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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２回鷲宮地域会議 

次第１ 開会  次第２ あいさつ 

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」、 

資料１広報くき原稿、 

資料２のぼり旗デザイン（案）、 

資料３平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る 

予算執行（案）、 

資料４コスモスふれあいロード工事箇所 位置図、 

資料５久喜市地域会議設置要綱 

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。 

初めに、本会の座長であります増渕將様より、ご挨拶をお願いいたしま

す。 

座長 おはようございます。まさに夏本番になってきたところで、早朝からお

集まりいただき、ありがとうございます。 

只今から平成２９年度第２回鷲宮地域会議を開催いたします。 

事務局（阿部） ありがとうございました。 

なお、本日は足立構成員、出井構成員、川島構成員から、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。 

事務局（阿部） 今後の進行につきましては、座長にお願いしたいと存じますので、増渕

座長よろしくお願いいたします。 

次第３ 報告事項 

座長  それでは、次第の３ 報告事項について事務局よりお願いします。 

事務局 

（大久保） 

 それでは報告事項、（１）「ボランティアへの軍手・ごみ袋の提供」につ

いて、ご報告いたします。お手元の資料１「広報くき原稿」をご覧くださ
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い。 

 こちらは、９月１日号の広報くき掲載原稿でございます。この中で、「鷲

宮地域会議の提案により、草取り活動等に伴う軍手・ごみ袋をご希望があ

るボランティアに必要に応じて配布します」としております。 

 続きまして、次第の（２）管理機（耕運機）等の購入について、ご報告

いたします。 

 耕運機２台につきましては、購入に向けた事務を進めており、９月中に

納品となる見込みです。 

 また、コスモスふれあいロードの草取りボランティアへ配布する軍手・

ごみ袋も、昨年度の残り分と調整し購入してまいります。 

 以上が報告事項でございます。 

座長  今、報告があった事項につきまして質問等は、ございますでしょうか。 

次に進んでよろしいでしょうか。 

構成員 はい。 

次第４ 議題 

座長  それでは、次第４「議題」に入りたいと思います。 

 初めに、（１）「平成２９年度コスモスふれあいロード整備事業について」

の①「のぼり旗のデザイン（案）及び保険について」続いて、②圃場の工

事概要についてご説明をお願いします。 

事務局 

（大久保） 

 はい、お手元の資料２「のぼり旗デザイン（案）」をご覧いただきたいと

思います。 

前回の第１回会議において、意見が多かったＡ案をもとに、 

①花を増やし 

②コスモスふれあいロードの文字をわかりやすく 

③全体的な字と絵とのバランスを考えた配色 

ということで、事務局が再度（案）を作成することで決定しておりまし

た。 

 このことから、事務局が業者と調整をしましたところ、提出されたもの

がこちらの 1～3案でございます。また、事務局の案として追加したものが、

4案でございます。 

 これらの案について、ご協議・ご意見をいただきたいと存じます。 

座長 今の事務局からの説明について、質問・ご意見等、ございませんでしょ

うか。 

座長 みなさん、どういう選び方がよろしいでしょうか。 

多数決という意見もありますが、事務局であげてくれた案について、皆

さんの意見を聞いて決定するというやり方もありますよね。 

事務局（阿部） そうですね。この候補のなかで、最も意見が多かったものを選んでいた
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だいて、さらに修正が必要かどうかの判断になると思います。 

髙橋構成員 この図柄の３番ですが、このロードを散歩しているのは良いと思います

が、裏のバックは木ですか。 

事務局（阿部） 木ですね。 

髙橋構成員 コスモスの花は秋ですけど、木はまだ早いんじゃないですか。木の色が

変わればいいかなと思います。 

堀部構成員 木は取ることができるんですか。 

事務局（阿部） 木のデザインを取るとか、この木の色を緑にするとか、業者との調整を

してみてということになります。 

卯月構成員 予算的には全て同じですか。 

事務局（阿部） 同じです。 

佐々構成員 髙橋構成員から、３番のデザインの家族が非常にいいという意見があり

ましたが、２番目のデザインは青空と花がすっきりしている。それぞれ家

族と青空といった特徴があるんです。 

染谷構成員 ２番はこの中で文字が一番浮き出ている。また、図柄も非常にシャープ

なので、皆さんが見て一番いいと思うのが２番かなと思います。 

堀部構成員 ２番は下の花の白色がはっきりしないので、直した方がいいかなと思い

ます。 

加茂谷構成員 コスモスの花が自然でいいんですけど、この「地域会議」というのがは

っきり出てた方がいいかと。 

堀部構成員 ここを白ではない花にする方がいいと思うのですれど。 

座長 ２番の数字２の上の白っぽい部分、これは花の部分ですかね。 

堀部構成員 白い花が二つ。 

座長 上の水色の中にこの白があればわかるんでしょうけどね。少なくとも「コ

スモスふれあいロード」の黒の字は一番いいですよね。 

卯月構成員 コスモスの花の色は、３色だけなんですか。 

小森谷構成員 オレンジもありますし、黄色もございます。 

卯月構成員 黄色あたりどうですかね。一番下の白の部分。 

堀部構成員 花が浮き出るような色を入れた方がいいと思います。ここだけ、変えて

もらおうかなと。 

座長 この鷲宮地域会議の文字の背景は１番と同じように、無地にした方が分

かりやすいのかな。 

堀部構成員 花の緑が入っているので、これを変更してしまうと形とバランスが崩れ

るんじゃないかと思います。 

小森谷構成員 緑と白の地の上に黒い字があるのは、結構目立つんですよね。 

堀部構成員 これはコピーなので、現物はもっと色が鮮明に出ると思います。 

座長 それでは、この２番の修正箇所を決めて賛否といたしますか。下の白い
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花を修正するということで。 

堀部構成員 下のコスモスは、映える色にするということで。 

座長 ２番でいいと思う方、挙手をお願いします。全員ですね。 

事務局（阿部） それでは、２番の案につきまして、事務局で下のコスモスの花の色が白

い部分を映える色に変更するなど調整させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

座長 続きまして、保険について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（大久保） 

資料３「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る予算執行

（案）」をご覧ください。 

事務局では、のぼり旗を設置していただける商店などで、のぼり旗が原

因となる事故が発生した場合のため、保険について調査しました。 

のぼり旗を配布する本数を１５０本としまして、保険期間をコスモスふ

れあいロードにコスモスが開花している期間の１ヶ月とした場合、保険料

が５，０００円とのことでございました。 

また、この保険の内容といたしましては、対人は１人あたり、５千万円

で、１事故、限度額１億円、免責は無しです。対物については２千万円で、

免責は無し、といったものでございます。 

事務局といたしましては、この、のぼり旗の設置についてご協力いただ

ける商店の、のぼり旗が関係する万が一の事故等に備えるため、保険に加

入することが適切と考えたものでございます。 

このことから、役務費として５，０００円を計上したものでございます。 

座長 １事故であるから、不幸にも別々の日に２回、事故が発生した場合は？ 

事務局（阿部） それぞれ対象になります。 

座長  他にご質問はございませんか。 

卯月構成員 のぼり旗の大きさはどのくらいですか。 

事務局（阿部） たて１８０センチ、よこ６０センチです。 

堀部構成員  このテーブル位の大きさかなと思います。 

宮城構成員  だいたいのぼり旗のサイズは決まっているんですよね。 

座長 それでは、他に質問なければ保険の加入に向けた事を事務局に進めても

らってよろしいでしょうか。 

では、事務局は進めてください。 

事務局  はい。 

座長  続いて、②の「圃場の工事概要について」事務局より説明をお願いいた

します。 

事務局 

（大久保） 

 資料３「平成２９年度コスモスふれあいロード推進事業に係る予算執行

（案）」と資料４「コスモスふれあいロード工事箇所 位置図」をご覧くだ

さい。 
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前回の第１回の鷲宮地域会議におきまして、圃場の整備箇所を新古川橋

から新橋間に向けて出来る限りということで決定しました。また、予算に

つきましては、のぼり旗の本数を３００本から１５０本に削減し、土の入

れ替え設計業務を２０万円に減額した残りを土の入れ替え工事に流用し 

４，０７２，０００円としておりました。 

 このことから、事務局ではこの予算の範囲内で、新古川橋からどの地点

まで土の入れ替え工事が可能かを調査いたしましたところ、約８５ｍのみ

となりました。 

 コスモスふれあいロードの土壌につきましては、環境経済課が肥料を定

期的にまいておりまして、圃場の管理を行うことにより、土の品質を保持

している状況です。しかし、土の表面にはかなり多くの石が混ざっており、

花の育成や、耕運機、草刈り機の使用において大きな障害となっているも

のが現状でございます。 

 このため、事務局では、圃場の石を除去する方法について検討した結果、

重機に網目のバケットを設置して、ふるいをかけて石を除去する方法がご

ざいました。 

この場合ですと、石の除去に係る設計業務委託料が２５万円ほど必要と

なりますが、新古川橋から新橋間まで予算内の４，０１７，０００円で整

備することが可能と見込まれました。 

このことから、土の入れ替え工事から石の除去整備工事に変更したいと

考えております。 

補足の説明となりますが、昨年度に初めて古川橋から新古川橋まで土の

入れ替えを行いました。実際に工事の現場に立ち会って土の状況を見たみ

たところ、質はそれほど悪くない、良い土でした。土の入れ替えの場合、

土を処分する費用と新しく購入する費用に多くの工事費用を要することに

なります。このことから、広範囲に行うことに限りがあるため、見直した

ものでございます。 

以上です。 

座長 只今の事務局から、当初の案に対して石の除去等のご説明がありました。

これについて、何かご質問ございませんでしょうか。 

髙橋構成員 石の除去の場合、重機でふるいをかけるとなると、振動とか騒音はどう

ですか。近所の家への影響は？ 

事務局 

（大久保） 

工事範囲には、鷲宮４丁目地内の住宅地がありますので、小型の重機を

使い、気を付けて工事を進めていくことになると思います。 

座長 今の話は石が振動で飛ぶということですかね。 

小森谷構成員 土をすくって上げた時に、バケットをふるいにかけます。ガガガって音

がするんです。その音が地域の方々に、うるさいと感じることがあるかも
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しれません。 

髙橋構成員 民家が近いとね。振動しますから。 

小森谷構成員 工事は振動がないような形で、圃場の上を走っていく形でやりますから

大丈夫だと思いますが、近隣の方には事前の通知も出して実施していこう

と思います。 

堀部構成員 掘削は何センチ？ 

事務局（阿部） ２５センチになります。 

堀部構成員 深くは掘らないようなので振動はさほどではないかと。深く掘ると地面

からの振動がありますが。 

卯月構成員 工事期間は何日位かかるのですか。 

事務局 

（大久保） 

工事期間は、だいたい２カ月位を設けますが、実際の工事の期間は２～

３週間位で、できるのかなと思っています。 

卯月構成員 わかりました。 

座長 ほかに、どうぞ。 

染谷構成員 この会議に参加した時に、土の入れ替えは大変お金がかかるので、この

方法を提案した事があったんです。この工法でやっていただいたほうが安

くて手軽だろうと。 

今回の工事は、どのくらいの石の大きさまでふるい出す考えですか？例

えば、１センチ位とか２センチ位とかサイズが問題になると思います。 

事務局 

（大久保） 

耕運機や草刈機の歯が圃場の石により消耗が激しいということですの

で、その影響も考えて重機のバケットの網を細かくして、３センチ程度の

石と考えております。 

染谷構成員 ３センチであれば大きい石は除かれると思うのですが、経費がそれほど

増えることなく、３センチを２センチに変更できるのであれば、その方が

いいと思うので、ご検討よろしくお願いします。 

事務局 

（大久保） 

状況を見ながら実施してまいりたいと思います。 

座長 他にご質問はないでしょうか。 

それでは、当初の土の入れ替え工事を石の除去工事ということでやりた

いと思うのですが、この件で事務局に準備を進めてもらってよろしいでし

ょうか。 

構成員  はい。 

座長 それでは、この案で進めてください。 

事務局 はい。 

座長  続いて、（２）「平成３０年度地域会議の取り組み事業について」事務局

より説明をお願いいたします。 

事務局（阿部）  平成３０年度に実施する事業については、再度、追加の提案をしていた
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だき、その中から実施する事業をご協議いただきたいと考えております。 

座長  先ほどの事務局からの平成３０年度に実施する事業について、再度検討

したいとのことでしたが、ご質問やご意見はありますか。  

事務局（阿部） 皆様に「平成３０年度鷲宮地域会議における取り組み提案」をお配りさ

せていただきます。 

こちらに、構成員の皆様にお考えいただいた提案を９月５日（火）の提

出期限までに鷲宮総合支所総務管理課に提出をお願いできればと考えてお

ります。 

提出方法につきましては、郵送、メール、ＦＡＸや直接総務管理課にお

持ちいただいても結構ですので、よろしくお願いいたします。 

座長 それでは、ただ今お配りした「平成３０年度鷲宮地域会議における取り

組み提案」につきましては、欄外にも書いてございますが、９月５日まで

に提出をよろしくお願いします。 

事務局（阿部） ご提出していただいく提案につきましては、事務局のほうで取りまとめ

をさせていただいて、第３回の鷲宮地域会議において、協議・検討してい

こうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

座長 それでは、議題（３）次回の会議日程などについて、ですが、事務局に

説明お願いします。 

事務局（阿部） 第３回鷲宮地域会議の日程でございます。 

昨年の例にならいまして、約１ヶ月後の９月１９日（火）または、２９

日（金）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。 

堀部構成員 ９月定例議会に入る関係がございまして、どうしてもこの２日間ぐらい

しか提示できなかったものですから、申し訳ありませんが、このなかで開

催できればと考えております。 

座長 座長、副座長とも２９日都合悪いそうです。 

堀部構成員 １９日はいかがでしょうか。よろしいですか。 

事務局（阿部） 

 

それでは、次回の第３回鷲宮地域会議の日程は、９月１９日（火）午前

１０時から鷲宮総合支所の４階会議室で第３回の地域会議を開催させてい

ただきたいと思いますので、ご出席よろしくお願いいたします。 

座長 それでは、次回、９月１９日（火）午前１０時から鷲宮総合支所４階会

議室で第３回鷲宮地域会議を開催したいと思いますので、ご出席くださる

ようお願いします。 

宮城構成員 前回の提案と同じ場合はどうするんですか。 

事務局（阿部） 

 

 前回と同じように記載していただいて、ご提出をお願いします。 

他に何か質問等は、ございますでしょうか。 
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髙橋構成員 これから平成３０年度に実施する事業の提案を提出しますよね。その後

も、この時期になると、翌年度に実施する事業を決めるということですか。 

堀部構成員 構成員皆さんは平成２９・３０年と同じですが、ご提案をいただきたい

と考えております。 

小森谷構成員 あくまで皆様から上がった案を協議・検討していただいて、予算に応じ

た形で実行する形です。 

卯月構成員 この地域会議が何年間継続するか否かは、誰の判断ですか。 

堀部構成員 市長です。 

卯月構成員 市長なんですね。 

堀部構成員 地域会議は、市長の選挙公約であるナンバーワン宣言のなかで、地域ご

とに地域会議を開催して、地域の課題は地域のみなさんで考えるようにし

ましょう、ということで始めたものです。 

その地域の課題などを解消していくことは、事業効果が上がったと判断

することもできます。また、事業効果が無いからやめるという判断もあり

ます。 

それは全体の事業の効果をみて判断されると思います。 

卯月構成員 わかりました。 

次第５ 閉会 

事務局（阿部） それでは、以上をもちまして、平成２９年度第２回鷲宮地域会議を閉会

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ここに署名する。 

 

平成２９年 ９月１３日 

 

                     染 谷 福 一  

 

                     髙 橋 和 雄  

 

 

 


