞台と致しまして記事面に紹介しましたそれぞれ

のストーリーに係るスポットを地図面に展開したりですとか、あとは鷲宮

蕎麦が食べられるスポットを紹介したりですとか、あとは鷲宮地区のイベ

ントを紹介したりですとか、そういった形で地図面をまとめたいと考えて

おります。こちらの地図はですね我々は昭文社といいまして本やさんに行

くとまっぷるという地図があるかと思うのですけれども、そちらの地図を

切り出しましてとても正確で最新の新しい地図になっておりますのでご

安心ください。 

後ですね、左下にですね久喜市の中における鷲宮の位置というものをロ

ケーションのマップをですね入れさせていただいております。 

次以降はですね、作業体制ですとかスケジュールをですね記載させてお

りますのでお時間のある時に見ておいていただければと思います。我々は

ですね、今のような企画内容狙いを持ってですねマップを作っていきたい

と思っておりますので。こちらはわれわれが示させていただいた設計図の

ようなものになりますので皆様からのご意見を頂戴いたしまして、より良

いマップに仕上げていきたいと思いますのでどうぞいろいろご意見を頂

戴したいと思いますので宜しくお願い致します。ありがとうございまし

た。 

事務局（栗原）  宜しいですか。先ほどご説明でですね、今回マップのコンセプト・考え

方がおわかりいただけたと思いますが、何ぶん今日始めてこの地図をご覧

いただくこともございますので今日すぐこの場でご意見を言っていただ

くのも難しい部分があるかと思います。ですので今日この場で言っていた

だいても大丈夫なのですが、今日この地図を持ち帰っていただいてそのあ

とですね、返信用の封筒もご用意しましたのでこういった地図に直接赤字

で書きこんだりして、あるいは箇条書きの場合は意見書の用紙も用意致し

ましたので、こちらにご記入のうえ今月末までに事務局の方へご返信頂け

ればと思います。で、ぱっと見ましてですねここの地域会議で作るマップ、

「ここが良いね」とか、「もっとここを加えた方が良いんじゃないかとか」、

あるいは「ここは抜かした方が良いんじゃないか」、というのがございまし

たらご意見をご頂戴できればと思いますので宜しくお願い致します。 

足立構成員  すいません。今ここで言ってもしょうがないと言われたのですが４つの
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ストーリーin わしみやというところで鷲宮団地がずっとあるのですけれ

ども、ごめんなさいここに鷲宮団地の方がいらっしゃるのですけれども活

発的な鷲宮団地のショッピングセンターならば何のあれもないのですけ

れども閑散としたショッピングセンターを正直何でここに紹介しなけれ

ばならないのかなというのが今私の率直な意見なんですよね。で、なんで

これを載せたのかなというのをお聞きしたいのと、レトロって言っている

けれども団地が写っているぶんにはこうやって絵が描いてありますよ。ま

た、ここにあるようこそわしみやへと書いてあってらき☆すたとかあるの

ですけれども代表になりますよね、マップの中の。それが何でこのショッ

ピングセンターになっているのか正直どれほどの賑わいのあるショッピ

ングセンターなのかなというものもあるので、これを載せた理由せっかく

のマップに載せるのにこれを見た時にだれもがそこの所は感じるんじゃ

ないかなと思いますがどうしてでしょうか？ 

増渕座長  すいません。質問に入っちゃったのですけれども、ただ今ご説明いただ

きましたけれども、ただ今ご説明のありました鷲宮散策マップについて内

容についてご検討いただきたいと思うのですけれども、ご意見・ご質問は

ございますでしょうか。ということを申し上げさせていただきますのと、

あわせて同じ関連がございますので、私は審査に加わったのですがここに

ある部分はあくまでイメージであって実際ここにあるものとは全然違う

ものが出て来ると私は思ったのですが、そのこととあわせてご回答お願い

します。 

昭文社（増田）  まあ。ひとつ企画案の段階でございますのでこれから取材をしたりです

とか写真を撮ったりしていきますので、内容については変わっていきま

す、ということなのでご安心いただければと思います。で、ショッピング

センターの件ですが。 

足立構成員  というのは鷲宮の隠されたお宝を探せというのはほとんど団地ですよ

ね。あなたが主人公ってなってますけれども正直ね、団地が主人公かなっ

て思っちゃいますけれども。本当に団地が、団地の人がいますけれども気

にしないからお話ししますけれども団地が主人公かなと思っちゃいます

けれども、そうではないですよね。そこの所をマップの主にしてしまうと

おかしいんじゃないかなと私は思いますので、鷲宮団地がありますよとい

うのは入れてもいいですけれど、団地を主にするのはおかしいかなと。ま

だまだ他にも紹介しなければならないものはたくさんあるので、イメージ

的にこれだけ素晴らしいものがあってコスモスロードがあって何でここ

に中心に鷲宮団地があるのかなと思って開いた瞬間違和感を感じました

ので。すいません。 

旺文社（増田）  逆にご意見ありがとうございます。そういった意見がいただきたかった
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んで、はい。 

加茂谷構成員  レトロの町並みがあって入れたのかなと思っております。それにはぴっ

たりな団地かなと思っておりますけれど。 

旺文社（木村）  まさにレトロといいますか、鷲宮のタウンのテーマがあって第２話でそ

ういうお話をまとめようと考えておりまして、ここには鷲宮団地の写真ば

かり載ってますけれども実際団地の他にもレトロな門前ですとか東鷲宮

のニュータウンですとか土手とかという所もいろいろ街中にはお宝があ

ると思いますので、我々も取材をしながら皆さんのご意見とお聞きしなが

らですね、本文の方はまとめていくのですけれども、それに合うような形

ですねインデックスとかいいますか見出しなので、そこと連動するように

４コマの中を作り変えていこうかなと考えております。ちょっとこれを提

出した時とは。 

旺文社（増田）  レトロというのが全部団地だったというのがですね。 

染谷構成員  全部団地じゃないですよ。上から２つ目はうちの方にありますけれど

も、壁画がいっぱいあるのかなと思うとこれはこれでそれなりの絵だけれ

ども、他にもあるのかなと思うけど。 

昭文社（増田）  神社の方の門前の通りですとか。 

染谷構成員 ですから、壁画というか絵を描いたのが他にもシャッターかなんかで他

にもあるのかなと思うと、どこにあるのかな。 

足立構成員  これを見て鷲宮って何があるのかなって思うと東とかこの辺には昔か

らの伝統や何かがいっぱいあるけれども、うちの西の方にはほとんどない

よね。寂しい位ない。 

染谷構成員  左側で獅子舞何かあるけれども。 

足立構成員  獅子舞だってどこに隠れちゃっているのか分からないですよね。 

染谷構成員  獅子舞は第１話である。 

足立構成員 これは市長にもっともっと西地区がマップに載るようにしないいけな

いですね。 

染谷構成員  あと、みんながいる所で土師祭の扱いはどうするか。 

松永構成員  土師祭ね。 

染谷構成員  この第１話の所は催馬楽神楽と獅子舞を別に分離すれば済むかなとか。

あとはアクセスの地図で地図の方には河津桜が書いてあるけれども北限

の河津桜とかいうのをいれて神社の方からこのルートを入れるとか。河津

桜は伊豆が有名で他でもありますけれどもそんなに遠くまで行かなくて

も見られますよ、というのは無理なのかなと思いますけれども。 

昭文社（増田）  まさにそれですね。 

染谷構成員  青毛堀の河津桜とかいうならば北限の河津桜ということで市の方でホ

ームページも作っているからいつ頃咲いているのかというのは毎年のデ
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ータがあると思いますので。 

松永構成員  あと菜の花ね。菜の花と河津桜ね。団体が来るんですね。開花のころに

は。 

染谷構成員  菜の花は駄目なの。河津桜が咲いている時にあまり花が咲かないから。

写真も撮りに来た人も映えないねというので、一生懸命種は蒔くのだけれ

ども。 

松永構成員  今は咲かなくなっちゃったのね。駄目なのね。 

増渕座長  染谷さん、河津桜は北限なんですか。現在。 

染谷構成員  いや、分からないからとりあえず申し上げたんですけれども、鷲宮より

北で河津桜をたくさん咲かせている所は思い浮かばないから、ようは２月

に咲くのがここは３月だけれどもソメイヨシノとは違うピンクの花の彼

岸桜とかいろいろあると思いますけれども、どういうふうにすると良いか

は考えていただいて。 

長井構成員 北限というよりは結構あっちこっちに河津桜はあるから。 

染谷構成員 市の方のデータが違うのかな。逆さで見て下の方の一番左の所で寛保治

水の碑とあるけれども高さ２．６メートルとあるけれども、そんなに高か

ったかなと思いますけれども。この辺は市の方のデータかなとは思います

がこの辺が気になりますね。 

足立構成員 

 

 

 すいません。この地図は最新の地図ですか。葛梅１の七曲公園の側の『く

さかさん』というお蕎麦屋さんはもう無くなっちゃっているのよ。出流そ

ばはずいぶん前に。 

渡邊構成員  そうです。やめちゃっていますね。 

昭文社（増田）  この辺は我々がネットで調べて入れましたので。 

足立構成員 今、渡邊さんがそう言ってくださって、そうだ今はもうなくなっちゃっ

ていると思いまして。 

椎橋構成員  ぜひ皆様の地元の目で見ていただきまして、地図なんかもよく見ていた

だいたらありがたいです。現状でね。申し訳ないですが。 

染谷構成員  いや、市の商工観光課があるのだから、「皆さんの」って言ってもらっち

ゃ困りますよ。 

松永構成員  見逃さないですよ。商工会は。 

椎橋構成員  確かにそうなのですけれども、やはり皆さんの目で見ていただいたらあ

りがたいなと思います。 

足立構成員  見ますからね。皆さん。ですから食べ物やさんを探して無いなんてこと

あってはね。 

昭文社（増田）  食べ物屋さんは、お蕎麦という所の基準で探してもらってますかね。 

足立構成員  そうね、『くさかさん』はもう無くなっちゃっているのよね。 

染谷構成員  今、地図の話が出ましたので、真ん中の鳥居があるんだけれどもこれは
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 本殿に変えてもらえますか。何ならこの支所のロビーにある壁画でもいい

と思うのですけれど。 

長井構成員  倒れちゃったからね 

足立構成員  いつ建つの。 

染谷構成員  皆様のご奉仕で皆さんのたくさんのご寄付をお願いします。神社はお金

を出しませんので。皆さんの浄財で建ちますから。 

増渕座長  『さんげつラーメン』は何で抜けているのかな。 

足立構成員  『さんげつラーメン』は、『くさかさん』はお蕎麦屋さんでしょ。 

染谷構成員  そこは蕎麦屋さんじゃないでしょ。鷲宮の地粉を使った蕎麦をやってい

た所が出ているんだろうから。 

増渕座長  鷲宮の中じゃ一番込んでいますよ。 

染谷構成員  ラーメン屋さんでしょ。蕎麦屋さんじゃないから。このコンセプトは鷲

宮の蕎麦ですから。 

足立構成員  すいません。芋掘りとか蕎麦って強調してますけれども、どこで芋掘り

が出来たり蕎麦畑がどこにあったりするの。 

昭文社（増田）  商工会さんなんかから。 

渡邊構成員  八甫交差点の所にもあるじゃないです。上川崎の所なんかは。 

荻野構成員  鷲宮の蕎麦は少なくなってきていますよね。 

足立構成員  『鷲宮は蕎麦の町』ということで憧れて来たんですけれども、どこに蕎

麦があるのかっていう位蕎麦粉が無くて、ワタケンさんに教えてもらって

蕎麦粉を買って蕎麦打ちなんかもやったんですけれども。どこで作ってい

るのですか。 

荻野構成員 西地区の方が多いんじゃないですかね。中妻とか。 

足立構成員 無いない。ちょこっとあるだけです。草は生えてますけど。 

宮城構成員 無いですね。一時減反政策か何かで蕎麦を植えなさいってやって、その

時は蕎麦焼酎も作ったんです。九州までそば粉を持って行って。 

足立構成員  そういう魅力が無くちゃね。 

荻野構成員  高齢化によってね。 

足立構成員  ここに書いておかなくちゃ。『高齢化のため』って入れておかなくちゃ。 

荻野構成員  食べ物屋さんをどこまで載せるのかというのもありますね。載ってる載

ってないもありますよね。 

増渕座長  飲食店を全部載せるというのは無理なのかね。 

足立構成員  このマップに載っている所も商工会に入っているお店ですよね。宮城さ

ん。 

宮城構成員  はい、そうです。 

足立構成員  食いもんやMAPこれはこれで良いと思うのですよ。 

松永構成員  蕎麦の所で下から２番目金子屋さんはこの前ご主人が具合が悪くてお
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店たたんじゃったのよ。 

昭文社（増田）  そうなんですか。 

松永構成員  食べ物屋さんについては、商工会と商工観光課にしっかりチェックして

もらわないと。宮城さん宜しくお願いします。 

宮城構成員  はい。 

昭文社（増田）  そば処金子屋さんが閉店されたのですね。 

渡邊構成員  あと、西大輪グラウンドになっているけれど成立高校のグラウンドにな

っちゃったでしょ。 

増渕座長  西大輪運動広場。 

荻野構成員  そういう点はこちらで出しますので。 

足立構成員  でも、これは商工会でもう一度チェックしてくれるのでしょ。 

宮城構成員  はい。一番最新のやつで。 

渡邊構成員  今度。東武鷲宮の JAも廃止だからね。 

荻野構成員  そうですね。 

増渕座長  JAが無くなるわけじゃないでしょ。店が統合だよね。 

染谷構成員  そういうのよりも東武の駅前のロータリーの所にある案内板は市が作

ったんでしょ。ああいうのこそ出た方良いんじゃないの。東鷲宮の駅前の

ここにありますよと。ガイドマップなんだから。『ここに行けば案内板があ

りますよ』と。 

渡邊構成員  それと東鷲宮病院が１１月５日から移転しますよね。 

松永構成員  すごく大きくなるんですよね。 

染谷構成員  そういうのは、よそから来る人には。散歩に来るのを前提に作ったマッ

プなんだから。 

増渕座長  病院は新しい場所で載せた方が良いよね。病院もない所だと思われたら

いけないから。場所はメタセコイア並木の上の方です。 

足立構成員  そうね、載せた方がいいわね。新しい地図なのだから新しい情報をね。 

宮城構成員  これ何万部作るんでしたっけ？ 

染谷構成員  さっき説明があった通り、２万部印刷して昭文社さんが２千部独自に作

って PRしてくれると言っていただいているわけじゃないですか。 

増渕座長  昭文社さん、この成立高校グラウンドの線路の反対側にある緑の西大輪

グラウンドと同じく成立高校グラウンドですから。 

昭文堂（増田）  はい。 

増渕座長  すごく有名な学校だからね。いずれ野球も全国大会に行く学校だから

ね。サッカーは全国優勝しているからね。 

昭文社（増田）  はい。そうなんですか。 

増渕座長  では、他に細かい部分がありましたら意見書の方に書き込んでくださ

い。 
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事務局（栗原）  宜しいですか。活発なご意見ありがとうございます。まだまだ、いろい

ろなご意見があるかと思いますので、今日こちらの意見書の方をご用意し

ましたのでこちらに書き込んでいただきまして、あるいはこの地図に書き

込んで頂きまして事務局の方にご返信していただければと思います。宜し

くお願い致します。 

染谷構成員  あの、座長。その前にさっきも言ったのですが土師祭をどうするか。行

政も分からないのかな。観光協会さんは分かりますか。 

宮城構成員  これは神社との話し合いなんですけれども、まだ何とも言えません。 

染谷構成員  いろいろな所で、第 1話で一番上の所で１/3土師祭が取っているわけで

すから外すとしたら何かを他に入れるとか候補を持ってないと。 

増渕座長  これ小さくして文化財の獅子舞を３つ入れますか。文化財の獅子舞の７

つあるうちの。 

渡邊構成員  そうですね。 

昭文社（増田）  獅子舞が７つあるのですか。 

増渕座長  ７つ獅子舞があって指定されている獅子舞の４つあるうちの３つが鷲

宮だから。 

昭文社（増田）  中妻獅子舞と西大輪神社と八甫。 

染谷構成員 獅子舞と別にして、催馬楽神楽でも別にいいんじゃないですか。 

荻野構成員  土師祭の件は抜いておいて。 

染谷構成員  土師祭、今まで仕切っていた時点で市の方で確認して頂いても良いんじ

ゃないですか。昔は祭輿会というのが昔はあったのでしょうから。 

増渕座長  少なくとも土師祭をトップに持って来るというのは難しいのかな。もし

あったとしても従来通りには出来ないかもしれないもんね。 

染谷構成員  従来通りにやらないと、頭数がいないと動かないんで動かないんで輿に

のせたんがから。昔は担いでしたんですよ。農家の元気な人たちが多かっ

たから。鷲宮神社の主だった人たちが元気な旧鷲宮地区の住人が担いで。 

増渕座長  すいません。今話す内容でしょうか。 

染谷構成員  はい。分かりました。時間ですね。はい、すいません。 

足立構成員  はい、そうなんです。 

増渕座長  では、イメージということでこんな感じで。実際は変わってくると思い

ますけれども。宜しくお願いします。 

事務局（栗原）  では、繰り返しになりますけれども１０月３１日までに事務局の方にご

提出をお願いします。 

それと、今後の予定なんですが、皆様から頂きました意見を事務局が集

約致しまして昭文社様に提出させていただきます。それを踏まえて取材と

か撮影とかをしていただいて、それをチェックしまして、アドバイスをし

まして作りこんで頂きまして事務局がそれをチェックして、ある程度出来
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た段階でそれを皆さんに見ていただくということで宜しいでしょうか。 

構成員（全員）  はい。 

事務局（栗原）  そうなりますと昭文社さん初校に近い段階になりますが、年明けになる

と思いますが１月で宜しいでしょうか。中旬位ですか。 

昭文社（増田）  １１月頭に取材をしまして１２月末の段階でいただけるのであれば年

明けですね。 

事務局（栗原）  そういった確認が取れましたので皆様お願い致します。 

増渕座長  １１ページに書き込んだ方が良いかな。 

椎橋構成員  １１ページはスケジュールですね。 

事務局（栗原）  そうですね。 

増渕座長  今の意見の締め切りが。 

宮城構成員  今月中ですね。 

増渕座長  それで、 

事務局（栗原）  それで１月の中旬に初校に近いものを作りましてそれを会議の前に事

前に皆様に郵送させていただきまして、それを皆様に見ていただいて会議

の場で意見を頂くということで宜しいでしょうか。 

増渕座長  ということは次回の会議は１月の中旬から下旬の間ということになり

ますか。 

事務局（栗原）  そういうことになります。 

足立構成員他  分かりました。 

宮城構成員  すると、最終校正というのはいつになりますか。 

昭文社（増田）  ３月２０日位が納品でございますので２月の中旬になりますね。 

宮城構成員  ２月の中旬。はい。 

増渕座長  今決める会議の日程で納入日が決まってくるのですね。実質的には。 

昭文社（増田）  そうですね。納品日が決まってますので。 

増渕座長  契約は３月末なんだけど、何とかもうちょっと早めないと我々にとって

は意味が無いんだよね。現実的には原稿が出来ていないといけないしね。 

足立構成員  でも、もうある程度出来ているしね。ちょっと校正すればね。 

事務局（栗原）  こちらのご意見をいただきまして取材・撮影・校正を進めて参りまして

皆様にこれで良いよと言っていただければスムーズに進んで行けると思

います。納期も３月２２日となっていますがそれを若干早めて２月の下旬

にするですとか早ければ中旬にするですとか、昭文社様と詰めまして皆様

のご意見が大切になりますので皆様宜しくお願いします。 

増渕座長  事務局から、次回の会議の日程について予定はありますか。今の話から

行って。今決めないといけないのでしょ。 

荻野構成員  具体的な日にちはちょっと。 

昭文社（増田）  我々はここと言ってもらえれば。 
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事務局（栗原）  マップの進行状況を見まして事務局と座長と詰めまして後日連絡させ

ていただくということでいかがでしょうか。 

増渕座長  いずれにしても１月下旬にやるということで、午前中で良いですか。 

１月の中旬の午前中ということで。予定はいつ決まるのかな。でも１１月

には決めないといけないかな。 

足立構成員  そうですよ。ハードスケジュールですから。 

増渕座長  では、予定は１１月中には決めるということで。予定は１月の中旬から

下旬にかけてということで。 

足立構成員  はい。 

次第７ 閉会 

事務局（栗原） はい。ありがとうございました。 

以上で、平成３０年度第３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。 

全員 お疲れさまでした。 
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