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様式第 2号（第 5条関係） 

 

審議会等会議録 

 

発言者 内     容 

第 4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わしのみやコスモスフェスタ チラシ 

資料２平成３０年度鷲宮地域会議における取り組む事業案 

資料３平成３０年度鷲宮地域会議における取り組む事業予算案 

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。あっという間に涼しい気候に入ってきましたけれ

ども、最初の地域会議の時はセミが鳴く前だったと思います。 

今日は出来れば最後になればいいなと思っておりますので、宜しくお願

い致します。 

事務局（阿部） ありがとうございました。 

なお、本日は、加茂谷構成員、足立構成員、川島構成員、卯月構成員か

ら、欠席の連絡を受けております。また野川構成員は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、名簿順で鈴木構成員、斎藤

構成員にお願いいたします。 

それでは、増渕座長よろしくお願いいたします。 

座長  それでは、皆様のご協力をお願いします。 

はじめに、次第の３ 報告事項 
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のぼり旗設置店舗へのチラシの配布について、事務局より説明をお願い

します。 

事務局 

（大久保） 

 おはようございます。 

のぼり旗の設置及びコスモスフェスタのチラシ配布は、久喜市商工会鷲

宮支所並びに久喜市観光協会（鷲宮地区）のお計らいによりまして、加盟

店のご協力が得られることになりました。 

齋藤・宮城構成員のお力添えを頂き、ありがとうございました。 

それでは、資料１のわしのみやコスモスフェスタのチラシをご覧くださ

い。 

このチラシは、環境経済課が作成しましたコスモスフェスタの周知チラ

シを活用するもので、のぼり旗を設置していただいく店舗に、５０枚ほど

の配架をお願いするものです。 

また、のぼり旗につきましては、本日（１０月５日）納品されますので、

連休明けには、市内各店舗にのぼり旗が掲げられ、コスモスフェスタの 

ＰＲに、一役買うものと考えます。 

なお、のぼり旗の設置は１００本程度（店舗に配布をした残数の設置は、

環境経済課がロード内に設置）をお願いしております。 

以上でございます。 

座長  ただ今、事務局から説明がありました事項について、ご質問等はござい

ませんでしょうか。 

（質問等なし） 

よろしいでしょうか。 

次第４ 議題 

座長  それでは、次に、次第４「議題」に入ります。 

 初めに、（１）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） 

平成３０年度地域会議の取り組み事業について、 

資料２の平成３０年度鷲宮地域会議における取り組む事業案をご覧くだ

さい。 

第３回の鷲宮地域会議において、平成３０年度に取り組む事業提案の 

１９件から、出席されました皆様の投票によりまして、 

１ コスモスふれあいロード砂利除去大作戦（１０票）、 

２ 簡易トイレの増設（５票）、 

３ コスモスふれあいロードへのトイレ設置（５票）、 

４ 土の入れ替え（５票）、 

５ 河津桜観桜道路の整備（５票）の５件を選出していただきました。 

これらの事業を、鷲宮地域共助づくりの事業化を調査・検討したところ、
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４の「土の入れ替え事業」におきましては、１の「コスモスふれあいロー

ド砂利除去大作戦」と、砂利の撤去という点で事業内容が類似しておりま

す。 

このことから、コスモスふれあいロード砂利除去大作戦は、鷲宮地域の

共助づくりに寄与するとともに、ロードの圃場整備が図られる事業と考え

ましたことから、来年度は「土の入れ替え事業」の予算措置を見送りまし

て、本事業の実施と成果状況などを検証したいと考え、次点となりました 

６ 散策ルート（４票） 

７ マップ作成（４票） 

８ 案内看板（４票）を追加して、３０年度の取り組む事業の事業化（素

案）を作成いたしました。 

これらの事業を追加いたしますと、コスモスふれあいロードに特化する

ことなく、鷲宮地域全域を網羅する共助づくりが図られる事業展開ができ

るものと考えます。 

では、各事業をご説明いたします。 

～事業内容を説明する～ 

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予算（案）を

ご覧ください。 

資料２の、取り組む事業（案）の予算を取りまとめたものです。 

では、各項目をご説明いたします。 

～予算内容を説明する～ 

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、ご質問をお受けしたいと思い

ます。内容がたくさんありますので事業のナンバー１番から順に行ってま

いります。 

まず、１番のコスモスふれあいロード砂利除去大作戦について、ご質問

ありますでしょうか。 

染谷構成員 この資料を見てびっくりしているんですけど、２９年度はコスモスロー

ドの砂利の除去ということでやるんですけれども、計算しましたら今年の

石の除去も１㎡あたり２万円ぐらいかかっているんですね。 

今回は土嚢袋４千枚に対して謝礼品１２万円、これで皆さんがやってい

ただけると思っているのかどうか。提案した者としては住民軽視の中身な

のかなと。今まで３００万円も４００万円も土にお金をかけてきたけど、

このままでは１０年経っても終わらないので、皆さんの協力でやりたいと

提案したものです。 

例えば、８００円ではわずかですけれど、コスモスロードの管理は各団

体とかグループでやっていくと思うので、気運を盛り上げる部分を考えら
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れると思ったのですが、これではもう、風船がしぼむようなものです。 

前回の会議の上位５案に選出されなかった、１枚１２０円のロードマッ

プの作成や案内板も作ろうといったものより、石の除去が市の予算でも出

来ないということであれば、ここでやる意外ない。やるのであれば、みん

なで手伝って２年か３年できれいにしちゃいましょうと。 

なんで事務局は謝礼金１２万円でみんながやってくれるという考えにな

ったのか、それと今の石の除去が１㎡あたり２万円もかかっているのと、

どういうふうにその辺は考えをまとめたか、まず伺いたいのですが。 

座長  事務局、お願いします。 

事務局 

（阿部） 

まず、コスモスふれあいロード砂利除去大作戦というもの、こちらが１

０票で、土の入れ替えこちらが５票ということで、事業内容が両方とも・・・ 

染谷構成員 それは結構なんです。前年度予算との関係だけを伺っています。要する

に２９年度は４００万円で土の改良というか、コスモスロードの整備をし

ていきたいと。それが来年度は１２万円でみなさん協力してくださいよ、

という案になっているわけですけど、それで皆さんの協力が得られると思

っているのかどうか。そういうことも含めて伺っています。 

小森谷構成員 では、私のほうから説明をさせていただきます。 

今年度も昨年度もコスモスふれあいロードの圃場整備ということで予算

を投入して参りました。昨年度は、３０㎝程度の入れ替えを行ってきたわ

けです。 

それですと、実施面積が稼げないことから構成員の皆さまのご同意を得

まして、本年度につきましては、同じ２５㎝か３０㎝の土被りの掘削をい

たしまして砂利を除去して土をそのまま戻すという工法を施工するという

ご承認をいただいております。 

今回、このふれあいロードの砂利除去作戦はすごくいい案だと考えてい

ました。これを実施してどれくらいの圃場の整備が図れるかという点を検

証するのもひとつだと思います。それと、先ほどご提案者からお話が出ま

したように私どものほうは金品をお渡しすることは出来ません。 

合計８０団体以上、今年は７００人余りのご参加をいただきまして、種

まきを実施しましたことから、その方々が２回でも砂利を取っていただい

て、袋に入れていただこうと。私どものほうからは返礼品というか、謝礼

というか、地域で利用できるものがよろしいのかな、と考えました。 

そういった予算の費用対効果等を勘案いたしまして、今提案者のほうか

らお話がありましたように本来、圃場整備のほうに重視をおく点もござい

ましたが、共助づくりの観点及び地域の活性化ということを勘案したとき

に、マップというご意見もいろいろございました。 

それと河津桜につきましても鷲宮地域においては有名なところです。そ
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ういった観光資源のマップを作成し散策、または、触れ合っていただくの

も一つの方法かなと勘案いたしまして、皆様からご提案いただいた５事業

案に３件ほど追加させていただきました。来年度も地域会議の予算が５０

０万円いただけそうだと見込みまして、５００万円に相当する金額で事業

案を練ってみました。逆に言えば、質問者が言われるようにこの６番、７

番、８番をやらないで、１番、２番、３番、４番、５番で予算を計上いた

しますと、例えは土の入れ替えについては２００万円、３００万円なりを

コスモスふれあいロードの除去作戦というものをベースに置いたほうが、

共助づくリに役立つのではないかいうことの素案でございます。 

そういった形で実際構成員の皆様方で検討していただいて、マップとい

うのはいつでもできることだから必要ないから、土の入れ替えに２００万

円、３００万円を差し引いて入れろよ、という案でも私どものほうは構い

ません。ただ、河津桜の路線の道路形態を調整するのにはお時間をいただ

きますが、マップを作成し歩いていただく分には、活性化にもつながり、

触れ合いもできるのかなとということで次点でありました６番、７番、８

番を追加して、土の入れ替えについては一年間様子を見るということで、

検証するのも必要かなという素案でございます。 

よろしくお願いいたします。 

堀部構成員 私のほうからも追加でご説明をさせていただきます。 

コスモスふれあいロードの整備については２年間取り組んでまいりまし

た。その中で圃場整備をメインに取り組むということでやっていただきま

した。この事業は市がやるものと地域会議がやるものと、どちらがやって

もいいんだけれども市がやらないのであれば、地域会議で取り組みましょ

うというものが、圃場整備がメインの事業だと思います。 

ただ、２年間実施してみて、今後全体が完了するまで地域会議で取り組

むのかという課題は当然あったと思います。そこでですね、この圃場整備

については、地域会議でずっとこれをやるというわけにはいかないとか、

地域会議で提案をしたものを参考にして、今後市としての取り組みを進め

てほしいという話を環境経済課にしてあります。 

ということで、地域会議でどのような取り組みをしていくかということ

で皆さんからご提案をいただきました砂利除去大作戦という形でやりまし

ょうという話になり、団体の協力が８０円で得られるのか。ただ、地域会

議の目的っていうのは、地域の方々に出てきていただいて共助のなかでや

っていこう、それを進めていこうということが目的の一つにあります。 

例えば、種をまくときに皆さんに少しでも石をとっていただくとか、そ

ういう機会を利用してやっていただくというのも一つの手なのかなと。改

めてやるというとなかなか難しいところもあると思います。あるいは地域
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のなかで除草をするときに取っていただく時など、機会をとらえて取り組

んでいただくという方法もあるのかなと思っております。 

あとは市のほうがどこまでそれをやるかどうか、また、どういう形でや

るのかというのもありますけれども、市のほうにまかせていくと。今やれ

ることをこの中でやっていくという形で考えております。 

座長 染谷構成員のご質問は、端的に言えば謝礼金１２万円というのは少ない

のではということになると思うのですが。 

染谷構成員 

 

少ないというよりも、要するに１０年かかっても終わらないのを何とか

するためには、住民の協力を得て一生懸命みんなで石を拾ったところは次

の年からはあまり石に困らない。そのような地区を少しでも早く増やすた

めには、役所の通常の支出ではできないものを地域会議の予算からは、出

しやすいという想定のものです。 

出しにくいのならこの案は引っ込めて、今年やった石をふるってもらう。

それを３０㎝やっていたのを２０㎝にして少しでも早くやってほしいとい

うことになると思うんですよ。 

でも、そうではなくてこのコスモスふれあいロードっていうのは住民の

総意でみんなできれいにやっていこうというならその力を活用して、委託

で出している分くらいはみんなに分けてそれで少しでも早くきれいになる

方法に変えたらどうでしょう、とういうのが、この提案の骨子です。 

本当にみんなの協力でコスモスふれあいロードは砂利が無くなった部分

もできたんだよという成果となる。支所のほうも、業者だったらいつ終わ

るかわからない砂利の撤去が、住民が頑張ってくれて３年できれいになっ

たんだよとか、そういう意味で大作戦と書いたんです。これだったら大作

戦どころか小作戦、それこそ事業のなかでは２９万円で一番小さい新規の

事業ですから。今年度ののぼり旗よりも予算が安いですから大作戦なんて、

大それた名前は使ってほしくない。住民を巻き込んで砂利を早く片づけた

いっていうのに対しての答えはちっともないなあ、と。ちょっと腹立たし

い部分もあるんですけどね。  

小森谷構成員 ただ、その中で謝礼金の素案という形でご提案をいただいたのは３００

円でございました。その３００円も私どものほうも検討させていただきま

したが、あくまで素案ですので、これが８０円、１００円、いや３００円

ということであれば、構成員の皆さん方と協議していただいても事務局と

しては問題ないです。 

鷲宮地域のコスモスふれあいロードの草取りも種まきもそうですが、軍

手とゴミ袋しかお渡しておりません。 

そのような中で、この砂利の大作戦というご提案はすごくいい案だと事

務局は考えます。ただ、その中で今お話が出ているように５００円が妥当
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か、３００円が妥当か、１００円が妥当かはわかりません。堀部構成員も

お話ししたように、どのようなものを対価として考えるかということです。

市役所で出すことはできないということであっても、地域会議を経由して

出すため実質は公費を出しているのと同じです。金券は発行することはで

きません。 

やはり種まき、草取りのボランティアの方々と全体的に使用できるもの

を１００円でも１５０円でも、飲み物でも構わないと思います。そういっ

た観点が事務局であったということをご理解いただければ幸いです。 

染谷構成員 私自身が考えているのは、団体で参加するということならば、団体とし

てどのくらい砂利を何袋くらい集めたい、という計画書を提出していただ

いて予算の範囲内でそれをお願いする、そういう形でやったりすれば、そ

れの成果に対する助成金ということで団体には出せると思うので、町内会

とか、自治会とか、コミュニティ協議会とか、あるいは老人クラブとか、

計画書を出してもらってやっていただいたら、それに対する報奨金を出す

というのは無理ですか。 

小森谷構成員 それに対しましては助成金を交付する制度を作成しなくてはなりませ

ん。鷲宮地域の砂利に特化するということではなくて、市の全体的な補助

金の交付要綱というのと同じようにどこの地域にあっても何のボランティ

アであっても出せるような交付要綱というのがよろしいのかなと私は考え

ます。 

染谷構成員 繰り返しになりすけれども、今年の石の除去、１９３０㎡で４００万な

んですね。 

ですから１㎡いくらになるかということで考えますと今回の８０円とか

いう感じではないわけで、今年の石の除去、ふるいのほうで１㎡いくらに

なるか事務局、考えてください。 

私の計算だと２０，８１３円ですけど。今年は２万円かけるんですよね。

だから、住民の力を得て２万円が２千円できれいになれば、要するに１０

年でやったことが１年でできるわけですよね。 

それを是非、皆さんのご同意が得られたら、みんなもやる気になって少

しは早くきれいになるじゃないかという提案なんです。 

それできれいになると、みんなでやりましょう、と盛り上がったら、鷲

宮も捨てたもんじゃないなと。コミュニティもいろいろしっかり鷲宮地区

の人もそれなりにがんばるんだなと。よそにもＰＲできるのかなと。 

小森谷構成員 先ほどの課題のところでもあるようにまた、構成員の方の最後のお言葉

にもあるように、この団体さんやボランティアさんが、計画書を出した時

に、団体さんがやっていただけるか。この呼びかけは、総務管理課または

環境経済課でやることになると思います。環境経済課から草とり、種まき、
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等々の依頼をして、各団体、区長会、ボランティア団体、コミュニティ団

体、老人会の方々に土嚢袋を渡すにしても、そういった調整に時間を要す

る場合はございます。 

ただ、その中で、砂利の撤去を本年度と同じように２０００㎡を行うよ

うな形で３００万円、４００万円を計上するほうが適当だよという形であ

れば、それはいくらでも対応することもできますのでご検討いただけると

幸いです。 

座長 ただ今の話の中で、謝礼金の金額の問題と、謝礼金を団体に渡すか、個

人に渡すかといった方法の話が今ありましたが。 

小森谷構成員 個人に渡す考えはないです。 

座長 私は普段住んでいるところは桜田地区のコミ協なんですが、このコスモ

スに限って申し上げますと、種まきと草取りで３回参加してもらっていた

だいて、毎回２４本入りのお茶が６ケース出ています。 

１回で１４４人出ていますけど特別に安くて１本７０円で購入していま

す。一人３回、出ていますので一人２１０円をボランティア代として出し

ています。その目安から行くと８０円という目安は、なにか安い金額かな

と思います。 

それから補助金等で団体に出す方法もあるのですが、こういう動員作戦

するのにはそれぞれの人に直接、物が行き渡らないと作戦にならないのじ

ゃないかと私は思うのですがね。 

要するに個々に渡るようにしないと。もちろん、団体経由で渡すことに

はなるんだけども、最終的には参加した個人に渡らないといけないかなと

思います。 

今出た話の中で染谷構成員以外に高橋構成員はいかがですか。 

高橋構成員 先ほど堀部構成員から種まき、草取り作業時に石の除去をすればとのお

話がありましたが、実際に８０円としてお茶も出さないわけですよ。 

せめて私はこの種まき、草取り作業で、平均的に 1 万円だしても８０万

円ですよ。確かに共助づくりが必要だというのはありますけれど、ある程

度のものはお返しするという気持ちがないと来ないと思います。 

お茶菓子、お茶代ぐらいに相当するものは出してあげたほうがいいかな

と思います。 

座長 久保構成員はいかがですか。 

久保構成員 私も高橋構成員と同じに感じますね。何かがないと、皆さんが参加して

も張り合いがないかなという気がします。金額は予算に応じてと思います

が、何かあったほうが、楽しみかなと思います。 

座長 佐々構成員はいかがですか。 

佐々構成員 うちの地区の例で言いますと２回、二日間、８０名でやります。そんな
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中で２日間でた方には１００円相当のごみ袋、それからお茶、あるいはお

茶菓子を配っていいます。 

これは町内会から出してます。そこのコミ協さんから支援というのは、

コミ協さんの予算が限られていると思うので自前で。 

前回、私はたまたま、どうしても会議に出れなかった。この石の除去、

という１番の案は、これは拾い集めるというのですか？これについて私な

りの日ごろの生活についてちょっと、申し上げていただきますと、何一つ

やるにも砂利がいっぱい出てくるんですよ。植木を植えたりするときには

大変な作業になります。だけれども、何年が繰り返していきますと、かな

りの砂利が集まります。 

この拾う作戦というのはね、皆さんが、例えば、８０名私どもがでて、

大きい石でも草を取りながら入れて２年、３年積み重ねると、かなりの量

になるかな、と思うのですね。で、葛西用水道路沿いの場所において、手

押し車を一か所に集めていただいて、回収をしていただければ、毎年続け

るんでしたら、塵も積もればで、大きな成果になるかな、とみておりまし

た。 

回収するというのはね、いっぺんには全部できないので、大きい石だけ

ぐらいならその都度バケツに取り、あくまでもボランティアと、いうこと

で進んでやっていただく。暑くて大変だけれども地域のことだから進んで

参加してきれいなコスモスを見ましょうと、そういう意思がある方にお願

いしているわけです。 

しかし出てくれる方を一人でも増やしていただくことで成果が出てくる

のではと思っておりますので、暑いさなかでお茶も出ないというのでは困

りますので、無理なく水分補給していただいて、救急車が出るようなこと

がないように、お茶はすすんで飲めと、そんなことで進めております。 

 お茶代くらいはないと納得いかない、ここから出すかどうかは皆さんの

判断ですけれども、この辺は予算がない中ですので、全部に回すというの

にはどこかを減らさないとならないから。あとは、自治会なりが出せると

ころがあったらご協力いただいてもさして負担にはならないんじゃないか

なと思いますけど。 

頂けるものはもちろん、もらいますよ。まあ、ちょっとわかったような

わからないような説明でしたが、塵も積もればで、砂利の回収は不可能で

はないと思います。 

小森谷構成員 今、皆様方の団体様のほうで状況等をご説明いただいてありがとうござ

いました。 

そういった中で、染谷構成員が言われましたように３００円の提案を私

どものほうも考えますと、例えば、計算式なんですけれども１００円の飲
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み物を７００人の方に３回渡す場合、２１万円なんです。1００円×７００

人×３回は、３００円×７００人と同じことなので、２１万円を計上する

とか、３０万円を計上することは予算の組み替えをするだけですので問題

はございません。 

そういった形でも差支えなければ、この数字を入れ替えさせていただい

くこともできます。各団体さんのほうで暑い中、２回、３回とやっていた

だいている労力、維持管理というものを継続するということで共助づくり

が活性化していくところもあります。 

そういったところを金銭に表す部分として３００円が適当か、５００円

が適当か難しいところですが、ここは４００円にしても７００円にしても

３回にすれば２８万円ですし、いくらでも数字は整えることができます。 

今お話が出たように地域の方々の参加にともなってやっていただいた回

数によって人数を報告していただければ、代表者のところへ人数分の冷た

いものをお届けすることはできますので、そういった形で回数分の予算措

置をすることはできます。 

それでご検討いただくのもひとつの方法だと思います。 

堀部構成員 砂利の回収については当日ですね、入れて持てる範囲でまとめといてい

ただければ、市のほうで回収に参ります。ただ、そのためには、いつやる

か、何人でやるか、ということを事前に報告いただければ、今、小森谷構

成員が言ったとおり、お茶とか、最初はゴミ袋でもいいかなと思いまして、

８０円のゴミ袋で積算しましたが、それで皆さんのところへゴミ袋をお届

けして、当日はご苦労様ですという形で渡していただこうかなと考えてい

たんですけど。 

小森谷構成員 ゴミ袋は１０枚１袋で７５円でしたので、８０円の積算だったんです。

ちょっと説明不足だったんですけど。 

それを皆さん方に１０袋ずつ渡していただこうかなと思ったんです。そ

ういう形でございますので、構成員の方々と調整をして協議をして決めさ

せていただこうかなと。 

堀部構成員 今、お話を聞くと皆さんのところでそれぞれお茶を出したり、ごみ袋出

したりとそういう形で人を集めてやっていらっしゃるというお話しを聞き

ましたので、この地域会議でも出していこうと、そういう風にさせていた

だければと思います。 

染谷構成員が言っているように確かに、今まで平米あたり２万円かけて

いたのに、これだったらざっと２９万円かと、確かにそういう考え方であ

ろうかと思います。こちらについては工事をやっていくという形ではない

ので、皆さんのお力を借りて、うまく砂利の除去をしていこうという考え

の予算ですので、この中でやらせていただければと考えております。 
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皆さんのご協力を得て、どれだけできるんだという話は当然ありますけ

ど、その時の反省や課題とかを見ながら次の段階のことを検討していくと

いう形もあろうかと思いますので、その点をご理解いただきたいと思いま

す。 

染谷構成員 まず、最初に先ほど２万円って言ったのを訂正します。２，０８１円で

した。入れ替えが平米あたり９，０５６円でした。 

私が言っているのは、今まで土の入れ替えとか石の除去で３００万円、

４００万円と使ってきたお金で、みんなの協力を得て片づけたらどうです

かというのが基本の提案です。ですから、一人にいくら出すということで

はなくて、どれだけの石を運びだすかが基本だと思うので、協力してくれ

た方には何らかの形で、それなりの配慮をしますよということでなければ。

これは業者にお願いしていてもかかった分だから。 

今までのボランティアで種まきの時は保険をかけてもらったけど、草取

りは鎌使うけど保険はかかっていない。草取りや種まきはお疲れ様でした、

管理よろしくお願いいたします、という書類が一枚来るだけで何もしてく

れませんから。これは長い間それでやっているんで、皆さんそれで何とか

面倒見ている。地域会議での予算というのは間違っても思ってないと思う

んですよ。 

だけど今、ここ何年かの部分でコスモスふれあいロードの全体１０キロ

やったら年に１００メートルくらいできないと１０年かかっても終わりま

せん。１００年かかるけど地域会議がそれまで続くかどうかわかりません。

続くうちに上流から下流まで同じような程度の圃場というか石くらいはな

くしてもらえないかということだけですから。 

だから一人いくらではなくて考えていただきたいのは土嚢袋に入れれば

２０キロか１５キロ。１５キロくらい入っていれば 1 回くらいに数えて、

協力に対する部分については業者に払ったつもりで払いますよ、というの

ができませんか、という提案ですから。 

それができないなら業者に今までどおりやってもらって、５００万円の

うちの２５０万円でやってもらい、残りの２５０万円をどう使うかとか、

そういうことで決めていったほうがいいんだろうと思うんですよ。 

小森谷構成員 染谷構成員や堀部構成員からのお話しのように、工事の場合には長い期

間は必要となりますが、マンパワーの場合には１０㎝にしても石が見えて

いるところがなくなればきれいになります。 

ただ、先ほどおっしゃったように工事というものとマンパワーでやると

いうもので確かに平米単価２，０００円と８００円との違いがございます

のでその点はご理解いただきたいのですが、この砂利の除去はいい方法だ

と思います。例えば、２１万円かかっても皆様方からご協力していただい
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た上に飲み物を出しても、２００万円程度の土の入れ替えを行うのでも、

私どもは構いません。 

５つ選んでいただいた構成員の皆さん方からの提案の中で、河津桜の道

路だとかハード的な部分を含めた５００万円の使い道の中で、散策だ、マ

ップだ、という形で観光度合いを向上させる形でやるのが１つの方法かな

ということで案を挙げているものです。６番、７番、８番をやらないでコ

スモスふれあいロードの砂利作戦のこの住民マンパワーを活用してのこの

部分を実施して、一人あたり１００円×７００人×３回で２１万円かけら

れるし、合わせて土の入れ替えを同じようにやるのもひとつだよね、とい

うことで整えていただいても構いません。 

この除去作戦というのは、すごく触れ合いがあり、共助づくり役立てる

なと思っています。ですから、これをなくしてまでとは考えていないです。

表層だけでもきれいになれば耕すだけです。 

染谷構成員 提案なのですが、こればかりやっているともう時間かかってしまうので、

次に進んで、一通りやってから戻っていただけたらといかがでしょうか。 

堀部構成員 最後にひとつ、助成金についてお話をさせていただきたいと思います。

助成金は、皆さんのところも他の団体さんも運営費とか補助金といった形

ででているかと思います。そうすると運営費の中でいろいろな活動をされ

ていて、例えばこの種まきにしてもそうだと思うんですけど、その助成金

に対して、やっぱり色がないわけですよね、その中でやることに対して助

成金は出ていますので。 

改めて助成金をだすということになると、そちらを削るということにな

ると思いますので、助成金をここで出すというのは難しいというふうにお

考えいただいて、この事業について最終的な結論を出していただくわけで

す。 

座長 ここで砂利作戦をやる場合の実施時期は、種まきが８月の第１土曜日な

ので実質的にはは４月、５月、６月、７月の４ヶ月で石取りをやると。 

染谷構成員 コスモスが終わった冬の間やポピーの種を撒くまでの間とか、いろいろ

あろうかと思いますよ。 

これ、やるんでしょ？石の除去。 

小森谷構成員 ２９年度はやらないです。２９年度は工事でやります。 

佐々構成員 先ほど助成金という話が出てきましたけれど、助成金もらうには事業計

画があって、それなりにまた結果報告するわけです。写真を添えて。そし

て、どのくらい出るかわからないでけど、例えば、５千円か１万円だと、

そういう作業は面倒臭くてしょうがない、最初からいらないということも

あろうかと。 

うちのほうの老人会はね、事業計画を立てて、老人会に何の事業ができ
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るんだと、計画書を出して、写真を撮って届けて５千円か１万円をもらっ

てもしょうがないという意見もありますので、出るとしても領収書ぐらい

で済むのならいいですけどね。計画まで作って出すなんて、負担が大すぎ

るかなと、団体によってはね。 

染谷構成員 いずれにしても、先ほども言いました通り他が進まないので後で戻るこ

とでいかがでしょう。 

座長 

 

１番については、ただ今１１時９分ですけれども、まだ終わってません

けど先に進みます。 

２番の簡易トイレ、３番のコスモスふれあいロードへのトイレ設置につ

いてご質問ありますか。 

続いて４番の土の入れ替えは先ほどの砂利除去に移りますので、５番、

６番、７番のことでご質問ございますか。 

５番の河津桜から。 

染谷構成員 ここの課題にあるんですが、調整時間を要するためとなっておりますが、

何の調整が必要ですぐにできそうにない、というところを教えていただけ

ますか。 

堀部構成員 予算の関係なんですけど、予算編成についてはまもなく締め切られる状

態です。そんな中で、できるかできないかを決定しなくてはなりません。

そんなこともありまして課題の池の台橋から関場橋まで、ここについては、

建設部は道路認定しておりまして簡易舗装がしてあります。もう少し手前

は、住宅の開発計画が進んでおりまして、県が管理の河川敷になっている

んですね。そんなことですから、県との協議も必要になってくるんですね。 

ここで決定して予算まで組んだ場合はもうやるというのが前提ですか

ら、現時点ではちょっと難しいかなと。 

小森谷構成員 染谷構成員が言ったように調整時間というのは正直言いまして、堀部構

成員からもありましたが、浄水場の北側におきまして大々的な開発が今、

計画されています。細かいことは申し上げることはできませんが計画の中

において、市が管理している市道や農業センターもそうなんですけど、こ

の開発に伴っての時期と重なる関係で現段階においては難しいと事務局の

ほうで判断させていただきました。そういった形で調整時間を要するとい

うことで、ご理解いただければ幸いです。 

染谷構成員 そういうことだったら、でこぼこの穴埋めとか、今は建設部では電話を

かけると道路の穴はすぐに埋めてくれるということもやってますけど、最

低限の補修ぐらいはできますかね。 

堀部構成員 それはできます。今、仮舗装されている部分で、でこぼこがあって危な

い部分は建設部のほうに要請して、その部分は埋めてもらいます。 

小森谷構成員 補修はできます。 
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染谷構成員 はい、ありがとうございます。それだけでもできれば、あとは開発の計

画があったなら、うまい具合にしたら、その中でやってもらえるかもしれ

ない。 

堀部構成員 両方とも開発計画が今、進んでいる状況なんですね。 

染谷構成員 そうしたら人のふんどしできれいになるかもしれない。少なくとも穴ぼ

この改修をぜひお願いします。 

座長 ６番、７番のロードマップについていかがでしょうか。 

出井構成員どうぞ。 

出井構成員 

 

６番の散策ルートの関係で、私は東大輪の住まいなものですから、砂丘

があるんですね。 

この砂丘を整備してほしいと。こういうことの目的はですね、あそこは

高台なんですね。久喜市でも一番高さがある。 

観光目的もそうなんですけど、避難場所としてもいいんじゃないかと、

こういうのが地域の方々から意見も出ています。 

座長 具体的には避難できる環境づくりって？ 

出井構成員 

 

そうですね。東大輪の地域については白石さんの土地ですけどね。あそ

こを交渉して借りるなり、買うなりしておけば、何かできるかと思うんで

すね。 

佐々構成員 西大輪神社につきましては、砂丘は保全するということで手を入れませ

ん。そういうことになりました。去年かな？今年かな？片方の東側の老健

桜田のほうは、個人の山でありますので、なかなかそれはできない。かつ

て白石さんにお話したんですけど、だめなんだよ、ということでした。西

大輪神社の周辺のついては一切、砂を運び込んだり、壊したりできません

ということとなっております。 

染谷構成員 ロードマップを作りたいということなんですが、何か大雑把でもいいで

すので、ひな形的なものは考えているんですか。 

Ａ３で作ってＡ５サイズに製本をするマップだから冊子なんですか。こ

れはどんなことを考えているか、その辺のところ少し教えてください。 

堀部構成員 地図を作っているところに聞きますと、大きいものではなくて折りたた

み式のものが人気という提案をいただきました。広げて見てるというもの

ですね。 

染谷構成員 Ａ３で作ってＡ５サイズということは四つ折りですね。１部１２０円と

いうのは、根拠はどんなものなんですか。例えば、市のほうでこんなのが

（観光協会パンフレットを提示）２面、あるいは４面刷りだとして１２０

円もかかりますか。 

小森谷構成員 かかります。オールカラーなので。お手元のは去年の会議でしたものな

んです。それをＡ４サイズに整えたものなんですね。のりでとめて。 
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染谷構成員 極端に言えば暮らしの便利帳は広告を入れてただですよね。 

堀部構成員 あれはそうですね。業者で作っていますから。 

染谷構成員 ですから、そういうことも活用したりすると、この５００万円しかない

うちの、２４０万円を使うのは大盤振る舞いだなあ、と思うんですけどい

かがですか。 

堀部構成員 実はですね。やっぱりロードマップをつくっているところがありまして

地域会議の中で今年、菖蒲の地域会議のなかでつくっています。 

それで、そちらは４２０万円とのことです。それはＡ２サイズですから

この上のサイズですね。それで両面ともオールカラーで作って４２０万円

という数字が出ています。 

うちのほうとしては、そんな大きいサイズじゃなくて、もう少し小さく

ても全体がわかるようになればいいのかなと。イメージ的には表面は全体

マップになっていろいろな紹介があって、裏面は歴史的なものとかを紹介

していただけたらと。 

染谷構成員 商工会にはないんですか。 

小森谷構成員  商工会もそうなんですが、現状において駅前道路ができたりすることに

よって、そぐわない図面になってきているんですね。 

それをそぐうような形で合わせるような形で河津桜やコスモスふれあい

ロードを含めて道路状況等々を勘案して、そういったものを作り替える、

校正するというのが考え方の基になっています。 

堀部構成員  地域の名称もこれだと全部入っていないので、そういったものも全部入

れて、鷲宮地域を紹介するようなマップを作っていったらどうかと思って

います。 

染谷構成員  版があるならそこの業者へ頼むと修正になるから、安価になると記憶し

ていますけど。 

堀部構成員  はい、それは検討しています。その金額は菖蒲を参考にしながらの予算

案なので、安くなるならほかの予算へ回すとか、そういうことも最終的に

は考えています。 

座長  今年、栗橋地区は静御前の関連でなにか作っていましたね。 

小森谷構成員  静御前というよりも、栗橋宿マップという形でスタンプラリーを作成し

たものなんです。 

座長  私も家にあるんですけど。 

染谷構成員  全戸配布ですから、えらいなと思ってます。。 

座長  それじゃなくて豪華なもの。 

小森谷構成員 冊子のものですか。 

座長  あれば地域会議で作ったのですか。 

小森谷構成員  これは、このはがきに判を押して送っていただいて、抽選で扇形の扇子



16 

 

が４００名に当たるものです。 

座長 私が感心していたのは、分厚い栗橋の歴史が載っているところです。鷲

宮の歴史が載っているのがないので。 

染谷構成員 なんで久喜市全体もいるんですか。マップだと久喜市もしょっちゅう変

わっていますよね。 

堀部構成員 久喜市全体というのは当初の考えでした。鷲宮地域の歴史とか名称を紹

介するものを裏側に載せたいものです。 

座長 続いていきます。８番の案内看板、これについて質問はいかがですか。 

佐々構成員 ７番も８番もね、案内ということでは同じようなところですけど、今テ

レビ等では外国からの観光客が年々増加していて、かなりの経済効果があ

り、さらにその客を一生懸命呼び込む活動をしているようです。 

この鷲宮地域も、ひいては地元にいますと慣れのせいか、観光資源が何

もないような気もするんですけど、今あるものを観光資源として積極的に

発信していくのはマップとかあるいは、この案内板とかでできればなと。 

突然来た人はね、とっさに駅に降りてどこにいこうかなといった時に、

なかなかわからないので、案内板がいくつかあればいいなと思いますね。 

私これには書かせていただいたのですが、予算については、場合によっ

ては広告を入れることで、かなり予算は集まるんではなかろうかと。商工

会さんにお願いするとかね。 

ただ、誰がどんなふうに発信して動いてくれるのかは難しいと思うんで

すよね。だから予算について可能性はあると思うのですが、やってみない

とわからないですけど。 

とにかくよそから来ていただくいて、来たら商業活動をしっかりやって

いただいて、お金を落としていただく、ということが今後、将来の街の発

展につながっていくのではないかなと。 

最初は小さいけどもまず、一歩から進めていただけたら、というような

今後期待をもっております。 

座長 はい、ほかにご質問、１番から８番までについてありますか。 

染谷構成員 この８番のイベントなどを提示する案内板というのがありますけれど、

鷲宮地区でイベントというのは年に何回くらいあるんですか。 

よその人たちにインフォメーションしたというか、案内したのは。 

小森谷構成員 ５月にあるコミュニティ祭り、夏の千貫神輿、らき☆すた祭り、あとコ

スモス祭り、といいうことで４つ５つ。 

あと神楽を入れていけば、５つ、６つありますね。 

染谷構成員 毎月はいくつくらい？ 

小森谷構成員 毎月１つはありません。 

染谷構成員 そうすると、ここのところで掲示する案内板を設置したとして、３か月
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先の案内とかそういうこともあり得るということですか。 

ここの部分でも、要するにこれだけの予算、恨みがましいことは言いた

くないけども、大作戦のほうは２桁なのにこっちは大盤振る舞いだから、

それはそれなりの効果があるんだろう、という事務局のほうでもお考えが

あるんだろうと思って、イベントなどを掲示する案内板が必要なんだと、

いうことでいくと、今の話だとイベントが年に５つ６つとか、２か月に１

回ではどうなのかと。 

小森谷構成員 すみませんがよろしいですか。 

案内板はですね、物品と同じように 1 基１２０万位するんです。ガラス

のもので立ててやるという、東鷲宮駅前なんかにありますよね。ああいっ

たガラスの箱なんですね。 

だから、これは設置費用込み、という形で考えております。あとデザイ

ンとして、らき☆すた等をシールで貼って加工しようかなということで、

うちのほうはこれよりも安いものがあれば、それで構わないのであって、

意図的なものは何もないです。そういった物品をみて単価を入れただけで

す。こんな高いんじゃやめろ、といえばそれはそれで構わないので。そこ

だけ確認しておきます。 

堀部構成員 市の案内板になるので、当然鷲宮地域のイベントなんかについては優先

して載せますけど、ほかの久喜地区の案内もできるような形になっていま

すので、空いているともったいないので、そこへ入れていく考えです。 

染谷構成員 今、市の案内板だという説明がありまして前回の提案だと、らき☆すた

の等身大パネルになんかに案内板を持たせてとかいうことで、やったらど

うだという案だったと思います。説明はなかったですけども。 

そういうのじゃなくて市の案内板、常設の１５０万円案内板を設置して

いきたいという、これはこの予算ではないところでやってもらえませんか。

５００万円のなかで、知らない間に１６６万円の市の案内板が入ってくる

のは難しいと思いますけど。 

堀部構成員 この地域の特徴のあるものをデザインとして入れていきたい。それは、

らき☆すただったりするわけで、特長がでるのかなと。 

デザイン料が１６万円なので１６６万円のなかに加工代とかも当然入っ

てくるかと思うのですけど。そういった形で、案内板を設置してみますよ、

と。 

ただ、これは１番から８番までの案でありますので、どれを選択するか

今日の協議の中にあります。全体の５００万円で、例えば、土の入れ替え

をどこかを削るということもできますし、助成金という形では難しいけれ

ども、謝礼金としてはもう少し出したほうがいいんじゃないかという形で

手直しする形もできますので、その辺の協議をいただければと思います。 



18 

 

あくまでも、これはたたき台の案ですので、もうちょっと全体としてこ

ういうふうに手直ししてくれという話になればそれもできます。 

ただ、さきほど言いましたように助成金という形はちょっと難しいかな、

とそれだけは踏まえてご検討いただきたいと思います。 

出井構成員 こういう案内板にはスポンサーは出せないんですか。 

小森谷構成員 出せないんです。 

宮城構成員 ８番なんですけど、私と斎藤構成員、商工会と観光協会の結びつきが強

いので、商工会の事務局に考えていただいた提案なんです。 

だから、斎藤構成員と私は商工会の事務局に「何かいい提案があったら

考えてください。」って言ったのがこの８番の提案なんです。 

染谷構成員 ただし、市の案内板という形ではなくて、前は、らき☆すたの看板を使

って・・・。 

小森谷構成員 変わっているのではなくて、らき☆すたのキャラクター、女の人ってい

うんですか、顔を入れた形でその人たちに案内板の脇に立っていていただ

くという考え方も持っていますし、それは変わりません。 

結局、常設する場所に人形だけ等身大のものが立っているのでは何のＰ

Ｒにもならないことから考えたのはあくまでも案ですから。 

ただ、５００万円を構築するにあたって、当然この２４０万円と１６６

万円で合計４００万円程度、残りは土の入れ替えに出せば終わりだよとい

う考えかもしれませんし、それよりもできるだけ、コスモスふれあいロー

ドだけに特化するのはいかがかなという素案を出したものですから。 

先ほど、堀部構成員が言われるように、出ているところ、へこんでいる

ところを取っていただいて、今言った案で４番に４００万円入れた案でい

いんじゃないのってことになれば、それはそれで地域会議の協議結果でよ

ろしいと思います。 

座長 １番から８番のうち、１番から５番で５００万円になれば、いちばんよ

かったと思うのですが、現在の内容では５００万円にいかないので、事務

局で６番７番８番を繰り上げたということになっております。 

ただ、先ほどの話で１番について、とくに現状はこういう予算、２９万

円になっていますけれども、これを改めて考え直すかどうか。 

改めて申し上げますと、前回、改めてみなさんから３０年度についてど

うすべきか、ということをいただいてその結果１番から５番が上位にきた

わけですけど、結果的に事務局の案では金額が少ないので６番７番８番を。 

小森谷構成員 少ないのではないです。あくまでもコスモスふれあいロードの土の入れ

替えに４００万円入れれば、５００万円が達成するんです。 

座長 それはわかりますが、この案でいうと要するに５００万円いかないから

６番７番８番を書いてある。 
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堀部構成員 この案でいくと、そういうことになりますね。 

座長 今日お時間をいただいた１番について、今このプリントでは予算額２９

万円となっております。 

これについてどう考えるのか、今１１時４０分なのですけど、どういう

ふうに進めていこうかなと思います。 

佐々構成員 １番から５番までの案を進める計画というお話だったですが。 

座長 みなさんから案を出してもらった結果、案の票の多かったものが上に来

たわけです。 

佐々構成員 上にきたからといっても、一度に全部できないわけですよね。予算的な

こともあって。マップ作成やら散策と同じように２４０万円にこだわらな

くてもね、予算の範囲内でできるだけやってみたらどうかと思います。 

齋藤副座長 前回、みなさんからの投票から１番から８番まで、商工会のほうから提

案しておりましたマップとか看板とかが落選しちゃったなあという気持ち

でいたんです。本来、私も最初からコスモスふれあいロードの環境を良く

していい花を咲かせたいというのが１番の願いです。 

でも、そのために土壌の改良工事を何年もやっていたら、この地域おこ

しのためにある地域会議の意味がちょっと薄らぐのではないかという気が

して残念だなと思ったんです。 

その中でこうしたものを予算的に計上してもらって土壌整備と同時にや

っていただければ地域会議ってこういうこともやっているんだとアピール

できるのかなと思います。 

案は完璧かどうかまだ、問題はいっぱいあると思います。そうした上で、

この地域会議を考えていただけたらという気がしております。 

髙橋構成員 地域会議の役目というのは共同のまちづくりだと思います。だからハー

ドの部分はそんなに固執しなくてもいいと思うんですね。ですから、やっ

ぱり、地域の方たちがいかにこの地域会議で決定したことについて出てき

ていただけるか、そのほうが私は大事だと思うんです。ですから、ハード

の部分は多少遠慮しながらソフトの部分で、例えば、こういう１番の案で

住民の方に来ていただく。そういう部分ですかね。 

齋藤副座長 ハードの部分が１番というのはね。もっと役所のほうでも協力が欲しい

かなと気がするんですよね。 

髙橋構成員 どうなんでしょうか、この１番をやってみて課題を見つけたらどうでし

ょうか。 

齋藤副座長 多分、商工会が提案しているこうした看板づくりとか、スポンサーを見

つけるとか方法はいくらでもあって、予算ありきではないんですよね。 こ

うした感覚を出していって具体的になっていけば、多分いろんな方法があ

ると思うんです。 
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だから、それは予算ありきではないというのがあるんで、後になっても

いいと思っているんですけど、地域会議を開いて町おこしをしているのが

ハードな部分だけに行ったら、一般の人から何をやっているのかと見られ

る気がします。 

それから鷲宮の観光が、埼玉県とか国の観光情報に常にアップされてい

るものですから、そのへんコラボしてこういう時期を逃すべきじゃないの

かなという思いもございます。 

髙橋構成員 事務局にお伺いしたいのですけど、今まで管理機とか機械を購入しまし

たよね。３０年度は管理機の購入をしないのですか。 

小森谷構成員 今年も買わせていただきましたので、耕運機、草刈り機等含めて十分で

すので、来年は買わなくて大丈夫です。 

堀部構成員 新しいのが４台ありますので、その中で十分できると思います。 

そうしましたら、謝礼といいますか、飲み物代という形で出すというこ

とで１本当たりの単価で２回やれば２回出しますし、３回やれば３回出し

ますので、言っていただければ。 

ただし、事前に日にちを教えていただいて、業者から渡していただくと。 

出井構成員 そこははっきりしておいたほうがいいですね。 

小森谷構成員 極端な話、来年はタオルだとかゴミ袋でも皆さん方が言う商品であれば

整えるのはある程度、可能です。 

座長 飲み物の場合は少なくとも実施している団体で出していると思うのです

が。 

小森谷構成員 そうしたら、ごみ袋１０袋を１組にしても構わないです。結局、皆さん

方が常時使うようなもの、タオルだとか、ハンカチだとか。 

染谷構成員 みんなが普段使っているようなものをもらっても、ボランティアの人た

ちが喜ぶものでもないので、コスモスふれあいロードの整備に協力した人

だけが貰えたんだよって、特別なもののほうがいいと思います。 

それで私が言ったのはコスモスふれあいロードをデザイン化した、要す

るに、普通のタオルではなくコスモスをデザイン化した特別のスポーツタ

オルで１０００円なら出た人は「あ、変わったものをもらったね。」ってそ

れなら喜ぶと思うんですよ。ごみ袋１０枚２０枚もらったとしても、また

ごみ袋かと思うだけですから。 

小森谷構成員 それは、今はたたき台ですので。 

染谷構成員 そういうことではなくて、がんばったらこういうのを貰ったよ、ってい

うのがそれなら励みになるかなと。お金がどうしてもだめだというなら。 

小森谷構成員 私は加須に住んでいるんですけど、加須はこいのぼりタオルというのを

１本１０００円で作って売っている。また、ボランティア等に参加したと

きは差し上げているんです。 
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染谷構成員 さっきの栗橋の扇子も１０００円位かなと。１０００円で４００本だか

ら４０万円でこれは８０万円の事業かなと、いろいろ考えてみたんですけ

ど。 

小森谷構成員 この印刷物がデザイン料を含めまして６０万円です。扇子がいくらだか

は調べていないんですけど。 

染谷構成員 扇子が１０００円なら４０万円で１００万円ですか。 

なるべく「え、こんなものをもらえたの」とみんなが喜んで頂けるもの

を考えていただければ。私は砂利をいっぱい集めたいほうだから、一袋い

くらかなと言ったのですけど。 

小森谷構成員 １０００円の例えばコスモスタオルでもなんでもいいんです。デザイン

してね。今回作りました、のぼり旗をそのままタオルに印刷してもよろし

いのかなと。案ですので、皆さん方が織り込もうといえばそれで構わない

ですけど。 

５００万円の内訳を聞いているだけですので、その辺をご協議いただき

たいということをお願いしたいと思います。 

染谷構成員 ちなみに１０００円で千本作るとちょうど１００万円ですよね。 

堀部構成員 今出た案で提案いただいたんですけど、こういうものを渡すというので

はなくて、記念品を作ってお渡しするとうのはどうでしょうか。 

（記念品ではなくて粗品程度ですよね、との意見） 

ただ、単純なものではなくて、今回のぼり旗を作ったようなものを織り

込むか、印刷するかはとにかくとしても、今言っていたタオルとかを作っ

てオリジナルなものをお渡しする、そういった形の予算をここに入れると。 

 案内看板は次回に取り組むものとして、これはやりましょうという形に

しておくのも一つだと思うんです。２年間のなかでやるものというのが出

てくると思うので。 

あとは予算的には１００万円で６６万円残りますから、６６万円のなか

で案内看板を検討する。 

小森谷構成員 無理ですから、粗品を１６６万円であげておくという形でいいと思いま

す。 

宮城構成員 削るとすれば、マップのほうを１万枚にするとか、２万枚ではなくて。 

久保構成員 一辺にやろうとすると、いろんな面で差し障りがでるので、３０年は３

０年でやって、３１年は先ほど言ってくれたように３１年度の計画の中に

挟み込こんでおけば、提案した方も安心していられるんじゃないかなと思

うのですけど、いかがなものでしょうか。 

そうすれば、３０年度は今年皆さん方が提案したものを実施して、３１

年は、そちらを含めていろんな形をやっていただくと両方がそれなりに充

実したものが出来上がるのではないかと思います。 
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座長 まず、上から詰めていきたいと思います。 

１番の謝礼金を粗品に変えますか。単価はいくらでしょうか。 

小森谷構成員 事務局にお任せください。ですから、今、言ったように６番７番８番を

やらないということであれば４００万円が残りますし、６番７番をやって

８番をやらないのであれば１６６万円が残ります。 

座長 事務局に任せますが、いくらにしますか？今日、決めないといけないん

でしょ。 

（１６６万円と決めさせていただければ、の意見） 

いや、そうではなくて１番は大事でしょう。順番に。 

髙橋構成員 さきほど、出たじゃないですか。案内看板は平成３１年度の１番事業に

しましょう。 

そうすると仮にですが、私の意見ですけど、８番を取り消しすると１６

６万円が残るわけですよ。それを配合すればいいんじゃないですか。 

座長 単純に１６６万円を２９万円に足しておくということですか。 

（そうです、の返答） 

堀部構成員 ２９万円の１２万円がなくなりますが、まあ、足しておきましょうか 

小森谷構成員 １２万円を差し引いて計算はうちのほうでさせていただきますけど。 

１７万円プラス１６６万円ですので１８３万円です。 

座長 ２番３番は変更ありませんね。４番もですね。５番も今回はいいですね。

６番７番が２４０万円で一つの案が場合によっては２万枚を１万枚にする

場合もありますけど、今はこれでいいですね。 

（はい、の返事） 

８番は３１年度にするということで今回はいいですね。 

そうすると８番の１６６万円を１番に全額もってきてもいいですか？ 

事務局で整理して何かあったら適当に増減してもかまいませんけれど。

ということで、全体をお諮りしてもよろしいですか？ 

座長 では、改めて確認を含めて簡単に説明をお願い致します。 

小森谷構成員 それでは、１番 コスモスふれあいロードの砂利除去大作戦 １０票 

１６６万円プラス１７万円を足しまして１８３万円でございます。 

それで、内容といたしましては、軍手の購入４万円、ごみ袋の購入２万

円、これは草とりのボランティアの方々へのものです。 

それと、のぼり旗、来年度の３１年度も設置したいと思っていますので

その保険料、それと砂利の撤去に伴う土嚢袋、それと粗品ということで、

素案という形では今回作りましたのぼり旗のイラストを織り込みまたは、

どのような形になるかはわかりませんがそれをオリジナルで検討してまい

りたいと思います。 

２番につきましては簡易トイレの増設、コスモスふれあいロードのトイ
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レということでございますが、固定トイレではなくてこの期間中にお見え

になった皆様方に使っていただけるような、事務局で考えているのは立ち

小便用と大便器用を一組にさせて頂いて１組といたしまして４セットを考

えております。 

これらの仮設トイレを１か月間置かせていただいて市民の方に利用して

いただこうかと。設置場所つきましては、消防署のところの用水端を検討

してございます。 

仮設用のトイレの清掃をお願いしようと思っているんですが、４つを１

日３回程度の清掃ということで考えてございます。これには水を入れない

と流れませんので水を入れる作業も含んでございます。 

４番の土の入れ替えについては１番の砂利がどのくらいとれるかという

のを検証しながら成果を見るということで３０年度は見送ります。 

５番につきましては、河津桜の調整が必要なため見送ります。 

６番７番の散策ルートマップ作成は２４０万円で、Ａ３の両面で製本し

Ａ５サイズに製本するマップを予算化いたしまして合計５００万円で事務

局素案という形で整えさせていただきます。 

座長 それでは、平成３０年度に鷲宮地域会議が取り組む事業は、説明があっ

たとおり決定したいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

構成員  ～意見なし～ 

座長 続きまして、議題（２）の平成３０年度鷲宮地域議会議が取り組む事業

の名称について」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） 

例年、地域会議では、決定した事業に総称した事業名を決定し、市長へ

報告をしております。 

今年度の事業は、コスモスふれあいロードに関するものの他に、ロード

マップの作成がございます。鷲宮地域の方のみならず、市外から訪れた方

とのふれあいや鷲宮地域を散策して多くの方に魅力を感じていただきたい

ことから、事務局案として、事業名を、「鷲宮地域ふれあい散策事業」とし

てみました。 

座長 事務局から、平成３０年度事業の名称案を「鷲宮地域ふれあい散策事業」

として説明がありましたが、いかがでしょうか。 

構成員 ～異議なし～ 

座長 それでは、事業名を「鷲宮地域ふれあい散策事業」に決定します。 

事務局 

（阿部） 

決定いただきました事業名称、事業内容及び予算につきましては、座長

から市長に報告することになっております。報告する内容につきましては、

座長に一任していただいてよろしいでしょうか。 

構成員 ～異議なし～ 
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座長 続きまして、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） 本日の会議において、平成３０年度に取り組む事業及び事業内容が決定

されましたので、本年度の地域会議は本日をもって終了となります。 

今後の活動報告等については、増渕座長と調整いたしまして、次回の日

程について、後日、ご連絡したいと考えております。 

座長 ただ今の説明がありましたように一応、皆さんの活発なご意見に基づい

て、少々お時間が過ぎましたが、今日の議題がすべて済みましたので、次

回の会議はなし、ということになりましたので改めて申し上げたいと思い

ます。 

これをもちまして、終わりたいと思います。 

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４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１２月１９日 
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