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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（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 

予算執行状況 

資料２のぼり旗デザイン 

資料３平成３０年度鷲宮地域会議における取り組む事業提案 

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。 

始めに、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。本日の会議がすみやかに終了いたしますことを念

願しまして、開会させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

事務局（阿部） ありがとうございました。 

なお、本日は、出井構成員から欠席の連絡を受けております。また、佐々

構成員につきましては現在、連絡調整中でございます。 

次第３ 報告事項 

事務局（阿部） 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。 

なお、本日の会議録署名人につきましては、名簿順で川島構成員、久保

構成員にお願いいたします。 

座長  それでは、皆様のご協力をお願いします。 

はじめに、次第３の報告事項「のぼり旗保険の期間」について、事務局

より説明をお願いします。 

事務局 

（大久保） 

 のぼり旗保険の期間について、ご説明いたします。 

のぼり旗の保険対象期間につきましては、１０月６日（金）から１１月
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６日（月）の１ヶ月間とさせていただきました。 

この期間といたしました理由につきましては、のぼり旗の納品、掲示の

依頼、コスモスフェスタ及びコスモスの開花期間などとともに、ロードの

圃場の育成並びにポピーの開花に合わせて、コスモスの刈り込みは１１月

６日（月）に予定されております。 

このようなことから、保険期間の１ヵ月間を決定いたしました。 

 以上でございます。 

座長  ただ今、説明がありました事項について、ご質問等はございますか。 

 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費につい

て」の、のぼり旗デザインについて、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

（大久保） 

のぼり旗デザインについて、ご説明いたします。 

 資料２の「のぼり旗デザイン」をご覧ください。 

この「のぼり旗」につきましては、前回の会議において決めていただき

ましたデザインで、花の色を映える色の黄色にさせていただきました。 

そのような中、鷲宮地域会議の文字が縦書きで、文字がコスモスの花に

重複することから、重複しない横書きのデザインも作成してみました。 

 この１案と２案のどちらかで、のぼり旗を作成したいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

また、のぼり旗の納品日は１０月５日（木）を予定し、商工会と観光協

会を通じて、鷲宮地域の店舗などに設置していきたいと考えております。 

以上です。 

座長 ただ今、説明がありました事項について、ご質問はございますか。 

久保構成員 「鷲宮地域会議」の文字は縦書きの方がいいと思いますが、横書きなら

ば文字が花に重複していないからすっきりしているように見えますけ

ど。 

足立構成員 ポールはどちら側につきますか。 

堀部構成員 左側です。（「コスモスふれあいロード」の文字側） 

足立構成員 どちらでも同じかな。 

堀部構成員 風でなびいてしまうので、どちらでも違和感はないです。 

足立構成員 たいして変わらないですよね。 

小森谷構成員 今回、コスモスふれあいロードの文字をぶれないようにしたいので、文

字側にポールが来るんですね。そうすれば、ぶれないですので。 

座長 私が思うには、２案の場合はこの横書きの「鷲宮地域会議」の文字が中
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央にあると、すわりがいいような感じもするのですがね。 

１案の場合は、これを中央にするわけにはいかないと思いますけど。 

堀部構成員 「鷲宮地域会議」の文字が詰まっていますけれども、花に重複しないよ

うに文字間を少し空けて配置するというのも、縦であればいいのかなと

思います。 

足立構成員 ポールを立てた時に、「鷲宮地域会議」の文字の位置は、目線のどの辺

になるのでしょうか。 

堀部構成員 下の方です。全体が見えるように、２メートルぐらいの高さで設定した

ほうがいいのかなと思います。 

 「鷲宮地域会議」の文字間は詰まりすぎていて、１つの花の上に重複し

ているので、あまり花にかからないような形で文字を配置していけばい

いのかなと。 

そうすると「コスモスふれあいロード」も「鷲宮地域会議」とも縦書き

ですので、形としてはいいのかなと思うのですが。 

久保構成員 書式として縦書きの揃えたほうがきれいかなと思います。 

足立構成員 宮城構成員、いかがですか。商店街で旗を立てているときはどうです

か。 

宮城構成員 細かい所はあまり見ていないですね。 

小森谷構成員 今、事務局が説明したように、花に文字が重なっているというのは、ち

ょっとさみしいかな。座長が言われたように横書きで真中に持っていっ

てもいいかもしれません。 

スカイブルーのなかできれいに咲いている花が第一ですよね。 

座長 それでは、多数決で決めてよろしいですか。 

構成員 はい。 

足立構成員 先ほど、文字を少しずらすって言いましたよね。 

小森谷構成員 堀部構成員が言いましたように、縦にしたときに「鷲宮地域会議」の文

字が寸詰まりのような形じゃないですか。そういったところを勘案しな

がら、業者にまかせてもよろしいのかなと思います。 

私としては、花とコスモスふれあいロードの文字を見ていただくのが

重要で、「鷲宮地域会議」文字はどちらでも構わないと思います。 

宮城構成員 これから発注かけて間に合うのですか。 

小森谷構成員 間に合いますと事務局から報告を受けています。 

できれば、３日くらいに納品していただいて、保険期間である６日から

設置と考えております。 

宮城構成員 ポールは別途で買うのですか。 

小森谷構成員 ポールと旗のセットでございます。 

座長 ポールをつけてお渡しするんですか。 
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小森谷構成員 そうです。また、設置する針金やビニールひもについても、ご相談した

いと思ってます。 

座長 挙手をお願いしてもよろしいでしょうか。 

最初に１案がいいと思う方。続いて、２案がいいと思う方。 

それでは、１案が多数でございましたので１案で決定させていただき

ます。 

事務局 

（阿部） 

こちらののぼり旗ですが、１案で「鷲宮地域会議」の文字が花にかから

ないように配置させていただくことで、決定をさせていただきます。 

座長 次に、（２）「平成３０年度地域会議の取り組み事業について」、事務局

より説明をお願いします。 

事務局 

（阿部） 

資料３の「平成３０年度鷲宮地域会議における取り組む事業提案」をご

覧ください。 

皆様からご提案を頂きました事業は、合計で１９件のご提案をいただ

きました。お忙しい中、ありがとうございました。 

提案されました事業につきましては、事務局でコスモス関係、らき☆す

た関係及び道路・運動広場の整備関係と大分類し、その事業内容により、

ソフト、ハード、共助、課題の４つに事業分類しております。 

大分類別に、事業名、目的・内容・数量など及び概算予算額を、ご説明

いたします。 

～資料３提案事業を説明～ 

久喜市地域会議で取り組む事業は、久喜市地域会議設置要綱に規定さ

れておりますとおり、「より豊かな共助社会を築き上げるため、地域の特

色を生かした取り組み、地域の課題を解決するための取り組み」となって

おります。 

このようなことから、地域住民との信頼関係や共同意識が高揚し、「地

域の人との助け合い」や「共助社会が実現するような事業」といった観点

などを踏まえまして、平成３０年度に取り組む事業を選定していただき

と考えております。 

以上です。 

座長 ただ今、説明がありました事項について、ご質問はございますか。 
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足立構成員 事業提案のトイレの増設の件なのですが、仮設トイレは誰かが１回汚

したら使えなくなっちゃう。清掃してくれる人たちの予算もここに入れ

てあるのか、それとも他に取ってあるのでしょうか。 

それと鷲宮運動広場のトイレも大勢の人が利用するとなると、きちん

としたトイレを市が設置する計画を立てていったほうがいいんじゃない

かと思います。会議の中で５００万円をそういうものに使っていたら、他

の物ができない。 

事務局にお聞きしたいのですけど、トイレの設置や管理は地域会議の

予算の中で、やっていくのでしょうか。 

事務局  

（阿部） 

コスモスふれあいロードは、葛西用水路土地改良区用地を借用してい

るものでございます。そのため、事務局がトイレの設置や去年度に設置し

たベンチについて、協議をした経緯がございます。 

そのなかで、葛西用水路土地改良区といたしましては、常設の構造物の

設置は認めないとのことでしたが、コスモスフェスタ等のイベントの期

間のみ、トイレを設置するのは可能ということでした。 

また、短期間のトイレの設置の場合でも、庁舎から離れた場所になりま

すので、管理を含めた委託を考えております。 

足立構成員 管理委託のお金が５万円の中には入っていない？ 

事務局（阿部） 入ってございません。 

足立構成員 それは、別予算で職員がお掃除するわけじゃないんでしょ。 

事務局（阿部） 業者への委託を考えております。 

足立構成員 鷲宮運動公園のトイレなのですが、トイレの数が少なく、大勢の人たち

が来ると足りない状態になってしまう。きちんとした計画の中で整備し

設置していただきたいと。 

地域会議で何かあるたびにトイレの仮設事業のお金を使う理由はない

かなと思っています。 

座長 資料３の（２）「平成３０年度度鷲宮地域会議における取り組む事業提

案」について１９案の提案が出ました。 

この１９の提案についてのご質問等をお願いしたいと思います。 

卯月構成員 ３０年度に取り組む事業についての今後のスケジュールはどうなって

いますか。 

事務局 

（阿部） 

久喜市では来年度の予算を決定するにあたりまして、１０月の末には

事業内容及びその予算を決定しなければなりません。 

そのため、今回に決定するのは３０年度に実施する事業を決定すると

ともに、予算を決定することになります。 

卯月構成員 １０月末までに、来年度にやる事業と予算を決定するということです

ね。 
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そうしますと、３０年度に取り組む事業内容を１０月末までに決める

ということは、予算も同じく１０月末までに決めなくてはならないとい

うことなんですね。 

事務局（阿部） はい、そうです。 

座長 

 

ただ今、事務局から説明がありましたとおり、平成３０年度の取り組む

事業を予算付けするためには、１０月末までに決めないといけないとい

いうことになります。今日が９月１９日ですので、日数的には４０日しか

ないのですが、その間にもう１度、２度、この地域会議を開いて決めてい

かないといけないということになります。 

事務局（阿部） 座長、よろしいでしょうか。 

座長 どうぞ。 

事務局 

（阿部） 

事務局から平成３０年度に鷲宮地域会議に取り込む事業の決定方法の

案についてご説明申し上げます。 

皆様からのご提案をいただきました１９事業の中からお１人、最大５

事業を選定していただきまして、多く選定されたものの中から５事業を

決定したいと考えております。 

そして、決定した５事業についても予算の関係がございますので、優先

をつけていただきたいと思います。これからその選定用紙を配布させて

いただいてよろしいでしょうか。 

座長 今、事務局から取り組む事業の決定方法について説明がありました。 

その方法で決定してもよろしいでしょうか。 

卯月構成員 これ、一人５事案とのことですが、全体の票が多い順に５事案を決定す

るのですか。 

事務局 そのように考えております。 

座長 たまたま、５事業でも一番上の事業がそれだけで、５００万円が確実で

あればそれしかできないですかね。 

事務局（阿部） ５事業を選定していだいて、その優先順位により事業化に向けた予算

を考えていきたいと思います。 

堀部構成員 私の方から説明させていただきます。 

１９事業をすべてやる、というわけにはいきませんので、まずは５事業

を選んでいただきます。 

この選ばれた事業をこれから事業化します。ここに出てきた事業だけ

をやるわけではなくて、事務局案としてこういう事業をやるのであれば、

こういうこともできるのではないか、ということで予算を組んでいきま

す。 

予算は５００万円しかございませんので、その範囲内でしかできませ

んから、得票数により優先順位をつけていきます。１番から５番まで順に
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事業化し予算化をしますが、もしかしたら、４番、５番はできないという

ことになる可能性もあります。 

そのための優先順位ですから。他の決め方があれば、ご意見をいただけ

ればと事務局の方から質問したわけです。 

座長 まずは、その各人がこれだと思うものを５つ選んでいただく。それを１

回、集約しないといけないのね。 

堀部構成員 あとは時間を取っていただいて、ひとつひとつ皆さんで協議していた

だいて、残ったものを事業化していくというやり方もあります。 

その中で、ひとつひとつ議論してしまうと、提案された方の意見を言い

づらいこともあるかと思うのです。 

卯月構成員 皆さんは皆さんのご意見ですから。気にせずに。 

堀部構成員 ５事業が決定した場合、事務局は事業化を提案いたします。例えば、選

ばれた事業に入っていなくても、事務局で考えた場合にはこういうのを

入れた方がいいんじゃないかというご提案させていただきます。 

その中で、いや、もっとこうした方がいいんじゃないか、というご意見

もいただきながら、事業を決定していくという形にしたいと思っている

んですけど。 

あくまでも、地域会議の中で事業を決めていく形にします。 

座長 それでは、事務局から取り組み事業決定のための用紙を各委員に配布

することでよろしいでしょうか。 

構成員 はい。 

座長 取り組み事業決定のための用紙を各委員に配布してください。 

それでは、みなさん、自分の蘭のところに１番から１９番のうち、これ

だと思うもの５項目に○をつけてください。 

座長 ５つなくてもいいですか。 

小森谷構成員  ３つしかなければ、３つに○をしていただいてもかまいません。最高で

５つまで○をつけてください。 

事務局 

（大久保） 

 記入が終わった方の用紙をお預かりします。 

堀部構成員 事務局が集計結果をみなさんに発表しますので少々お待ちください。 

事務局（阿部） 先ほど記入していただきました平成３０年度の取り組み事業案につい

て集計いたしましたので、事業名と得票数を順に読み上げさせていただ

きます。 

スタンプラリー                     ２票 

簡易トイレの増設                    ５票 

コスモふれあいロード砂利除去大作戦          １０票 



8 

 

コスモふれあいロードへのトイレ設置           ５票 

土の入れ替え                      ５票 

コスモふれあいロード推進事業 （懸垂幕の設置）       ２票 

コスモふれあいロード推進事業 （横断幕の設置）       １票 

コスモふれあいロード推進事業 （交通広告）         １票 

散策ルート                       ４票 

マップ作成                       ４票 

貸し自転車                       ０票 

コスモスフェスタにバスツアーを盛り込む         １票 

街路灯フラッグ                     ３票 

案内看板                        ４票 

東武鷲宮駅及びＪＲ東鷲宮駅の発車メロディー       １票 

郷土資料館（東武鷲宮駅）への「らき☆すた」グッズの展示 ０票 

河津桜観桜道路の整備                  ５票 

鷲宮運動公園広場の整備①トイレ設置            ２票 

鷲宮運動公園広場の整備②グラウンド整備          ２票 

以上です。 

この中で票の多かった５事業は、簡易トイレの増設、コスモふれあいロ

ード砂利除去大作戦、コスモふれあいロードへのトイレ設置、土の入れ替

え、河津桜観桜道路の整備でございます。 

こちらの事業に事務局案を追加するなどして、次回の会議において、事

業案の協議・検討等をしていただきたい考えております。 

座長 ただ今、事務局から取り組む事業について報告がありました。 

平成３０年度に取り組み事業（案）につきましては、事務局に作成して

いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

構成員 はい。 

堀部構成員 先ほど、優先順位について説明をさせていただいたのですけど、５事業

選んでいただきましたので、すべて事業化をして予算を組ませていただ

きます。 

この事業化した案を皆さんに見ていただいて、５００万円まで予算を

絞っていただく作業を次回の地域会議で行っていいただきたいと思いま

す。 

そういうことでよろしいでしょうか。 

構成員 はい。 

座長 それでは、議題（３）の「次回の会議日程について」でございます。 

事務局より、説明をお願いします。 

事務局（阿部） 第４回鷲宮地域会議の日程でございます。 
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１０月末までに平成３０年度の実施する事業及び事業予算を提出しな

ければなりません。このことから、１０月２日（月）・１０月５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。 

構成員 ５日（木）の声多数。 

座長 それでは、次回は、１０月５日木曜の午前１０時から鷲宮総合支所４階

会議室で第４回として鷲宮地域会議を開催したいと思いますので、皆様、

ご出席くださるようお願いします。 

事務局（阿部） 次回の第４回地域会議で事業予算について決定しなかった場合には、

１０月中にもう一度、地域会議を開催する必要があると考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

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３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ここに署名する。 

 

  平成２９年１０月１１日 

 

                   久 保 た ち 子  

 

                   川 島 加 代 子  

 

 


