
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

事務局 　皆様、こんにちは。

　本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

  定刻でございますので、平成２８年度第３回鷲宮地域会議を開会させていただきま

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課長補佐

の阿部でございます。

  よろしくお願いいたします。

  本日は、石川座長から欠席の連絡が入っておりますので、今回は、副座長でありま

す齋藤 勝　様より、ごあいさつをお願いいたします。

齋藤副座長 　おはようございます。今日は突然石川座長が休みだということで、急にピンチヒッ

ターを勤めさせていただきます。皆様には、忌憚の無いご意見等をいただきまして、

地域会議のいい方向が得られますようお願いを申し上げまして、ご挨拶といたします。

　よろしくお願いします。

事務局 　ありがとうございました。

　なお、本日は、石川座長、足立様、卯月様、齊藤正範様、松本様から、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。

　また、コスモスふれあいロード事業を所管しております、環境経済課　岡田課長にも

出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。

　次に、本日の配布資料について確認させていただきます。

　平成２８年度第３回鷲宮地域会議　次第

　資料１　平成２９年度に取り組む鷲宮地域会議の事業予算　案

　資料２　平成２９年度鷲宮地域会議で取り組む事業案

の３点と、

　「平成２８年度に購入いたしますベンチ設置箇所」、「圃場整備箇所の案内図」、「コ

スモスふれあいマップ」、「くきまっぷ」でございます。

　不足はございませんでしょうか？

　「　なしの声　」

　次に、平成２８年度の鷲宮地域会議の事業について、報告させていただきます。

　初めに、「軍手とごみ袋」の利用状況について、ご報告いたします。

　コスモスふれあいロードにおける草取り用として、軍手１，１４０組、ゴミ袋１，５００枚

を購入させていただき、これまでに、軍手７２０組、ごみ袋１４０袋を配布しております。

　続いて、ベンチ１０基の購入・設置でございますが、コスモスフェスタ前に設置を予

定しておりまして、現在、その準備中でございます。

　また、前回会議で決定いたしました、ものつくり大学からのベンチ寄贈につきまして

は、鷲宮地域会議として申請を行っておりまして、ものつくり大学との調整により、１２

月下旬から１月上旬にベンチ４基の提供が予定されております。

　なお、旧ベンチにつきましては、動作確認等するなどして、状態を確認させていた

だいたところ、撤去すべきと判断し、支所長が、寄贈者に了解を得て、既に撤去済と

なっております。

　以上が、報告事項でございます。

　何か、質問等はございませんか？

　それでは、次第３　議題に移らせていただきます。

　議事の進行につきましては、副座長にお願いしたいと存じますので、齋藤副座長よ

ろしくお願いいたします。
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齋藤副座長 　しばらくの間、座長を勤めさせていただきます。

　会議に先立ちまして、本日の会議録署名人につきましては、小森谷良造様、染谷

福一様、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

　それでは、議題（１）「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る取り組

み」について、事務局から説明をお願いします。

事務局 　始めに、資料２「平成２９年度鷲宮地域会議で取り組む事業案」をご覧ください。

　こちらは、第２回の地域会議において、平成２９年度に取り組む事業として、１ 啓発

事業、２ コスモスふれあいロードの通路拡幅、３ ロード沿いにイベントスペースの設

置について、事務局において検討し、次回会議において、検討・協議するとされた事

業案でございます。

　既に方針が決定しております圃場の整備等に、これらの取り組み事業案を加え、事

業予算５００万円に当てはめました資料が、資料１「平成２９年度に取り組む鷲宮地域

会議の事業予算」（案１～３）でございます。

　案１から順に説明させていただきます。

　資料１の１ページ　案１をご覧ください。

　案１につきましては、圃場の整備に啓発事業を加えたもので、圃場整備を３３７㎥、

軍手・ごみ袋の購入、のぼり旗３００本及び管理機２台を購入するものでございます。

　資料１の２ページ　案２をご覧ください。　12.16
  案２につきましては、ロードの通路拡幅に取り組むもので、軍手・ごみ袋の購入に、

のぼり旗３００本・コスモスふれあいマップ２０，０００枚及び管理機２台を購入し、遊歩

道舗装工事２４８㎡を実施しますと、圃場整備に予算が回らず、事業予算が満額と

なってしまうものです。

  また、遊歩道舗装工事を縮減し、圃場の整備を行うことは出来ますが、葛西用水路

土地改良区へ通路拡幅について相談したところ、あまり良い回答がありませんので、

検討・協議の経過資料として作成したものでございます。

　資料１の３ページ　案３をご覧ください。

  案３につきましては、圃場の整備にイベントスペース工事を加えたもので、圃場整備

を１６３㎥、イベントスペース工事１２０㎡、軍手・ごみ袋の購入、のぼり旗３００本・コス

モスふれあいマップ１８，２６０枚及び管理機２台を購入するものでございます。

  この事業における課題といたしまして、各関係機関との調整やイベントスペース工

事後に近隣住宅からのトラブルや水害の影響等不明確な点があるところです。

  以上でございます。

齋藤副座長 　今、３案説明がありましたが、何か質問がございましたら、お受けしたいと思います。

増渕構成員 　先ほどの２８年度の状況と重なってしまう質問で恐縮です、軍手の購入、ごみ袋の

購入の、先ほど執行状況の中で、買ってどなたか、団体で、希望者があって、配布済

みなんですかね、数量を念のために。

事務局 　軍手がですね、もともと購入が、１，１４０組で、配布しているのが７２０組、ごみ袋が

ですね、１，５００枚を購入しておりまして、１４０枚を配布済としております。

齋藤副座長 　他に何かございますか？

増渕構成員 　私今お伺いしました趣旨は、実は、先だって、桜田地区のコミ協の役員会の時に、

別件の時に、この状況を説明したところ、関連して、私、書類を見ていないのですが、

各地区に、種まきか草取りを依頼した時の文書の中に、軍手とごみ袋を差し上げます

よという文書があったらしいんです、こんなもったいないことなんでするんだという意見

が出たものですから、でも買っちゃったはずだよという話をその時はしたんですけど、

今回またでるということは、もしかすると、それなりに意見がでてくるかなと思って、状

況を申し上げたわけなんです。金額は小さいんですけど、みてるものからすると、な

ぜその度に用意しなければいけないんだという、話がでてたものですから、むしろ他

の事で使ってほしいというような話がでてきたもんですから。
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中島構成員  その関係については、去年の地域会議の中の、今までボランティアさん自分で、用

意してやってるんでということで、意見両方あったと思うんですよね。その中で、少し

地域会議で、鷲宮では何をやってるんだという、コスモスふれあいロードの推進事業、

その辺をメインにということで、俗に目に見える事業のひとつとして、軍手とごみ袋を

購入して、地域会議でこういうことやってますという点では、広報くきの９月１日号に、

草取りボランティア募集ということで、地域会議のほうで、ごみ袋と軍手と、必要な方に

は用意してますよという、そういう草取りのボランティア募集とともに、ＰＲっていうんで

すかね、そういったことで、やったと、記憶してるんですが。

増渕構成員 　それと関連するんですけど、従来は、草を刈ると、そのままねかしとけば、役所のほ

うでかたづけてくれてたはずなんですが、今はそれはやっていないんだという話を聞

いたんですが、現実はどうなんですかね。要するにやらないために、この袋とかないと、

袋に入れて自分で持って帰りなさいという意味なんですね、草取りした後。

中島構成員 　総務管理課のほうで、ごみ袋を渡すときには、持ち帰れるんであれば、ごみ袋に入

れてくださいということで、ビニールとか缶とか、そういうようなゴミがありますので、そう

いうゴミ拾いの方で使ってください、基本的には、後ろの方にでも、取った草は積んで

くださいというふうに、一応話してたんですが。

増渕構成員 　草は、だからそのままにしておけば、いいんですよね。

中島構成員 　後ろの目立たないところに。

岡田課長 　ご質問は、草取り等のご協力いただいた後のゴミの話でございます。　これにつきま

しては、基本的にはまとめていただいて、場所によっては置き場所も無かったり、いろ

いろ、あるもんですから、うちの方で回収させていだくという事は、させていただていま

す。ただ、やっていただく方によっては、刈りっぱなしという話も、ちらりほらりは、ある

んですね、ですからそういった状況のところには、刈っていただくのはいいんですけ

ど、集めるまでをひとつの行為としてやっていただくようお願いしてます。それに加え

て、我々も集めた草をどうするかというと、４５リッターのごみ袋に入れて、清掃セン

ターに搬入になるんですね、なので、今回は地域会議の皆様方で、ご相談いただい

て袋を用意していただいたものですから、その袋に入れて置いていただくように、ご

協力いただければ、非常にありがたいと思っております。

増渕構成員 　コスモスの栽培的には寝かしておいてはだめなんですかね、草を、枯れちゃうよね、

自然にね。

岡田課長 　目立たない場所であればそれでよろしいかと思うんですけど観光資源として置いて

おく以上、人の目につく場所には置いておきたくないというのが、担当の気持ちとして

は、あるんですね、ただ現実、草の量もそれなりにいっぱいあって、他に置く場所も無

いということであれば何処か回収しやすい場所に、置いていただいて、それを、回収

すると、ただ回収しやすい場所においていただくのはあくまで、袋に入れて置いてい

ただきたいということです。

増渕構成員 　袋に入れてそこに置いておくと。

岡田課長 　刈るのはいいんですよ、エンジンとかでバーバー刈っちゃえばいいんで、それか

ちょっと、散ってる状態ですと、集めて袋にいれる手間がけっこう大変なんですね、そ

れをやらないと、結局、市民の方からの苦情につながったりするもんですから、できれ

ばそこまでをひとつの除草事業として、ご協力をいただければ、ありがたいと言う事で

す。

染谷構成員 いまのお話ですと、草刈をしてそうな話ですけれどもコスモスの根本の草を取って

くださいということで、刈り払い機は使ってないと思うんですよ。刈り払いをされている

のは、市の方で水路側とあとは、道路側の取り付け、あとは奥ほうで本数少なくなった

りして空き地になっているそちらの方とか、やっているとは思うんですが、ボランティア

でやっている方達は、草刈り機を入れて刈ることは一切やってないと思うんで、まずそ

の点が一点と、支所長さんのお話があったように、裏のほうで、草をそこに積んでも、

まあ見栄え壊さない所はそれで私のほうは、やってますし、それで引き続きと、そうい

3



う場所も無いのは、袋に入れて集めて連絡してくれれば市が始末するという理解でい

いんですね。それとあと手袋なんですが、私どもは各ボランティアにあれするのは大

変だということで、砂原小地区のコミュニティー協議会では、いままでも手袋を皆さん

に配布してたんですが、この制度が出来たということでコミュニティー協議会もそんな

財源豊かでないんで早速活用させていただいたということで大変有りがたく思ってま

すので、まあこれは出来ましたら市役所、紙切れ一枚で号令かけるだけじゃなくて手

袋くらいこれからも御提供いただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

す。

岡田課長 　ただ今いただいたご意見についてです。まず、草刈の機械についての関係です。

　私どもは、根本の草を取ってくださいと、機械が入る所については、基本的に我々

で対応はしてるんです。ただあのやはり何度もお話することでございますけども１０キ

ロある中で皆さん方に入って頂く時に、昨日、機械をいれて、今日、草を刈るならば、

きれいな状態だと思うんですけど、数日間あるいは数週間、間が空いてくるとそれなり

に草だけが延びでくるというのもあるんですね、なので地域の方で実は機械も導入し

てやっていただいている場所もあるんです。

　決して全部が全部、機械を使うのをNGとしているわけではなくて、御協力いただけ

る所には素直に甘えてしまっているのが実態です。

　それと、草の処分、これにつきましては先ほど私のほうからも、申しあげましたけれど

も観光資源ということもごさいますので、目立たないところに置ける場所については、

いま染谷委員さんおっしゃった通り、奥の方に置いていただいて結構でございます、

ただそういう場所が無いところについては、まとめて袋に入れていただいて置けば

我々の方で回収する、というふうにご理解いただければと思います。

齋藤副座長   ボランティアの方への説明が必要ですね。

  協力してもらっている。

染谷構成員 　ちょっとくどいんですけども、用水側と道路側の部分については、行政で、後で草を

刈って始末するから、そこの所の草取りはしないでいい、というのをわざわざコミ協の

会長から各行政区に連絡もらったんですけれども、そうゆう考えでよろしいんですよ

ね。

岡田課長 　私どもの方からその点を特にはっきり出したということではないんですけども、フェン

ス下の部分については私どもの方で管理をさせていただいています。

　ただ、フェンスがあって管理用通路があって圃場側があって、圃場側については地

域の方に御協力いただいているということでございます

染谷構成員 　例年、通路側の一本目の畝との間は、コスモスの花が咲く間際に行政で綺麗に

刈っていただけるということで、機械が入ったのかやられたと思うんですが今年は、そ

うではなく地域でやってほしいいうお話なんですか、今の話ですと。

岡田課長 　昨年と同じ方法でお願いはしている状況です。

　ただ先ほど、ちょっと申し上げましたけれども地域の方でやっていただける所もある

もんですから、そのへんは臨機応変に我々も甘えちゃっているのが、実態です。

　ただ、祭りの前については、特に庁舎周辺の部分、人の出入りがある部分について

は、管理用通路の両側の話になりますけども一回草刈を入れるような形で対応してい

ます。

染谷構成員 　よろしくお願いします。

齋藤副座長 　なにか他にございますか。

染谷構成員 　では、資料１についてお伺いしたいんですが、２番の委託料の関係なんですけれど

も、今年実施をして、標準的な設計が出来ているんだと思うんですが、個々の区間ご

と細かく、その都度委託をしないと、この工事は出来ないのかという素人考えで、出来

ましたら案１で言えば６３万円近くの金額が土の入れ替えの方にそっくり回せないの

かという意味からのご質問です。
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小森谷構成員 　業務委託につきましては、基本的な設計部分で今、染谷構成員さんが言われるよう

に、うちのほうも、技師を抱えていますので、ともかく今年度発注した中で来年度につ

きましては、それを運用できればそれに越したことはないですが、ただ単価、というも

のは、毎年労務単価等が入れ替わりますので、単価の入れ替え等を踏まえながら対

応していくということで現段階においては委託料ということで見ておりますが、今年度

基本設計いう形で入れました物を活用さしていただければ、この点は無くなると踏ま

えていただいて結構でございます。

中島構成員 　まだ今年の予算については、実施していないですね。

　去年検討する時に、何で設計で土の入れ替えだけでこんなに掛かるんだというお

話があったんですが、その時に一昨年に県費を貰って市の方で土の入れ替えをやっ

ているんですけども、図面の方にあるやつなんですけれども、現地を見て現地の状況

を調べて土留めが必要だとか場所によって全部まちまちなんですね、コスモスふれあ

いロード圃場の部分、現地を調べて設計委託をするということで委託料がどうしても

発生してしまうという状況で、ございますので、ご理解いただければというふうに思い

ます。

小森谷構成員 　できるだけ私の方は、この予算、先ほどから、軍手の関係いろんなことを入ってます

けど、必ず入札行為とか見積もり合わせ等をやって軽減をさせていただきながら現場

執行、予算執行をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

中島構成員 　今回、私、事務局的なところもあるもんですから、補足的に説明させてもらいますと、

前回の会議でもあったんですが、コスモスふれあいロードの圃場の部分、これを改良

していく、それを全力で取り組むということで決定をみているわけですが、あの中で幾

つか事務局で少し検討して資料として報告しなさいというのがありましたので、案の２

と案の３ということで掲げさせてもらいました。

  案の２の方が４メーターと２メーターの管理用道路、２メーターの方がちょっと狭くて

通りづらいじゃないかというのが昔からあったものですから１メーター程度広げさせて

もらって、時には、自転車も通りますので、そういった時にも通りやすくしたい、そんな

ことで出したんですが、けっこう距離があるもんですからお金がまず掛かるということ、

あとは、葛西用水路土地改良区の方に相談したところ基本的な部分をいじるのもどう

かという、そんなお話もいただいているところがあります。事務局の方の説明の中にも

検討協議をする中の経過として、参考資料として一応提出したという説明があったん

ですがそうゆう状況があります。

　また、イベントスペース工事、霞ヶ関橋の袂の所の陸田部分の道を拡幅した残地の

部分なんですが、これについてもまだ調整がちょっと出来ない所が有ります。

　また、簡単な埋め戻しと、上がイベント等で使う程度にしても１８０万円というと結構

掛ってしまうなというところがありますので、これもどちらかというと前回の事務局で検

討して報告する資料にしなさいということですので前回の会議の時に啓発事業として

のぼり旗というのが有力な意見として出たところですが、それにマップ、くいもん屋マッ

プは、前回の時に環境経済課長の方が、そういった物を作ってロードでは配っていま

すよというのがあったんですが、今回、添付しましたマップの残部があまりないもので

すから少し加工して、刷り増ししていろんな場所に置いてもいいんじゃないかという発

想で、一番には入らなかったんですが案の２と３の方には約 20,000枚ぐらい入れさせ

てもらったという補足的なんですが案の１・２・３に付いては、そんなことになります。

中島構成員 　 継続してですが、資料でベンチの設置箇所というのがあるんですが、これが総合支

所の左側、葛西用水路の右岸と左岸、両岸ありますが１０基については、およそこの

位置にということの位置図になります。

　前回、木製のベンチがあった所に主に置くということになります。

　もう一枚圃場整備箇所の案内図ということで付けさせていただいているのが、波線

の様な形で２６年度工事実施箇所いうのがすでに２年前に土の入れ替えをやったとこ

ろです。

　実線の赤の部分工事箇所と書いた所が、２８年度１２月以降、今のコスモスが終

わった後に工事に入る取り組み箇所ということでご理解頂きたいと思います。

　以上です
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染谷構成員 　今の説明がありました圃場整備箇所の案内図で見ますと、２６年度の実施済箇所と

２８年度の工事箇所の間で空白の部分が出来ちゃうんですが、ここは、ベタでやった

ほうがよくないんですか、ここも空白の部分もやって新橋の橋までのという前提ではな

く延長してやって一定の区間整備が終わったり歯抜けになったりというのよりは続けて

やったほうが事業効果とすると、いいのでは、ないかと思うんですが。

小森谷構成員 　今年度の工事箇所に付きましては、前回、前々回の会議の時でお諮りした時のよう

に、空白ちょっと抜けている所は、すぐ役所の目の前なんですね、総合支所のここの

鉄塔の周りを含めまして、ここの圃場は、土がだいぶ良くて結構咲いている所なんで

すね、そういった所を勘案しまして、鷲宮総合支所の後ろ商工会の明かりがあって

ちょっと咲きが悪い所等々、勘案してこちらと言う事で検討してございます。

そのようなことを勘案しますと、ちょっと抜けている所につきましては生育がよろしい

ということで、ご理解いただければ、ただそれもだんだん泥がやせてくれば、そういっ

た所と勘案したときにやはり連続してやっていくことが一番よろしいと思うんですが、

現段階では新しくスーパーマーケットの後ろとかの石が、だいぶ入ったり、そういう圃

場の悪い所を重点的に決定した場所です。

齋藤副座長 　何か他にございますか。

事務局 　すいません、ちょっとよろしいですか、お配りしています資料１の案２、案３という所に

需用費にですね先ほどお話もありましたコスモスふれあいロードのマップ制作の費用

を入れさせていただいていたわけなんですけども、資料１の方にもふれあいマップの

制作というものを追加することが出来れば、たとえば JR東鷲宮駅とか東武鷲宮駅、コ

スモスふれあいロードとか近隣の公共施設にも配架することが出来ますので案１に追

加できればと考えているんですけどもいかがでしょうか。

増渕構成員 　もう一度

中島構成員 　案の４を作ればよかったんですが、前回の会議の指摘でのぼり旗が有効だったとい

うことで、のぼり旗だけを、土の入れ替えと軍手と備品の他にのぼり旗だけを入れたの

が案の１です。

　これにマップという話があったんでマップはくいもん屋マップがありますよということで、

ちょっと話が消えたようになっていたんで、それ入れてないのがあるんです。それが案

の４の様に考えて作ればよかったんですが、それ作ってないんで、のぼり旗の下に後

ろのページにあるコスモスふれあいマップ、たとえば 20,000枚を需用費の中に入れ

て、その 277,000円ぐらいかかるものを委託料、工事請負費を按分して減らせばマッ

プも取り込んで啓発事業としてのぼり旗とマップを入れた事業が出来ますという、そん

な案４として考えていただければよいと思うんですが、そういう提案も出来ますというこ

とです。

染谷構成員 　現在のマップというのは、市の通常予算で対応されてきているということなんですが、

これからは、それは不可能なんですか。

岡田課長 　マップそのものは、平成２３年に作ったマップでございまして、それ以降は、特に印

刷はしてないです。これについては、ロードを歩きましょうという PR的な物で、通常の

使っている物なんですね、フェスタをイメージしたものについては、商工会の方で観

光客の回遊を街中の商店の方に足を運で頂きたいという趣旨の元に作っているマッ

プがございますので、そちらを活用して観光の方には、ご覧いただている状況でござ

いますので、これについては今の所、増刷の予定はないです。

増渕構成員 　マップ作るの、すごく良いことだと思うんですけども、ただこのマップは前からあった

やつですので、この事業でやる場合は新しい事を考えないと、おかしいと思うんです。

　むしろこのマップの増刷は、別の市の予算でやらないとおかしいんじゃないですか。

　500万の予算の中でやるということは、ようするにアイディアじゃ無いからこれは、もと

もとあったやつだから、あって当たり前で、たまたま在庫が無くなったからこの 500万
でやろうというのは、どうも、なんか市民目線で見た場合におかしいと思うんですよね。

　という私の意見です。
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中島構成員 　おっしゃる通りだと思うんです、この増刷については、今の役所とか一部の公共施

に置いて配布しているというのを、これをもっと積極的に刷り増しして、駅とかいろいろ

な所に置いてもらおうという、その提案を地域会議でしたらどうかという、その刷り増し

代ということでご理解いただければありがたいですが。

齋藤副座長 　どうですか

中島構成員 　案の４ということですから

斉藤副座長 　これをこのまま増刷するんじゃなくて企画から入るということ

増渕構成員 　増刷すること、すごく良い事なんですけど、むしろそれは、この 500万の予算でなく

て別の予算を執行部の方で考えてやるべきことじゃないんですかね。

　それじゃなくても土の手入するのに、お金がかかるのに、ちょこちょこしか出来ない

のに。

中島構成員 　マップというのが、前回の時にちょっとお話したんですが、いろんなマップが出てま

して、文化財散歩めぐりのような、ちょっと観光的と言えば観光的なんですが、郷土資

料館の方でも出しているんですね。何か市内を、コスモスロードをきっかけに鷲宮神

社とかいろいろ回遊してもらえるようなオリジナルのマップが出来ればいいなと思うん

ですが、なかなかそこまでうまく事業化出来るかどうか自信ないもんですから、とりあえ

ずは、これを刷り増しして多く配ろう、でこの残部が足らないんで刷り増しするのは当

然いまおっしゃられるような形で市の予算で刷り増ししてくださいという。ただもっと他

に配って置いてもらおうという、その分の 20,000枚という提案ですのでマップ事業に

ついては内容がそれであれば、案の４は特に考えて頂かなくてもけっこうだと思うんで

すが。

岡田課長 　マップについて、残部が無くなって、また、必要性がでてくれば私どもでも考えます。

　先ほどちょっと簡単にお話をさしていただいたんですけど観光客向けに歩いて健康

を作りましょうというよりも、できれば観光客の人にはこういった物が商店の方でお土

産品としてありますよとか、そうゆうのがよろしいかと思うんですよね、はたしてこれがそ

れになるのかは、分かりませんが、この保存版ということで今日参考に配らせていただ

いた、ちょっと立派すぎちゃって、これを皆さんに配布するとすぐ無くなってしまう様な

物なんですけれども、こういった物であるとか出来れば私は商工会の方で作っていた

だいている、地元の商店さんにある、うまいもの屋マップのほうが観光客向けには効

果が高いというふうに考えているところでございます。

　そういったたこともありましてこのＴＰＯに合わした地図の印刷、配布その辺を市の方

では考えておるところでございますのでご理解いただければと思います。

　くいもん屋マップ表がそれで裏が広告になっております。

宮城構成員 　今、作ってますよ、２８年版。

岡田課長 これについては、個々の商店の方からお金を頂いて独自に作っているということで

費用負担なしに地元の PR、熱意も入っているペーパーですので、出来ればコスモス

とかの観光の時には、こちらの地図を利用させてもらっています。

小森谷構成員 　ちょっとよろしいですか、ひとつ。増渕委員さん、皆さん方からも、お話が出てるとこ

ろなんですが、今まで、マップというものは環境経済課という所で作ったよというふうに

なっています。そうではなくてこの地域会議で考えるのは、これをモチーフにして入れ

替えるかどうかちょっと別として我々が考えたのは事務局として考えたのはここに鷲宮

地域会議というふうに発行元を書いて、で、１０キロというコスモスふれあいロードにた

とえば鷲宮駅にも置くよ、大宮駅にも置くよ、こういった所に置いてここの場所に歩い

て来てもらおうといった観光のひとつの冊子という形で作ってみたらどうだろうというこ

とですね。

　あくまでも、刷り増してというふうに考えていただくのもひとつの方法だと思うんです

けどそれは当然予算を作ったりする、ただ、そういった物を待っているんではなくて地

域会議として、こののぼり旗は固定しているのですけれど、今度は、配布物ということ

でコスモスふれあいロード、１０キロ近いコスモスを見て歩いていただくこと、そうゆう物
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を各駅とか公共施設等々に配布することもひとつの PR活動として検討させていただ

いて提案させていただいたものです。

　できれば先ほど言ったような入れ替えの委託料とか、そういった物を若干減らしてし

まいますが宣伝効果というものがあるのかなと考えています。

　できれば、同じ様な物になるか分からないですけど、そういった物を作らせていただ

ければ、これすごく子供が見てもかわいいですよね、私は久喜からきたんですけどい

いなと思っているんですよね、特に後ろで健康のウォーキングということで保健セン

ター等々の意向も踏まえて作っているんでけど、やはりこの１０キロを歩くっていうか、

自転車っていうのは、ちょっと無いんですけど、私は加須市でサイクリング自転車とい

うのを貸出をしているんですね無料で、そうゆうものもいいなと私なりに個人的な考え

なんですけど、そういったことを踏まえながらもやはり健康で歩いていただいて、鷲宮

地域にあるコスモスふれあいロードを見ていただくことは良い事だな、というふうに考

えてございます。

齋藤副座長 　他になにかございますか。

　この資料で案が１・２・３と出でいますけど、どれかに絞るんですか?

中島構成員 　先ほどもちょっと説明さてもらったんですが、幾つかの事務局の方で可能性あるも

のを予算措置も含めて、案として地域会議の方に報告しなさいというのが前回の最後

だったと思うで、その中で土の入れ替えと、イベントスペースの工事と遊歩道の拡幅と

いうことでいれさせてもらいました。ただ実際問題、案の２と３についてはかなり厳しい

状況だということです。

　前回会議の中であった、のぼり旗がいいだろうと、もうちょっと駅前とか出して PRし

なさいという話がありましたので案の１でそれをかかげさせてもらいました。ただ案の１

だけになりますと、検討の余地がないということで、あれはどうなのということになります

ので、ひとつの考え方としてはイベントスペース、遊歩道の拡幅、そんなものも検討し

た結果、案の１の方に意見が集約されれば、それはそれで会議の意義があるのかな

と思ったんで、こうゆう形で出させてもらいました。参考程度といったらあれなんです

が、そうゆう程度と受け止めていただければ幸いなんですが。

齋藤副座長 　これについてなにか意見ございますか。

　よろしいでしょうか。

　案の１を準じてこれにふれあいマップを足すというぐらいで。

増渕構成員 　前、私質問してたらごめんなさい、本来はこのコスモスロードを観光客が来るために

は東武鉄道と JRに PRしなければいけないですよと、何かの会合で質問したところ役

所の回答は、今年は、どこどこのお祭りの方で申請するので、これは出来ませんと答

えをもらったんです、この会議ですかね、よその会議だったかな？

中島構成員 　去年の地域会議の中で JRの駅からハイキングとかそういったものでということで増

渕構成員の方から話があったと思います。

　去年 JRの方で別の場所を選んで駅からハイキングのコースにしたと思います。

増渕構成員 　そうゆう話ではなくて、市として、久喜市として一つしか申請出来ないんだと。

中島構成員 　選択が？

増渕構成員 　JRに対してあれもこれも言えなくて一つしか出来ないと、今年は久喜の何とか祭り

で頼むからできないという答えをもらった。どの会議か覚えてない。

岡田課長 　ここで出るとすれば、菖蒲地域の駅からハイキング、バスで行く計画のやつですね、

あとは、久喜の理科大の祭りだったですかね、その二つが時期的にここで議論された

かもしれません。

小森谷副支所長 　JRにしても、東武にしてもそうなんですけど、地元から上げる PRていうかね、コスモ

スふれあいロードにしても何のお祭りでも、なんでもそうですけどそれを拒むということ

は無いです。
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　ただ今言ったように一個だけですよとかイベント事業とはちがいますのでこの会議で

たぶんそうゆうことは、話されて無いと思います。

増渕構成員 　じゃあ、市の回答としては、当時、たぶん去年だと思うんですけど、毎年 JRにいうや

つは、大きい久喜になってから一つしか頼めないということは、聞きましたね。

　だから、今年はどれを申し込んでいるのか、来年は、これが入るのかどうか、入りもし

ないのに駅で配るということ自体も、ちょっと何か両輪が動かない感じがするんだけど

ね、駅にも頼む、これも配るというんであれば、これも効果があると思うんだけど、ほか

があるからこれは頼めないって話、私聞いたんで。

中島構成員 　このマップは、ひとつの事務局のマップという物に対する案ですから、マップをやる

んだったら、これを刷り増しして駅とか、いろんな所においてもらってはどうかということ

で。先ほども申し上げましたように、コスモスロードの時期に観光客にいろんな所を回

遊してもらう、そんなようなマップが理想なんでしょうけれども、そこまでは、うちのほう

でつめきれてないということなんで、案の４という架空の案の４ですが、それはそんな

考え方で２と３の中のマップという所でいれさせてもったという、案の１は案の１でのぼ

り旗だけという形なんです。

　続けて申し上げますと、今回の会議で２９年度、来年度に取り組む鷲宮地域会議の

事業ということで内容の方が固まれば、一応これを、もう一度、精査して去年と同じよう

な形でここで決定を見れば、新年度の当初予算で鷲宮の総務管理課として予算要

求、上げていきたいとそのように考えています。

増渕構成員 　ですから、市から久喜市として、このコスモスロードのコスモスの祭りの事を、JRのほ

うに PRすることを決めておいてもらわないと困ると思うんです。

　たぶんこれは環境経済課のほうから答えが出たと思ったな。

　岡田さんが課長になった前か後かどちらか。

岡田課長 　地域会議そのものの会議は私の代からだと思います。もしその議論が他でされてい

るとすれば地域会議とは別の所でやられていると思います。

　いま JRに係る駅に対する PRですけど、それについては毎年ポスターを掲示して

いただいたり、そういった協力はいただいております。

増渕構成員 ポスターの掲示じゃなくて JRに直接言わないと JRでその申し込みがあった所に

対して乗客というかお客さんに呼びかけている。

そうすると団体で来るんですよ。

前はそれがあったんで団体が来てわけ、今それが無いんで団体が来ないですよ。

中島構成員 　それ、おそらく駅からハイキングの話だと思うんですよね。

　東武鉄道は、健康ハイキングということで、まあこんな企画で現地集合で現地で受

付して、駅からハイキングは、東鷲宮駅からコスモスロードを通ってフェスタの会場の

脇を通って鷲宮神社の方へ行って戻ってくる、最後は百観音温泉で割引券か何か

出たということで 1,000人規模ですから、かなりフェスタとぶつかった時には、もう大混

雑という、それだったと思いますが当時は JRの方でコスモスロードをこういう形で利用

したいということで来たと思いますね。

東武健康ハイキングも東武鉄道の方で、当時、鷲宮に駅長さんいらしたんですが

このパンフレットも幾つか持っていきましたしフェスタのポスターも何部かほしいという

ことで春日部ぐらいまでは貼ってもらったはずなんですね。

そういう形でやっていたものでして、今のお話の関係は、おそらく駅からハイキング、

団体でというか集団で 1,000人ぐらいの方が市内を地区内を歩いてたと思います。

幾つか栗橋に抜けるコースとかあったと思います。

小森谷構成員 　それは、JRの方で作るんですよね。

　今回菖蒲に行ったやつも。

増渕構成員 　最終的には JRの方で作るんだけどその前に自治体の方でお願いしますとの事を

やらないと。
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小森谷構成員 　それは、やりますけど、それが結局、今言った、あくまでもコスモスフェスタだとかま

あブルーフェスタとか色々あって、この久喜市にもいっぱいお祭りがございます。

　今回全部、鷲宮のコスモスフェスタばかりじゃないですから順番を持って今年は、久

喜駅からブルーフェスタというか菖蒲の方にこれも６００人から７００人集まったと聞い

ています。

　そういった毎年 JRの方の支所長のお話の中で申し上げるように、東武でやる事業、

JRでやる事業に対して要望というものは逐次環境経済課が出していると思うんです

けどね

増渕構成員 　今これを２９年度でやるわけでしょうから、当然２９年度には、今の何とか祭りに変

わってこれをお願いするようにしないと、せっかくこれ作っても意味が無いんでね。そ

ういう条件で作んないと、意味が無いと思いますよ。

　かつて町の時代は、結構来たんですよ、町外からも、合併してから JRと東武がほと

んどやんなくなったんで、駅から歩いて来る人はものすごく減っているんですよ。

　なぜ私知っているかというと通常コスモスフェスタは、この会場でやっているけど桜

田地区だけは、このコスモスロードでやっているんですよ、ですからすごくわかってい

るんです状況が現実の、で毎年、自分らも JRにお願いしますと言ってたんですよ。

　だけど合併してからだめになっちゃったんですよ。

　予定入ってませんといつも言われちゃって

　だんだん、分かってきたのが役所からも向こうに言ってないのが要因として大きく

あったんですよね

　ということですので私が申し上げたいのは、これ作るのはいいんだけど、作る以上は

市として関連性を持ってやらないと意味が無いんで一つよろしくお願いします。

中島構成員 　その辺のところは私の方でシステムが分からないんですが、なかなかコスモスロード

を２９年度の市の JRが取り組むべき事業の最優先観光事業ということで取り上げられ

るかというとちょっとわからないもんですから、このへんは、そうなるとちょっと弱くなる

かなとそんなところなんで。

齋藤副座長 　機会があったら役所からそうしたものも、JRとか東武とかいれておいてもらわないと。

増渕構成員 　機会というか、機会はあるんだけど市として優先順位があるらしくて、今年はブルー

何とかだからこれはだめだと言うことだった。

　今年は JRからやっぱりお客さん来ない。

　せめて来年来るためには、せっかくこれも作るんだから。

齋藤副座長 　ブルーフェステバルと推薦してたら次は、どこかやっぱり考えはあるんですよね。

増渕構成員 　役所内のことだから分かりませんよ。

岡田課長 　鷲宮地区も昨年、駅からハイキングを実施しまして、やっているんですよね、ただそ

のハイキングのコースと時期がコスモスとずれている時期だったと思います。

　地元としても太鼓で出迎えたり、いろんな商工会も、甘酒だったかトン汁だったか何

かやっていただいたりしながらイベントの方は実施してます。

　また、商工観光課が基本的には窓口になるかと思うんですけど毎年地域を回したり

いろいろするような全体のたとえば、理科大が今年終わりだから理科大の学園祭に合

わせてその企画をするとか、市内全域を見ながら協議をして実施をしてるのが実態で

す。

　当然実施自体が JRになりますので、JRの事情が分かりませんけども、実施の時期

であるとか他と重なるとか色々あったりすると思うんで、そういった状況がクリアーされ

て出来てくるかと思います。

　当然我々からすれば鷲宮地区を盛り上げるために、鷲宮の環境経済課がございま

すので、この地域をお願いしたいという話はしてまいりたいと思います。

増渕構成員 　という事を市として取り組んでくれないとだめなんで、観光協会にしても商工会にし

てもそうしてくれないと困るはずなんで、私は全然違う立場から話してますけど、ひい

ては結果そっちの方に影響しますんで。
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　毎年種まきはいくらでもいるんだけど草取りする人はなかなかいないんですよ。

　形は役所から各区長宛に来てやってますけど桜田地区の場合は桜田地区コミ協と

して取り組むということでやってまして、毎回草取りする人に、私は広報やってますけ

ど、広報のほうで援助するということで、水を持って行ったりしてるわけなんです。飲料

水とか、何故、種まきするのか草取りするのか、追っていくとそこにつながるもんです

からそれを説明するのに弱くなっちゃうんですよね。

　ただ栽培するのは土いじるのは良い事としてやっているのではなくて、そこに行き着

くもんでから、せっかく植えても人が来ないと寂しいんで、一つよろしくお願いします。

以上です。

染谷構成員 　このマップを作るような応援のお話も今ありましたけど、この中で見た時に右側の中

ほどにある問い合わせ先というのが地域会議というものを PRする意味でも問い合わ

せ先というのを総務課さんが引き受けていただけるんですかね。

　真ん中の下の方にある「一休み」とあるがこのようなベンチは、どこか一箇所でもある

んですか、無いようならさしかえなければいけないと思うんですが、現実に一つも無い

のは、まずいと思うのですが。

岡田課長 　作った当時は分かりませんけども、今現在木製の曲がっている様なベンチございま

せんので、この辺は次に印刷する時には考えます。

小森谷構成員 　今、私の方でお話したのは、この環境経済課の方で作ったもの、これは、先ほどお

話が出ましたように平成２３年の５月に 10,000枚程度作ったということで聞いてござい

ます。

　それを各公共機関等に配布したということで今残数が無いということは、承知してい

るところです。

　ただ私の方で考えたのはこれをのぼり旗というただ飾る物でなくて、地域会議という

名前を入れて総務管理課になるのか地域会議だけの名前になるのか分からないで

すが、それを PR手段としてマップを作ったらどうか、それと今言ったように「一休み」と

いうものについても現場に合わせても、正直５年過ぎてますので、現場に合わせて構

成させていただければと考えてございます。

染谷構成員 　くどいようですが、問い合わせ先で、ここの電話番号でどなたに、これを見た人が疑

問に思うのがあったら伺うかというその先が地域会議で誰かが何処に詰めているわけ

でないので総務課さんが引き受けていただけるんですかというお話です。

中島構成員 　マップを地域会議で作成したということで名称を入れた場合でも観光マップというこ

とになりますので私どもの方では、環境経済課、問合せ先は環境経済課ということで

一本化したいと、考えています。

齋藤副座長 　他によろしいでしょうか。

　事務局でこの案のほうの１で、これにマップをプラスするのか。

中島構成員 　マップ入れない、この案１か、マップ入れるかというところだと思うんですが。

齋藤副座長 　それでは、この資料の案が１・２・３とありますけども、案の１の中にふれあいマップを

プラスするということで案の１で進めてよろしいですか。

久保構成員 　先ほど支所長さんの方からマップを入れるんであれば案４にしたいという話がありま

したので、１案は１案でそのままやっていただいて、４案の方でマップを作るのをして

いただいた方がいいと思います、マップを作成するかどうかを皆さんで決めていただ

いてその後にマップ入れるんであれば、１案にプラスとかするんであれば可能ですけ

ど、４案にしたほうがいいと思います。

増渕構成員 　４案にする場合は、１案の２と３から按分で減らすんですよね。

染谷構成員 　１案の修正案でいいんじゃないかと思うんですが、何も無いもので４案わざわざ作る

ことはないと思います。

中島構成員 　４案といいながら、いろいろ話を聞いてまいりまして、この提案させていただいた案

の１で、いいんじゃないのかなと私は思います。
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増渕構成員 　案の１でいいってことは修正じゃなくて。

中島構成員 　修正じゃなくて、この通りです、のぼり旗だけでいいんじゃないかと。

齋藤副座長 　いかがでしょうか。

岡田課長 　よろしいでしょうか、委員外でこういうことお話してよろしいのか分からないのですけ

ど、マップにはやはりそれぞれ目的があろうかと思うんです。コスモスロードの位置を

示すマップだったら、結構いろんな物が出ていてよろしいかと思うんですけど、できれ

ば我々はどうしても観光を地元の商工業の育成の方に結び付けていきたいという意

思があるもんですから、来ていただいた人には、お土産の一つも買っていただきたい、

食事もしていただきたい意思もあるもんですから「くいもん屋」マップそちらを本当に

我々とすれば活用していきたいなという気持ちはあります。

　決してこれを作らないとか何をしないと申し上げているわけではなくて、この地図は

年間を通して健康作りに役立ててコスモスロードを歩いてくださいねというような中味

のマップだと思います。

　先ほどからお話にあるように観光ということで結びつけるとコスモスとポピーの開花

時期以外は、ちょっと観光性は薄いのかなというふうに思いますので、後は郷土資料

館で作っていただく文化財とかそういったことになってきちゃうので花の時期には、花

の時期なりの、活用をしていきたいと思います。

　以上です。

齋藤副座長 　それでは、事業予算については、案の１、これで行くということでよろしいでしょうか。

　

　（「はい」「賛成」の声）

　それで、結論を出させていただきたいと思います。

　議題１は、これでよろしいですか。

　議題の１番につきましては、これで終了させていただきます。

　議題の２番に入ります、次回の会議の日程等について、これについて説明をお願

いします。

事務局 　次回の会議日程でございますが、今回第３回鷲宮地域会議において平成２９年度

に取り組む事業というのが決定されましたので、予定された本年度の地域会議はこれ

で終了となりますが皆様の方から何かテーマやご意見がございますでしょうか。

増渕構成員 　今の説明だと、もうこれでいいから、次はなくてもいいんだと聞こえたんです。

事務局 　今年度は、第３回をもって終了ということです。

染谷構成員 　ひとつだけ、今、地域会議のほうでは、主にコスモスふれあいロードの整備とかいう

のを積極的にやって行くという話なんですが、今年度のマラソン大会の方で一部コー

スの変更があってコスモスふれあいロードに、ちょっとの間だけ回ってくるコースなん

ですけれども、３月のマラソンの時期は、鷲宮地区の数少ない観光資源となるような、

河津桜が咲いている時期なんですが、何故そこのところ、去年はほんのわずかです

がはいっていたんですが、今年は一切抜いてしまったのは何か理由が在るのです

か?　　

　せっかく伊豆まで行かないで花見が出来るのに、何故これを観光資源ということで

位置づけていらっしゃらないのか、その辺を市の方からお伺いできたらと思います。

中島構成員 　マラソンコースがどうして変更になったのかというのは、

染谷構成員 　変更になったのは結構なんですが、どうしてルートに入らないのか桜の花が咲いて

る時期なのに。

中島構成員 　人伝えに聞いた話は、去年一部、川越栗橋線を止めることが出来ないという事で、

高橋医院さんてご存知かと、川越栗橋線の下を通す関係で青毛堀の脇を通って使っ

たらしいですが、走られた方から道が狭くて走りづらいという意見が非常に多かったと

いう事で今年は警察の方に頼んで鷲中脇あたりの川越栗橋線を止めて、警察の方で
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OKが出たんでそちらにしたということで使わない。

　なぜ使わないというよりは、ランナーの便宜をはからったということでコースを変えた

ということに聞いております。

染谷構成員 　今の話は、分かるんですけど、中学校の前の通りを通ってコスモスロードへほんの

何百メートルかクランク行ってこう一回、戻る距離合わせみたいなコースになっている

と思うんですが、それならば、下新井の所の昔、孵化場があった通りで旧の久喜鷲宮

元の県道の桜堤の脇を通って神社通りの T字路で入っていくのは狭くも無いし何で

も無いし、わざわざコスモスロードを短い区間だけを行って距離あわせをするのよりも

よっぽど自然だし、鷲宮も本当に３月の中頃で皆に来てもらって観光資源にでも将来

的には発展させていくためには、卵だと思うですけどそういうふうな意識でコース設定

にご意見等は上げなかったのか。

中島構成員 　河津桜が非常に観光資源になるんじゃないかと、商工会や観光協会の人も何かそ

んな思いをもたれているようです。

　ただ具体的にというのがなかなか無いんで商工観光課とかそういった部門の又マラ

ソン大会の部局が有りますので、そちらの方にも一応意見ということで伝えておきます

ので。

染谷構成員 　旧の鷲宮町の頃、将来の観光資源を考えて植えてあるのを聞いてますんで、それ

なりの物は、久喜市に合併されてからもちゃんと生かしていただかないと、けっこう最

近また毛虫が出て周りの人も困ったりもしてますけど、特に活用する気が無いんなら

木の方を減らしてもいいのかどうか、いろんなことも考えてもいいんでしょうれども、

やっぱりたくさん人をお招きするのには、それなりの規模が無いと無理ですし、と思う

んで是非ご活用をよろしくお願いします。

齋藤副座長 　河津桜もちょうど大きくなって見ごろになってきたので、よくその辺も検討して、常に

気持ちは、有るんですけど、中々ちょっと具体的にはならないというところが現実です、

染谷さんの気持ちもよく分かっておりますので。

　それでは、第４回目は、無いということで。

事務局 　今後の動きにつきましては、石川座長とも調整をいたしまして、それで進めて参りた

いと思います。

　議題３のですね、その他についてになりますけども、鷲宮地域会議の構成員の皆様

の任期につきましては、平成２９年３月３１日に満了となります。

　平成２９年３０年度の構成員の選任につきましては、久喜市地域会議設置要綱に基

づいて、４地域で歩調を合わせるなどして進めてまいりたいと考えております。

　その際には、皆様のご理解・ご協力をお願いしたいと存じます。

齋藤副座長 　よろしいでしょうか。

　ただいまの件につきましても何か質問がございましたら、お受けしたいと思いますが

よろしいですか。

　ご理解を頂いたということでお願いいたします。

　それでは、議題が全部済みました、大変至らぬ議長でしたがこれで役目を終わらせ

ていただきます。

　ご協力ありがとうございました。

事務局 　斉藤副座長ありがとうございました。

　平成２９年度に取り組むべき事業につきまして、円滑なるご決定、誠にありがとうござ

いました。

　それでは、以上をもちまして平成２８年度、鷲宮地域会議を閉会とさせていただきま

す。

　本日はありがとうございました。
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　会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。（注）

　　　　　平成２８年１１月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小森谷良造      　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  染　谷　福　一   　　

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。
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