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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１回鷲宮地域会議 

次第１ 開会 

事務局（阿部） 

 

 皆様、おはようございます。 

 私は、本日の司会を努めさせていただきます、鷲宮総合支所総務管理課

の阿部と申します。 

よろしくお願いいたします。 

まず、お手元の配布資料の確認をお願いいたします。 

はじめに、本日の「次第」、次に、１２ページものの冊子報告書、資料１

平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業について、資料２のぼり旗

デザイン（案）、資料３購入する管理機（耕運機）、資料４土の入れ替え工

事箇所（案）の６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。 

始めに、次第１「開会」を鷲宮総合支所長の堀部から申し上げます。 

堀部支所長 みなさん、あらためましておはようございます。鷲宮総合支所長の堀部

と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

本日は第 1 回目の鷲宮地域会議ということで座長も副座長もこれから決

めていただくということになっておりますので、私のほうで開会をさせて

いただくことをご了解いただきたいと思います。 

構成員の皆様には、大変お忙しい中、この鷲宮地域会議にご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。 

この地域会議の目的などにつきましては、この後詳しく会議の中でご説

明を申し上げますが、簡単に申し上げますとこの地域のことをよく知って

いる皆様に、鷲宮地域の魅力ある街づくりを進めていためには、今何が必

要かについて考えていただきまして、それを事業化していく。予算が５０

０万という枠はあるのですが、その中で事業化していくというものでござ

います。 

これまでの地域会議のなかで、コスモスふれあいロードに関する事業を

進めていくとの方向性に関しては決定をされているところでございます。 

また、本年度の事業につきましても、骨格については決定をしていると

ころでございますが、詳細な部分は決定しておりませんので本日、ご協議

をいただく予定となっております。 

また、来年度事業につきましても、今後この会議の中でご協力をいただ
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きたいと考えてございます。魅力ある鷲宮地域づくりのためにお力添えを

いただきますようお願い申し上げまして、平成２９年度第１回鷲宮地域会

議を開会させていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

次第２ 構成員及び事務局職員の紹介 

事務局（阿部） 

 

続きまして、次第２「構成員及び事務局職員の紹介」でございます。 

冊子報告書の１ページ、鷲宮地域会議構成員名簿をお開きください。 

なお、本日は、卯月正夫様からは欠席の連絡を受けております。また、

足立様、野川様につきましては現在、連絡調整中でございます。 

それでは、恐縮ですが、名簿順に加茂谷様からお願いいたします。 

 構成員自己紹介 

事務局（阿部）  ありがとうございました。 

 続きまして、事務局を紹介いたします。 

 事務局職員自己紹介 

事務局（阿部）  また、コスモスふれあいロードを所管しております、環境経済課職員に

も出席しておりますので紹介いたします。 

 環境経済課職員自己紹介 

次第３ 座長、副座長の選出 

事務局（阿部） 

 

 続きまして、次第３「座長、副座長の選出」でございます。 

 本日、第１回の鷲宮地域会議におきましては、構成員の皆様が平成２９

年６月１５日から平成３１年３月３１日まで、新たに委嘱させていただき

ました構成員の皆様でございます。このことから、本会議の設置要綱第６

条に基づきまして、座長、副座長の選任をお願いしたいと存じます。 

また、座長につきましては、構成員の皆様の互選により選任し、副座長

におきましては、座長の指名により選任することとなっております。 

それらのことから、座長を選任するまでの間、仮座長に進行をお願いし

たいと思います。 

よろしければ、平成２７年・２８年度の鷲宮地域会議の副座長を務めて

いただきました齋藤勝構成員に仮座長をお願いしたいと存じますが、ご承

認いただけますでしょうか。 

全員  異議なし 

事務局（阿部） では、よろしくお願いいたします。 

齋藤仮座長 

 

 みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました齋藤でございます。 

暫時、事務局で申し上げましたように座長と副座長が決まるまで、進行

させていただきたいと思います。よろしくご協力お願いいたします。 

着座にて失礼させていただきます。 
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それでは、お諮り申し上げます。自薦・他薦をおきまして、どなたかご

意見がございましたら、お受けしたいと思いますが。 

髙橋構成員 よろしいですか。前回も区長会並びに商工会で座長・副座長をやってお

られますので、是非、区長会のほうでお願いしたいと思います。 

齋藤仮座長  意見がございましたが、みなさん他にございますか。 

では、区長会の区長さんたち大勢いらっしゃいますから、その中でどな

たか、というのはございますか。 

染谷構成員 区長会の会長の増渕さん。区長会からということでしたら会長を推薦し

たいと思います。 

齋藤仮座長  これについて他にご意見ございますか。 

全員 異議なし。 

齋藤仮座長  わかりました。こうして構成員全員がお集まりしているところでの、公

開で決まったところですので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、副座長は座長が指名という形になっております。増渕座長、

副座長はどなたがよろしいでしょうか。 

増渕座長 申し訳ないのですが、引き続き齋藤さんにお願いできませんでしょうか。 

全員  全員拍手 

齋藤副座長  わかりました。では、副座長は私がということで。 

私は、久喜市商工会の副会長という立場です。鷲宮支所から出ておりま

すが、支所としての権限があまりないので、いちいち本所へ問い合わせし

ないといけないものが多いのですが、それなりに一生懸命頑張らせていた

だきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

事務局（阿部） 今後の会議進行につきましては座長にお願いいたします。 

次第４ 会議録署名人の選出 

増渕座長 

 

 それでは、齋藤副座長が留任していただけましたので、安心してこの席

に移らせていただきます。 

それでは、会議を続けたいと思います。次第４の「会議録署名人の選出」

に移りたいと思います。選出につきましては円滑に会議が進行いたします

よう皆様の特段のご協力をお願いいたします。 

それでは次第４「会議録署名人の選出」ですが、座長・副座長を除きま

した名簿順で、本日ご出席の加茂谷構成員と渡邊構成員にお願いしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

全員 異議なし。 

増渕座長 それでは、加茂谷構成員、渡邊構成員、よろしくお願いいたします。 

次第５ 報告事項 

増渕座長 続きまして、次第５「報告事項」です。 
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 初めに（１）「地域会議の運営について」を、事務局からご説明をお願い

いたします。 

事務局 

（大久保） 

はい、それでは、事務局より「会議の運営について」３点ご説明申し上

げます。 

 まず、１点目ですが、会議録とその資料の公開についてです。 

 今後、会議録等につきましてはホームページ等で公開することとなって

いるものです。なお、構成員名簿につきましても、公開となっております

ので、ご理解ください。 

 次に、２点目は、会議録の作成方法についてでございます。 

 会議録の作成方法といたしましては、他の会議等で多く採用されており

ます「できる限り全文記録方式に近い形」で作成したいと考えております。 

 ３点目は、会議録の確認・署名方法でございます。 

 先ほど、本日の会議録署名人お二人を選任いただきましたが、会議録に

つきましては、事務局で原案を作成しまして、構成員の皆様にご確認いた

だいた後、お２人に署名をいただきたいと考えております。 

以上でございます。  

増渕座長 只今の事務局からの説明について、何かご質問はありませんでしょうか。

無いようですので、よろしいでしょうか。 

構成員 はい。 

増渕座長  それでは、２番の「久喜市地域会議の概要について」を、事務局から説

明をお願いします。 

事務局 

（大久保） 

 

 はい、続きまして久喜市地域会議の概要について、ご説明申し上げます。 

 報告事項（２）「久喜市地域会議の概要について」、報告書２ページをご

覧いただきたいと思います。目的、組織、地域会議の運営について、順に

資料に沿って読み上げさせていただきます。 

１ 目的  

新市としての基礎作りが概ね達成できた本市においては、今後、埼玉県

東北部の拠点都市として躍進を図る必要があります。 

この「拠点都市」と呼ぶに相応しい都市を目指すためには、各種インフ

ラの整備なども重要であるが、少子高齢化や人口減少時代を迎える中、住

民同士が互いに支えあい協力しあいながら、より豊かな共助社会を築き上

げ、地域で暮らす人々とのつながりをさらに強いものとすることにより地

域の力を高め、だれもが元気に暮らせる魅力あるまちづくりを進めていく

ことが必要です。 

これらの目的達成のため、住民等により構成する地域会議を４つの地域

に設置し、各地域の特色や資源を生かしながら、世代間交流、環境美化、

子育て、祭り、防犯防災など、地域住民の福祉の向上につながる事業等を
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それぞれの地域会議で検討、協議し決定していくものといたします。 

２ 組織  

（１）所管 本庁：市民部長、自治振興課  

総合支所：各総合支所長、総務管理課 

（２）名称 

   正式名称は、久喜地域会議、菖蒲地域会議、栗橋地域会議、 

鷲宮地域会議とする。 

（３）構成員 

   各地域の住民及び市職員から市長が委嘱又は任命する。 

  ① 市民 

   各地域の実情に応じて選定する。 

なお、地域の課題等に応じて、できるだけ幅広い層から選定するよ 

う努めることとなっております。 

  ② 行政 

   本庁：市民部長、自治振興課長、（関係所属所職員） 

   総合支所：総合支所長、各総合支所総務管理課長、（関係所属所職員） 

（４）構成員の任期 

   原則２年とする。 

   但し、地域の実情に応じて各所管において定めることができるもの

とする。 

３ 地域会議の運営 

  地域会議の運営方法は、地域の実情に応じて、各所管及び各地域会議

において定めるものとする。 

４ 地域会議の取り組み 

（１）地域会議における検討・協議事項 

   地域会議において、それぞれの地域が求めているものについて検

討・協議する。 

  ① 地域の特色を生かした活動 

  ② 地域課題への対応 

（２）事業の実施 

   地域会議で検討・協議された事業について、各事業所管課において

予算措置をする。 

５ 予算 

  各地域における事業については、予算の範囲内で補助できるものとす

る。 

６会議の公開 

「久喜市審議会等の会議の公開に関する条例」に準じ、会議は原則公開と
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し会議録を作成し公開する。 

７手当て 

   構成員の会議への出席に係る謝礼等の支給はございません。 

以上でございます。 

増渕座長 

 

只今の「久喜市地域会議の概要について」事務局から説明を受けました

けど、質問はございませんでしょうか。 

それでは、（３）「鷲宮地域会議の概要について」を、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

（大久保） 

 

 続きまして報告書の４ページをご覧いただきたいと思います。 

 鷲宮地域会議の運営並びに取り組む事業の骨子が決定しておりますの

で、その概要についてご説明いたします。 

 鷲宮地域会議は、元気で魅力ある久喜市を実現するため、地域の特色を

生かした事業、地域の課題を解決するための事業として、コスモスふれあ

いロードの整備・充実を図ることから、本ロードの圃場改良工事を柱（骨

格）とした「コスモスふれあいロードの推進」を決定しております。 

この取り組みにより、コスモスふれあいロードの継続的な整備を進め、

鷲宮地区を代表する観光資源の充実を図るものでございます。 

増渕座長  只今の説明で、ご質問はございますでしょうか。 

続きまして（４）「平成２８年度コスモスふれあいロード推進事業の実績

について」を、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

（大久保） 

 

 報告書の５ページをご覧ください。 

平成２８年度コスモスふれあいロード推進事業の実績についてご説明い

たします。 

鷲宮地域会議は、平成２８年度に３回の会議を開催いたしました。この

中で、平成２８年度事業の執行状況を報告するとともに、平成２９年度に

取り組む事業と予算を決定いたしました。 

また、次の６ページは「平成２８年度事業にかかる予算の執行実績」で

ございます。 

需用費から順に説明させていただきます。 

当初予算４０，０００円に、委託料、工事請負費及び備品購入費から合

計６１，０００円を流用した１０１，０００円から、１００，９４５円を

支出してございます。 

内訳につきましては、軍手１，１４０組、ゴミ袋１，５００枚、草刈機

替刃などでございます。 

続きまして、委託料でございます。 

当初予算４７０，０００円に対し、支出額は４４２，８００円。入札差

金の２７，０００円につきましては、需用費に流用しております。 
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内容といたしましては、土の入れ替え測量設計業務４４０ｍ分となって

おります。なお、資料７ページに施工箇所を表示しておりますのでご覧く

ださい。 

続きまして、工事請負費でございます。 

当初予算２，４５０，０００円に対して、支出額は２，４４５，１２０

円。入札差金の４，０００円につきましては、需用費に流用しております。 

内容といたしましては、土の入れ替えを２７０㎡実施いたしました。な

お、資料８ページに施工箇所を表示しておりますのでご覧ください。 

続きまして、備品購入費でございます。 

当初予算２，０４０，０００円に対し、支出額は２，００９，１６７円。

入札差金の３０，０００円につきましては、需用費に流用しております。 

内容といたしましては、ベンチの更新１０基、耕運機２台、草刈機２台、

エンジンブロワ２台の購入となっております。なお、資料９ページにベン

チ、１０ページと１１ページには管理機を紹介しております。 

続きまして、１２ページをご覧ください。 

平成２８年度第２回鷲宮地域会議で渡邊構成員から「ものづくり大学か

らのベンチの寄贈を活用してみては」とのご提案がございました。 

 ものつくり大学から３月に４台の寄贈がありまして、すでに鷲宮総合支

所周辺のコスモスふれあいロード、地図７ページにも掲載してございます

が（古川橋～金山橋間）右岸側に２台、左岸側に２台を設置しております。 

以上が報告事項でございます。 

増渕座長  ありがとうございました。 

只今の報告事項１から４を改めてお伺いします。ご質疑はございません

でしょうか。 

無いようですので、６番の議題にはいりたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

次第６ 議題 

増渕座長 

 

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

について」を、事務局から説明をお願いします。 

事務局（阿部） 資料１「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業について」をご

覧ください。 

平成２８年度の会議において決定いたしました、平成２９年度に取り組

む事業と予算でございます。 

需用費から、順次、ご説明させていただきます。 

需用費は予算額６０３，０００円です。 

内容といたしましては、軍手、ゴミ袋、のぼり旗３００本の購入でござ

います。 
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軍手、ゴミ袋につきましては、コスモスふれあいロードの草取りボラン

ティアに無料で配布するものでございます。 

また、のぼり旗につきましては、コスモスフェスタの際に、コスモスふ

れあいロードや公共施設、ＪＲ東鷲宮駅と東武鷲宮駅周辺に掲げて、イベ

ントを盛り上げる広報用品として作成いたします。 

続きまして、委託料は６２７，０００円でございます。 

内容といたしましては、土の入れ替え測量設計業務を４００ｍ見込んだ

ものでございます。 

続きまして、工事請負費は３，３７０，０００円でございます。 

内容といたしましては、土の入れ替え工事を３００㎡実施するものでご

ざいます。 

続きまして、備品購入費は４００，０００円でございます。 

内容といたしましては、管理機（耕運機）２台の購入費用でございます。 

以上が、平成２８年度の会議において、決定した平成２９年度のコスモ

スふれあいロード推進事業の概要でございます。 

 このような中、この予算に基づきまして、今年度の事業を行うものです

が、事業を行うにあたりまして、皆様に、協議をいただきたいことが３点

ございます。 

 まず、１点目ですが、のぼり旗のデザインと本数及び設置場所について

です。 

 旗のデザインについてですが、資料２で事務局（案）を３点出させてい

ただきました。本数については、３００本を予算化しておりますが、設置

場所や管理の観点などから、作成本数を１５０本にしてはどうかと考えて

おります。 

 最後に設置場所についてですが、各駅からコスモスロードに案内する形

で、のぼり旗を設置することが決まっておりますが、実際に設置するにあ

たって、ご意見をいただければと考えております。 

次に、２点目ですが、土の入れ替え測量設計業務についてです。 

平成２８年度の測量設計業務を行った古川橋から新橋間４４０ｍのう

ち、土の入れ替え業務を行いましたのは、古川橋から新古川橋までの間の

５４ｍで、残りの３８６ｍは圃場の整備を行っていない状況です。 

このことから、この区間の土の入れ替えであれば、測量業務の委託料を

他の予算に振り替えて使用できるものですので、この点について、ご意見

をお願いします。 

次に３点目ですが、土の入れ替え工事を実施する箇所についてです。 

資料４をご覧ください。 

Ａ案として新古川橋から金山橋まで、Ｂ案として金山橋から新橋まで、
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Ｃ案として新古川橋から金山橋までの右岸でございます。 

なお、Ａ案とＢ案につきましては、平成２８年度の測量設計業務を行っ

た古川橋から新橋間４４０ｍのうち、土の入れ替え業務を行ったのは古川

橋から新古川橋までの５４ｍでしたので残りの３８６ｍは圃場の整備を行

っていない箇所でございます。 

このようなことから、コスモスふれあいロードの圃場の整備に重点を置

くことも必要と考えまして、業務数量の一部を工事請負費に移行するもの

でございます。 

以上でございます。 

増渕座長 

 

今の説明の中で、色で説明できますか。Ａ・Ｂ・Ｃと色ついていますよ

ね。実施していないのは、どの部分なんですか。 

事務局（阿部） ２８年度の圃場設計業務の中で、実際にまだ圃場の土壌の入れ替え業務

を行っていない箇所は新古川橋から新橋間の左岸になります。この部分が

まだ土の入れ替え工事を行っていないところでございます。 

増渕座長 青と緑の。 

事務局（阿部） 青と緑のところです。 

小森谷構成員 座長、ちょっとよろしいですか。すみません。 

増渕座長 どうぞ。 

小森谷構成員 今、事務局から説明したことに対して、ちょっとフォローさせていただ

きます。座長さんが言われているように、業務委託は古川橋から新橋まで

の４００ｍについて測量設計業務を実施しました。 

その中で、去年、庁舎に一番近くて花形であり、地元の近いところとい

うことで古川橋から新古川橋の５４ｍだけは完了してございます。 

そういった中で、新古川橋から新橋までの残り３６０ｍぐらいが、業務

委託設計をやった中で残っていることから、今回は測量しなくてもその費

用を工事に回すこともできるのではと、提案をさせていただいてご教授い

ただきたいという形でございます。 

増渕座長 それを関連付けて資料 1 の数字を赤で書いてある部分をもう一度、説明

していただきたいと思います。 

事務局（阿部） 

 

 

はい、資料 1 をご覧ください。赤字で色が目立つようにさせていただい

た部分につきまして説明をさせていただきます。 

まず、需用費です。予算計上の時には、のぼり旗を３００本で計上させ

ていただいておりましたが、こちらを１５０本に変更。３００本で５５０，

８００円という金額でしたので、この半額を計上させていただいておりま

す。 

これによって、需用費のもともとの額６０３，０００円からのぼり旗の

本数を１５０本に変更することにより需用費が３２８，０００円に変わる
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ものでございます。 

委託料につきましては、土の入れ替え測量設計業務ということで、去年

に測量設計をしたものの、実際にはその土の入れ替えをしていない部分が

ございます。そのため、当初予算を６２７，０００円で計上していたもの

を２００，０００円という形で変更させていただいております。 

工事請負費につきましては、先ほどの、のぼり旗を３００本から１５０

本に変更したもの、土の入れ替え設計業務を変更したものを工事請負費に

動かしまして４，０７２，０００円ということでございます。 

堀部構成員 

 

この資料１なのですけども、資料１のこの赤字の部分の金額は、のぼり

旗３００本を予定していたのですけど、１５０本にしたら２７５，４００

円でその予算が残ります。委託料は６２７，０００円を算定したのですけ

れども、今回、前年度に測量設計したところを土の入れ替えをするのであ

れば、測量の委託は要らないものですから、土の入れ替えの設計業務だけ

になり４２６，４００円が残ります。 

その残った予算は、全部工事請負費の土の入れ替え工事に回させていた

だければという案をここで提示しているというものでございます。 

増渕座長 委託料の黒字で書いてある土の入れ替え測量設計業務と下の赤字で書い

てある土の入れ替え設計業務で違うけれど。 

堀部構成員 測量が抜けているという意味です。測量が昨年に終わっていますので、

その部分については測量する必要がないですから。 

染谷構成員 今の説明だと黒の方は、入れ替え測量の設計業務が一定の区間が終わっ

ているということだと思うのですが、今度は測量設計しているから土の入

れ替えだけの設計をするというのはダブル計上になりませんか。 

先ほどから話があったように、去年に土の入れ替え設計が終わっている

４００ｍのうち５４ｍの土の入れ替えを行ったのだから、残りの３４６ｍ

の区間は何もしないでも工事発注できるという理解でよろしいかと思いま

すがいかかでしょう。 

堀部構成員 測量設計を去年やった分でこのままやったらどうだ、というご意見だと

思うのですが。 

染谷構成員 先ほど説明のあった資料４のＣ案をやるのにはこの設計が２００，００

０円必要ですよという理解でよろしいのかどうか。 

Ａ案とＢ案の場合は去年の残りで、改めて設計委託はしないで済むんだ

よ、ということなのか、その辺のところをご確認ですが。 

事務局（阿部） はい、Ｃ案につきましては、昨年度に設計していない個所になりますの

で、２９年度の土の入れ替え工事の実施箇所となった場合には、測量を含

めた委託料が必要になります。 
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増渕座長 この設計業務の６２６，４００円の範囲はＡ案とＢ案とＣ案を含んでい

ると、それで赤字で書いた２００，０００円はＣ案だけということでいい

のですかね。 

小森谷構成員 事務局の補足をさせていただきます。今、染谷構成員が言われるように、

２８年度と２９年度で測量設計業務が重複しているのでは？とのご質問な

のですが、単価、結局、工事を施工するにあたって、たとえば普通作業員

においてもなんでもそうなのですが、単価の入れ替えをしなくてはならな

いのです。 

ですから、設計を組むにあたっての業務というのは平成２８年度におい

て終わっております。ただ、そのなかで平成２９年度に実施する３７０㎡

の工事をするにあたって、どうしても単価の入れ替えをしなくてはならな

いのです。その分の設計費用ということで２００，０００円程度は必要だ

ろうということでございます。 

ただ、先ほど申し上げたように、Ｃ案の中でもこの庁舎のうしろにつき

ましては、出入り場所という形でございますので、そんなに重要な測量ま

でしなくても単価の入れ替え程度、また測量を若干しますが２００，００

０円程度で収まるのではないか、というふうに加味してございまして、Ａ

案、Ｂ案、Ｃ案においてもこの予算の中で整えられそうだと事務局のほう

でふまえたと報告を受けております。 

染谷構成員 

 

はい、今の説明だと、これは委託料ということですけども、どれだけの

積算の単価か分からないですけども、業務委託でやるほど難しい仕事なの

でしょうか。まあ、職員で出来ることなら設計単価の差し替えは職員で発

注できるかと思うのですが。 

小森谷構成員 おっしゃるとおりですね。 

染谷構成員 職員さんにその辺は単価の入れ替えだけだったら、ボリュームが何も変

わらない部分なら簡単にできるのかなと思うのですが。 

まあ、支所は建設課がいなくなって大変なのかもしれないですけれども、

何とかならないものなのでしょうか。 

小森谷構成員 私どもも、そのような形は十分ふまえてございます。ただ、そのなかで

職員が単価入替だけでやれば、これはゼロに収まります。 

ただ、今、言いましたように若干の測量をふまえた設計業務等があった

ときのために、これをゼロとして計上するよりは２００，０００円程度で

行っておきまして、実際のところ、実績としましてはゼロに近い場合もご

ざいますし、５０，０００円の場合もあると、お含みおきいただければ幸

いでございます。 
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染谷構成員 資料４ではＣ案もあるわけで、新たなところを２００，０００円で測量

等をするということについては異論がございませんので、ゼロにしてほし

いという意見ではございませんので。 

小森谷構成員 ふまえさせえていただきます。よろしくお願いします。 

染谷構成員 あの、結構だと思います。私は。 

増渕座長 事務局、この工事請負費の土の入れ替え３００㎡と３７０㎡の説明をお

願いできますか。あの、予算案のなかの、土の入れ替え３００㎡と赤の３

７０㎡。 

小森谷構成員 座長、もう一言だけ。先ほどの座長がおっしゃられました７０㎡増とい

うことです。 

この上に書いてございますように３００㎡で１㎡あたり１０，０００円

の単価におきまして工事請負費が積算されてございます。それに伴いまし

て、需用費、委託料から７００，０００円、堀部構成員からもありました

ように、７００，０００円程度のお金が移行しますので、７０㎡分増える

というような形で整えたものだとい報告を受けております。 

ですから、３００㎡、１㎡あたり１０，０００円で雑費、諸経費等を含

めて３，３７０，０００円で実施する予定だったものを７０㎡ほど増やし

て３７０㎡で４，０７２，０００円の工事請負費で整えてはいかがかとい

う案でございます。 

増渕座長 のぼり旗と土の入れ替え設計業務で減額出来た金を土の入れ替えに７０

㎡に足すということでよろしいですか。 

ほかに、疑問点がありましたら、みなさんどうぞ。 

染谷構成員 

 

１点だけ教えてほしいのですが、去年の実績で土の入れ替えが５４m で

２７０㎡ですか。幅はどれくらいになるのかなと思うのですが、今回の部

分も、特に広い部分もありますけれども、広くてもこの程度と考えてよろ

しいのでしょうか。 

そうすると、およそ３７０㎡をこんな距離でやっていくと、それなりの、

まあ１００m までも行かないよということですね。 

増渕座長 最後のほうで事務局。資料４のＡ案、Ｂ案、Ｃ案と色分けしていますけ

ども、どの案が資料１になるのですかね。どれでも同じですかね。５００

万に違いないから。 

染谷構成員 今、お話しましたように幅員によって違いますから、幅の広いところを

やれば短い距離しかできないし、幅の狭いところやれば長い距離ができる

ということで、そちらの方は議題の６番で細かくやったらいかがでしょう。 

増渕座長 

 

それでは、議題（１）①消耗品等及び管理機の購入についての内の消耗

品等のなかの、のぼり旗を１５０本にしていいのかどうかと旗のデザイン

ということになります。 
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髙橋構成員 このデザイン案というのは、子供たちが描いたのですか。それとも中学

生、高校生ですか。 

事務局（阿部） 事務局のほうで書いたものです。 

髙橋構成員 では、変更できるってことですか。 

事務局（阿部） はい。 

堀部構成員 

 

たたき台が必要ということで出しているものなので、これに対してご意

見があれば、次回の会議の時に用意させていただきたいと思います。 

小森谷構成員 高校生とか、中学生とか、小学生とかから、案をもらってもいいのです

が、１０月のコスモスフェスタに間に合うような形で。夏休みの前でもあ

りますし。素々案という形で事務局案という形で出させていただいた、た

たき台でございます。 

増渕座長 今、のぼり旗についてご意見があったわけですが、例えば夏休み前に市

内の小学校５校、中学校３校に提示して、夏休み明けにいただくって方法

をとりますか。それは、飛躍すぎますか。間に合わないですか。 

小森谷構成員 間に合わないです。 

久保構成員 学校へは７月の初め位にお願いしておかないとだめですね。学校さんも

いい加減なことはできないらしくて。 

堀部構成員 

 

題材をどれかに決めていただいて、プロのデザインの方にこういう形で

考えてデザイン化してくれいないかという案を出させていただくのがこの

案です。確かに子どもたちに考えてもらうのはいいのですけれども、時間

的に間に合わないものですから。 

この中でＡ案、Ｂ案、Ｃ案ありますけれども、例えばＡ案にしてもらっ

て、Ａ案の中でもうちょっとこういう形でというのがあればご意見いただ

いて、それをプロのデザインの方にお願いをして、デザイン化したものを、

またご提示するという形になるかと思います。 

また、この中で見てわかるとおり、鷲宮地域会議という文字をどこかに

入れさせていただきたいと考えております。 

佐々構成員 はい、それぞれ見る人によって受け止め方が違うと思うのですが、個人

的にＡ案は花が大きくて色合いがいいと。 

ただ、ちょっと花２つはさびしいかなと。Ｂ案は少し暗いような。Ｃ案

は逆に花が多すぎるような。すっきりしているのはＡ案かな。もうちょっ

と、花が２つじゃ足りないかなって見方をしておりました。 

増渕座長 鷲宮と久喜と菖蒲と栗橋で４輪あったらいいのかな。 

髙橋構成員 Ａ案のコスモスふれあいロードって文字がありますね。ちょっと細いの

で、Ｃ案のような太い字にしたらいかがかなと思うのですが。 

増渕座長 文字がね。確かに。 

佐々構成員 いいところ寄せ合ってね。 
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染谷構成員 それにプラスすれば反対色というか、文字の配色もご検討いただければ。

鷲宮地域会議っていうのは黒文字で、中心でなく目立たなくていいのでし

ょうけど。ふれあいロードの文字の色は補色の色がいいなと。発注につい

ては、それなりの専門家の意見を聞くようになるだろうということで。 

増渕座長 

 

私のところ、桜田コミ協でのぼりを前につくったのですが、グリーン地

で文字が白で、全然目立たないです。今の旗は安い代わりに丈夫なのだけ

れども配色がね。 

事務局に一任しますか。 

堀部構成員 今、ご意見いただいたのが、Ａ案で行くという形でよろしいのかと思う

のですが、花を多くしたらということと、コスモスふれあいロードという

字をわかりやすくＣ案を参考に。それと、全体的な字と絵とのバランスを

考えた配色にしてほしいという、３点だと思うのですけれども。 

それでＡ案で一度まとめさせていただいて、次回の会議に案を出すとい

うことでよろしいでしょうか。 

全員 はい。 

増渕座長 ３００本が１５０本に減らしたのは、どこで減らしたのですか。 

小森谷構成員 そういう場所の決定をこれから出てきますけど、そういったものは、去

年のうちにはでておりませんでした。 

増渕座長 １５０本だとどのくらい。 

小森谷構成員 まずは、デザインと購入について整えていただいた後、設置に関して案

があれば言っていただきたいと思っております。 

それに伴って本数も異なってくるかと思います。 

宮城構成員 

 

東鷲宮と東武の駅に旗を立てますよね。そこからコスモスロードに誘導

するわけですけれども、その中間はどこに設置するかということで、商工

会に加盟している商店にお願いしたらどうかと。 

旗の管理もありますし、強風の時は取り込んでもらったり、飛ばされな

いようにしたり、交差点の付近には立てないようするなど、いろいろある

と思うので。管理人というか留守番の人がいた方がいいと思うのです。 

増渕座長 両方、スタートがＪＲと東武。 

宮城構成員 東武の方は商店を歩いていけば誘導できますけれど、東鷲宮のほうです

ね問題は。あまり商店の数もないし。 

小森谷構成員 今度、新しい道路ができましたので、まっすぐ歩いていただいて、葛西

用水のコスモスふれあいロードに到着する形ですね。 

宮城構成員 その道路は立てても大丈夫なんだよね。そうすると１５０くらいいるん

だ。 

小森谷構成員 それでも、立てる人のことを考えるとちょっと大変なのですよね。 
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宮城構成員 

 

私、酒屋やっているんですけれども、生ビールの旗とか出しますよね。 

以前に交差点付近に立てたときに事故が起きたことがあります。それ以

来、メーカーさんは、のぼり旗を一切出していない。陰になると非常に危

ないですよね。 

小森谷構成員 左折で見えなくなったりしますからね。 

宮城構成員。 あとは並木を切るとかね。その辺は十分気をつけてもらって。だから、

管理する人がいた方がいいかな。 

堀部構成員 

 

そういった管理面も含めて、３００本管理していくのはかなり難しいも

のですから。だいたい誘導と商工会にお出ししても、その近辺に出すとい

うことであれば１５０本あれば十分足りるのかなと思います。 

染谷構成員 誘導を兼ねる部分は何も加えないで、見回してのぼり旗が見つかるくら

いであれば、問題ないかもしれないのかもしれないですけど。 

今、コスモスロードの標識がありますけれども、それを補完する意味だ

と、まっすぐだよ、曲がれよ、とかそういった類のことは、考えなくてい

いのでしょうか。 

小森谷構成員 順路看板ですかね。 

染谷構成委員 道路にいくつかコスモスロードの看板、固定の看板はありますよね。そ

れを補完する意味で誘導を兼ねるのか。兼ねないのなら特に矢印とかは必

要ないと思うのですが。 

小森谷構成員 それは難しいところなので。 

増渕座長 事務局にお伺います。この旗は年間を通してやるのですか。それともコ

スモスフェスタの時だけやるのですか。 

事務局（阿部） イベント時に合わせてと考えております。 

染谷構成員 咲きだしたら立てていただいて、後の始末をする前に片づけるという、

そういう話ではないのですか。 

イベントの時だけというのは目的が違うと思うので。花が咲きだしたら

立てとか。 

増渕座長 花が咲いていますよという証でやるのか、終わりましたとうことで撤去

する。そういうことですかね。その間にコスモスフェスタが入ると。 

小森谷構成員 そのようにとらえていただいた方が、きれいだと思います。 

染谷構成員 フェスタのためにやるのじゃないから。 

小森谷構成員 そうです。 

染谷構成員 菖蒲さんも花をやっていますが、菖蒲さんは咲く前からポスターをあち

こち貼っていますから、わずかでも咲きだしたら、もう立ててもいいので

はないかと思いますけどね。ＰＲのためののぼりでしょうから。 

堀部構成員 ホームページで開花情報を出すんですよ。開花情報を出すときには、立

てておいた方がいいかと思います。 
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染谷構成員 賛成です。 

増渕座長 人出がいるけどどうするのかな。 

小森谷構成員 

 

今、宮城構成員もおっしゃっていただいたように、うちのほうの主管課

の環境経済課もありますけど、商工会さんの方にお願いしたいと。例えば、

今言ったように東鷲宮駅から直線で道路管理課のほうにご協力いただいて

何本か立てますから。 

鷲宮駅については商店街が並んでおりますので、ご協力いただけるのな

ら、軒先というのがよろしいのでしょうけど、玄関先でも２本、置いてい

ただいて。 

染谷構成員が言われるように、それに順路が必要かと言われれば、のぼ

り旗を目印に向かってきていただけるような形でもよろしいのではないか

と思うのですが。そのように立てていただいてＰＲしていくのもよろしい

のではないかと、先ほど、ご提案があったと思うのですが。 

増渕座長 それを役所のほうで。 

小森谷構成員 商工会さんの齋藤構成員もいらっしゃるのでお願いをして。鷲宮商工会

の加盟している団体さんのところに、加盟店の方々にご協議していただい

て、ぜひとも地域が活性化するものですので、賛同いただけるようにお願

いしたいと考えております。 

食いもん屋ＭＡＰを商工会さんのほうでも作っていますし、ことりっぷ

もあります。ＰＲしながら共存していく形、協力をしながらやっていけれ

ばと。 

堀部構成員 のぼり旗を立てていただいた店のほうに置いていただいて、なにか案内

していただく、そういうことも必要かなと思うのですが。 

増渕構成員 では、役所の方から観光協会さん、商工会さんにお届けしてやってもら

うのと、それから役所のほうで直接かの２つですね。 

小森谷構成員 役所というよりも地域会議から齋藤さんを経由して鷲宮にお願いする、

という、うちの方も一緒にバックアップもいたしますけれども。 

佐々構成員 作業の進め方は、行政側の協力がないと、あくまでお願いするのは 増

渕座長、地域会議ということでございます。 

増渕座長 例えばね、土を入れるのは環境経済課さんに頼んでやっているわけでし

ょ。 

小森谷構成員 総務管理課が設計して環境経済の方と調整し実施しております。 

増渕座長 総務管理課が設計と発注をして、それで、実施のほうを環境経済課さん

でやっていると。 

環境経済課長 実施のほうも総務管理課がやっています。 

小森谷構成員 事務局としてやっています。それから、主管課として環境経済課さんか

らのアドバイスや連携をとりながら、行政間の連携をとりながら、佐々構
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成員が言われるように。 

それに対して、座長のほうから、皆さん方で決定したものを私どもはお

預かりさせていただくということになります。 

堀部構成員 予算と執行については役所の予算なのでこれは地域会議で執行するとい

うわけにいかないのですけれども、事業については月に１回くらいこうい

う事業をやりましょうということであれば、地域会議の代表者の方で依頼

していく、という形になるかと思います。 

今、佐々構成員が言われた通り、お願いするのであれば地域会議のなか

での事業となりますので地域会議の座長さんの方に依頼書を出していただ

いて、実際出すのは総務管理課で出しますけども、これで事業を実施して

いただくという形になるかと思います。 

増渕座長 みなさん、それでよろしいですか。①の消耗品の旗は、事務局の方で先

ほど出た意見を組んでお願いするということでよろしいでしょうか。 

事務局（阿部） 

 

 のぼり旗のデザインなのですが、Ａ案でコスモスふれあいロードの文字

を大きくするとか、背景から目立つような形で進めさせていただいて、次

回の会議に向けて事務局側で作らせていただきます。 

また、予算計上していた３００本というのぼり旗の数を１５０本に変更

させていただくということで、よろしいでしょうか。 

増渕座長  今、文字の方が、事務局から説明ありましたけど、Ａ案を基本に文字を

大きくして、花の数をもう少し増やすのですよね。 

事務局（阿部） はい、そうです。 

増渕座長 管理機の購入は備品購入費で管理機（耕運機）の購入として４００，０

００円を計上しております。よろしいですか。 

次は②の土の入れ替え設計業務、資料１で先ほど説明のあった案の２０

０，０００円で済む方法について、改めて事務局から、もう一度、中身を

説明してください。みんなで確認できますので。 

事務局（阿部） 

 

土の入れ替え測量設計業務ということで６２６，４００円を計上させて

いただきました。 

その中で、測量設計した部分がございますので、２００，０００円とい

う金額を計上させていただきまして、残りの差額につきましては工事請負

費に流用させていただこうと思うものでございます。 

増渕座長 続いて関連するのですが、③の土の入れ替え工事、先ほどの説明のとお

り、足して３７０㎡を４，０７２，０００円で実施することについて、み

なさん、よろしいでしょうか 

全員 はい。 

堀部構成員 現在、終わっているのが、資料４を見ていただいていると思いますが、

古川橋から新古川橋までが終わっていますので、続けてやるということに
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なれば、新古川橋から金山橋、また、それ以上にできるという予算になれ

ば新橋の方へ向かってやっていくこともあろうかと思います。 

それと、Ｃ案の赤い部分ですね。ここもやったらどうかという意見もあ

ろうかと思いますが、工事箇所についてご意見いただければと思っていま

す。 

染谷構成員 あのＣ案の部分の庁舎前のところは、やらなくても大丈夫そうな説明を

聞いた様な気もするのですけど。要するに支所庁舎前のところは、土もそ

んなに悪くないと聞いたと思うので。 

私はＡ案・Ｂ案で。Ａ案はまずやっていただいて、残りの予算でＢ案の

どこかまで切りをつけて。ここのところはコスモスフェスタやその他、お

客さんがいっぱい来ていただくところなので、ぜひやってほしいという部

分になるのかなと。 

確か古川橋から南の方、この地図で下の方の部分は済んでいるという説

明でした。給食センターまでいくのですかね。この支所庁舎を前後に挟ん

で一定の区間はきれいにしていただいたと思うので。 

Ａ案は必須で残った分でＢ案の金山橋のほうから上を実施してもらうと

いうことで。 

事務局（阿部） 染谷構成員からのお話にもありました、新古川橋とのＡ案からＢ案の一

番端である新橋に向けてですね、Ａ案からＢ案へというかたちで圃場の整

備をすすめさせていただきたいと思います。 

増渕座長 

 

それでは、施工範囲は新古川橋から新橋間。ただし、新古川橋側からス

タートし出来るかぎり全部ということでよろしいでしょうか。 

増渕座長 

 

続いて、議題（２）に入ってもよろしいでしょうか。それでは（２）「平

成３０年度コスモスふれあいロード推進事業の取り組みについて」、事務局

から説明をお願いします。 

事務局（阿部） はい、まず、平成２７・２８年度の会議の経過から、鷲宮地域会議では、

コスモスをきれいに咲かせるための土壌改良を継続して実施することが合

意されておりましたが、その方針を再確認させていただきたいと思います。 

その上で、圃場整備は目に見えにくいことから、目に見える事業として、

何に取り組むか。例えば平成２９年度の実施事業では、のぼり旗の作成等

を行いますが、平成３０年度には何を実施するかという課題があります。 

この場で事業案をお出しいただくのは、難しいかと存じますので、これ

からお配りします「平成３０年度鷲宮地域会議で取り組む事業について」

をご覧ください。 

こちらの用紙は、平成３０年度に鷲宮地域会議で取り組む事業の一つと

して、事業名及び目的・予算等をご記入いただき、次の会議の際に検討い

ただく資料とするため、皆様のご意見等を寄せていただくものです。 
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提出につきましては、８月１０日（木）までに総務管理課まで提出をお

願いします。 

提出方法につきましては、郵送、ＦＡＸ、メールでの提出をお願いしま

す。もちろん、総務管理課に直接お持ちいただいても結構です。 

お寄せいただいたご提案は、一覧表にまとめ、次回会議前に皆様にお送

りしたいと考えております。 

以上でございます。 

増渕座長 只今の説明でご質問はございますでしょうか。事務局にお伺いします。

今、概算予算を例として２００，０００円になっていますけど、これが５，

０００，０００円には絶対にならないですね。 

事務局（阿部） 圃場の整備がメインになりますが、目に見えるものとして何かというこ

とでございます。 

増渕座長 中身はともかく金額的にはこれくらいならば、他に影響が出ないといい

う金額ですかね。 

事務局（阿部） 概算でこれくらいというものです。 

小森谷構成員 座長、総額が５，０００，０００円です。そのうち４，０００，０００

円を圃場に使おうが、３，５００，０００円を圃場に使おうか相談して決

めるのですけれども、その２００，０００円を５つのものやるとか、３つ

のものやるとか、それはみんなで出し合って目に見える事業として、１つ

でも２つ３つでも、その残ったものの費用でやりましょうと。そして、総

体的に５，０００，０００円を全部使いましょうという考え方です。 

 この事業として、スタンプラリーで２００，０００円、例えば、ウォー

キングラリーでも１００，０００円とかそういうふうに、イベント開催中

ですから、花が咲いている期間中、１ヶ月くらいあるわけですよね。 

水くれをやっていただくボランティアの人にジョウロを差し上げるとし

た場合、ジョウロ代で１００個分の５万円とかなんでもかまわないです。 

コスモスふれあいロードの目に見えるＰＲ、広報的なものを皆さんから

知恵を拝借したいという事務局の案です。 

堀部構成員 ｢平成３０年度のコスモスロードの推進事業の取り組みについて｣はです

ね、ここで案を出していただいて基本的には圃場の整備を推進していただ

くというのが基本にありますので、圃場の整備予算をどのくらい組んでい

くのか、ということになろうかと思うのですね。 

例えば、半額は全部その圃場整備に回しましょう、残りで考えましょう、

ということも一つの考え方だと思うのですけれども、その辺についても、

次回、ご議論いただければと思います。 

増渕座長 

 

年間５，０００，０００円というのは、今のままで行くと、我々が生き

ている間には終わらない距離だと思います。そうするといかに圃場整備以
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外のもので目立つ物をやっていくというのが、すごく大事かなと思います。 

それで８月１０日までに、ぜひ一人でも動員が多くなる提案をいただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

（２）の｢平成３０年度のコスモスふれあいロード推進事業の取り組みに

ついて｣は以上でよろしいでしょうか。 

続きまして、議題（３）「次回の会議日程などについて」に移ります。 

事務局（阿部） 昨年の例にならいまして、約１か月後の８月１８日（金）・２２日（火）・

２４日（木）のいずれかの午前１０時で設定させていただきたいと考えて

おります。 

増渕座長 ２２日は人権の駅頭啓発の日なので、２２日でいいですか。 

事務局（阿部） 

 

はい、次回の会議は、８月２２日火曜日の午前１０時から、鷲宮総合支

所４階の会議室で開催させていただきたいと思いますので、ご出席くださ

いますようお願いいたします。 

最後に、ご意見等はございますでしょうか。 

出井構成員 コスモスロードのトイレの設置や管理はどこでやるのでしょうか。何箇

所かあるようですが。 

環境経済課長 開花期間中については、仮設トイレを環境経済課でご用意させていただ

いております。 

染谷構成員 前回、この会議の時に久喜マップをお配りいただいたのですが、鷲宮の

エリアガイドの中で青毛堀のところに河津桜群というのがほんのわずか書

かれているんですけれども、実際には、鷲宮神社の前から東武線のほうを

わたって元の久喜境のほうまで入っているので。 

発行は観光協会さんなのですが、事前に市役所のほうに中身の確認はき

ていると思うので、しっかりと数少ない観光ＰＲの場所でもあるので、両

側のところは両側、片側のところは片側としっかり記載をお願いしたいと

思うのですが。最近お客さんもたくさん来ているので、ぜひ、ぬかりのな

いようにお願いしたいと思います。 

環境経済課長 

 

真摯に受け止めまして、次の時には校正させていただきたいと思います。 

観光で人を呼ぶ場合には、駐車場とかほかに環境を整えなくてはならな

いものがございます。そういった判断の中で載せなかったのか、あるいは

ごちゃごちゃしてしまうので載せなかったのか、理由がわかりませんので、

作り変える時には、検討させていただきます。 

河津桜は本当に珍しい桜で、貴重な資源だということは我々も、十分承

知しております。実は開花中にどこかに駐車場はないかとか、探している

実績もございます。 

いずれにいたしましても、河津桜や県の文化財に指定された河畔砂丘と
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いった新しい観光資源もございますことから、意識のなかにおきながら校

正をさせていただきたいと思います。 

次第７ 閉会 

事務局（阿部） 

 

以上をもちまして平成２９年度第１回鷲宮地域会議を閉会とさせていた

だきます。 

誠にありがとうございました。 

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。 

 

平成２９年 ８月１７日 

 

                     渡  邊  哲  雄   
 

                     加 茂 谷 博 子  

 

 


