
平成29年度第1回草加市みんなでまちづくり会議

議　事　録

1開催日時

平成29年4月26日(水)午後7時一午後9時15分

2　開催場所

草加市立中央公民館　第1・2講座窒

3　出席者の氏名

(1)登録員13名

(2)事務局　みんなでまちづくり課:山中課長、工藤課長輔佐、木村主三事、二見主事、福島主事、有賀主事

市民活動センター　:亀山所長、小柳主事、山口臨時職員

4　会議の議題

「草加市の魅力と経済活性イ血

5　公開・非公開の別

公開

6　傍聴者数

0人

7　会議の内容

別紙議事録のとおり

8　議事録著名人

長谷部健→様、小俣克彦様
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平成29年度第1回草加市みんなでまちづくり会議
議　事　録

【実施日時】　平成29年4月26日(水)午後7時一午後9時15分

【実施場所】　草加市立中央公民館　第1・2講座室

【出席者】　まちづくり登録員:13名、傍聴者:0名

事務局:みんなでまちづくり課　山中課長、工藤課長補佐、木本駐車、二見主事、

福島主事、有賀主事

市民活動センター　　亀山所長、小柳主事、山口臨時職員

1.開　会

2.議　事

<議題>「草加市の魅力と経済活性イ血

3.閉　会

【議事内容】

ー開会-

【事務局】

(亀山所長)

【事務局】

(山中課長)

本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。定刻になりましたので平成

29年度第1回章力肺みんなでまちづくり会議を開催します。本日司会を務めさせていただ

きます、市民活動センター所長の亀山です。よろしくお願いします。

初めに、事務局のみんなでまちづくり課課長　山中よりご挨拶申し上げます。

みなさんこんばんはみんなでまちづくり課課長の山中でございます。平成29年度第1

回の会議ということで本日はゴールデンウイーク前のお忙しい中、お集まりいただき誠に

ありがとうございます。今回のテーマにつきましても前回と同じ「草力肺の魅力と経済活性

イ血　ということで前回ご参加いただいた登録員さんがまだ全員集まってないようですが、

あとでグ)レープを集約させていただいて、また本日も色々なご意見をいただく中で軍刀肺

がいいまちづくりができるようご意見をいただきたいと思いますので本年度についてもお

願いしたいと思います。

また、本年度、みんなでまちづくり課及び市民活動センターで人事異動がありまして、み

んなでまちづくり課の課長補佐だった藤倉が健康福祉部の福祉政策課に異動になりました。

また、みんなでまちづくり課の吉田主事が同じく健康福祉部の生活支援課に異動しました。

更に、市民活動センターの細野主事が市長室の広聴相談課に異動になりました。

そして新たにみんなでまちづくり課の課長補佐に産業振興課から工藤が異動してきまし

た。ちょうど昨年の今の時期に産業振興のテーマがありまして、工藤もこちらの会議に出席

しております。それと、みんなでまちづくり課につきましてl辞職採用職員の有賀主事が、

また、市民活動センターの方に同じく新規採用職員の小柳主事が入りまして、それぞれ皆さ

んと一緒にまちづくりができるよう頑張ってまいりますので前任者同様、よろしくお願い

したいと思います。

それでは本日につきましても「軍刀師の魅力と経済活性他について議論をお願いした

いと思います。
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【事務局】

(亀山所長)

【登録員一同】

【事務局】

(亀山所長)

【議事録著名人】

【事務局】

(亀山所長)

それでは、議題の入る前に、この``みんなでまちづくり会議’’の概要について手短に説明

させていただきたいと思います。

本日、皆さまにお集まりいただいているこの「草力肺みんなでまちづくり会議」は草加

市みんなでまちづくり自治基本条例に基づき開催している会議です。この「車力肺みんなで

まちづくり自治基本条例」は市の条例の中で最も基本となるものとして、『だれもが幸せな

まち』をつくるため、市政の基本となる原則や方針を定めるものとして施行されました。こ

の条例の特徴は市民の提案権や発言の場などを保障し、市民の皆さんが直接まちづくりに

参加できるところにあります。以上のような位置づけの会議となっています。

それでは皆様にお配りした資料の確認をしていきます。

★配布資料★

①会議の次第

②資料1「平成28年度第4回みんなでまちづくり会議　意見の整理」

③)資料2「経済活性化につながるキーワードと企業、市民団体等」

④〉資料3「みんなでまちづくり会議の運用」

資料は皆さん揃っていますでしょうか。不足している方は挙手にてお知らせください。

なお、草加市みんなでまちづくり自治基本条例の条文につきましては本日配布しており

ませんが、必要な方は事務局までお申し付けください。

次に、会議開催に当たり議事録を作成しますので、議事録の著名人を2名決定します。本日

は、長谷部健一様、小俣克彦様にお願いしたいと思います。皆さま、よろしいでしょうか。

≪拍手≫

ありがとうございます。それでは、議事録著名人といたしまして長谷部様、小俣様よろし

くお願いいたします。

はい。(議事録著名人了承)

本日の議題は前回の会議から引き続き、登録員A様からご応募いただきました「草加市

の魅力と経済活性他　についてです。本日の会議の進行役ですが、前回の会議の中で　引き

続きまちづくり登録員の高相帳と浅百様にお願いすることが決まっておりますが、浅古様に

つきましてl薪要のため本日は欠席となりますので、この後、音形聡め進行で進めてまいり

たいと思います。それではよろしくお願いいたします。

それから、今回は前回の会議と同じテーブルになるよう席を決めさせていただきました

が、前回出席された登録員の方で欠席者が多いので　3グループにまとめさせていただきま

す。DグループとBグループの人が少ないので席の移動をお願いいたします。

≪座席移動≫

それでは青朽鵬…の進行で会議を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
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【登録員A】

皆さんこんばんは年度初めの忙しい時期で参加者が少ないようですが、参加者が少ない

分、一人ひとりにお話しいただく時間が多くなるので時間を有効に使いながら進めていき

たいと思います。

なお、浅古さんが都合が惑いということで私が一人で進行役を務めさせていただきます

のでよろしくお願いします。

まず、今日の議題ですけれども、今まで基本的にはテーマについて2回話し合って、それ

をまとめて、市のデータベースに加えていただくという形で進めてきましたが、江原さんか

らいただいた「車力肺の魅力と経済活性他　というテーマが1回目、2回目とかなり盛り上が

ってきたのでそこで終わらせてしまうのはもったいないということで、もう1回やりましょ

うということで今日に引き継いできたという経過がございます。前回のグ)レープで話し合っ

たことのまとめが、長くなりますけれども資料1ということでAグループからDグループま

での4つのグ)レープで話し合ったことが書かれています。

今日はそれらを基にして更に具体的にどうしていけばいいのかということで資料2を用

意してもらいました。「経済活性化につながるキーワードと企業、市民団体等」ということ

で①<観光「名勝　草加松原」　へ継続/PRへ>ということでそれにつながるキーワード

や関連する企業や市民団体等が書かれています。次に②<既存の物のさらなる有効化>とい

うことで　ここでは保育園とか図書館とかですかね。企業、市民団体等としては市や保育園

事業者ということで　ここの話はほかのところと併せて既存の物のさらなる有効化というこ

とで他のところと共通する材料として参考にしてもらえればと思います。それから③<産業

/商業/名産　=道の駅>として、お店とか農業とかそういったものをもっと活用できる方

法ということでそれに関連する企業や市民団体、農家さんのことが紹介されています。④

<交通　パリポリくんバス>、それから⑤<ゼロからスタート系>ということで移動式遊園

地や結婚式場、市営葬儀場、コミュニティバス、大学や専門学校の誘致、こどもの域、サイ

クリングロード車力肺を活性化する第三者の機関設置や市内に駐車場が少なくて困るとい

うことで駐車場の確保などを新たにスタートさせていくということで意見が出ています。

このように5つに分かれているんですけれども、これをそれぞれ素材にしながら基本的に

は前回と同じグ)レープで人数の関係で多少動いていますけれども、各グループでどうすれ

ばこれらのことをもっと具体的にできるのかということでお話をし合っていただきたいと思

っています。

なお、お話し合いに入る前に提案者さんから、感想も含めてこういうことを期待している

ということを言っていただいてもいいですか。

みなさん、こんばんは1回目、2回目といらっしゃらない方もいると思いますけれど

も、3回目に当たっては、資料2の方を有効活用していただければなと思って、私も資料に

関してはお手伝いさせていただいたんですけれども、企業・団体等という箇所があるんです

けれども、ここにいらっしゃる方で他にこういう団体がありますよとかこういう企業が有効

活用できるんじゃないかとか、そういうことがお分かりになる方がいらっしゃれば赤枠のと

ころでプラスアルファで出していただければと思います。あと、ゼロからスタート系という

のは　ちょっと難しいかもしれないですけれども、ゼロからスタートするに当たってここの

部分をこういう風にやっていったらいいんじゃないかっていう方法論として、何か具体的に
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【登録員B】

【登録員B】

1年以内にとか3年以内にとか結構早いスパンで考えていただければと思います

それで番号が振ってあると思うのでこの①番に関してこのカレープではここの部分を

出しましたとか、②番についてここの部分をこのグループでは出しましたとか、番号とそれ

ぞれ意見が出たものを模造紙に貼ってもらう形から、具体的にどこの団体に押していって方

向を決めていくのかとか、横とのつながりとか関連性とかも今ここで考えられる範囲で皆さ

んから意見を出して頂ければと、最後のまとめという形になってなかなか難しくはなってく

ると思うんで地前回の方がもっと夢を語ろうという形で膨らませるだけ膨らませるとい

う形だったので今回はそれを更に具体化してということでそれを草加市の方に言った方

が良いのか、何かそれに関する団体があってその団体の方に意見として言った方が良いのか

とか、市議会に言った方が良いのかとか、誰にとか具体的に詰めていくとか、誰のせいにし

ていくみたいな、そういったところまで行けたらいいなと思います。色々考えて、皆さんの

知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございます。今日、そういう意味で提言あるいは提案になるべく近い形

でこういう風に協働してやっていこうよと、前回もお話ししましたけれども、要するに要

望とか要求とか、この会議に位置付けられている提案との違いというのはやってください

というのではなく、自分たちもこうすれば一緒にできる、入っていくことができるよってい

う、そこのところが一番大きな違いだと思うんですね。ですので自分が当事者になったら

こういうところで一緒に活躍というか、こういうところでお手伝いできる、あるいは参加で

きるとかそういうことも考えながら議論していただければいいな。もちろん、自分たちで活

動されている方は自分たちの活動の中に、どうすれば今日の資料に書かれていることを活動

により活かして街の活性化につなげていくことができるのかということでお話合いをしても

らえればと思います。

今日は最初こ各カレープで今までと同じように模造紙と付箋紙を使っていきますので

各グ)レープで進行役と発表者を決めていただいて、最初の30分程度の時間で1回目の意見

交換をしていただきたいと思います。そこである程度まとまった意見を1グ)レープ5分程

度で発表していただいて、もう一度踏まえて2段階で意見交換をしていく。それをグループ

ごとに発表して共有していき、最終的に今日の提言に近い形のまとめができればいいかなと

思っていますのでよろしくお願いします

何か進行方法について質問等はありますか。よろしいですか。

昔は発表は8分くらいだったと思うんですけど今は5分とおっしゃいましたけど少し

発表時間を長めにした方が良いと思うんですけど。

ちょっと長めにして5分にしたつもりなんですけど。まあ、厳密な時間でないので一応

5分を目安に発表して、5分というと結構長いんですよ。短いと感じる方もいらっしゃいま

すが、結構長いと思うのでよろしいでしょうか。

前にストップウオッチで計っている人がいましたからそれに比べればいいですなわかり

ました。
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【進行役】

【登録員C】

ではそれぞれグループごとに話し合いを始めていただければと思います。まず、l回目の

進行役と発表者を決めていただいて、資料を基にしてどう街の活性化をより具体化できるの

か考えていただければと。時間は30分とっていますので　7時55分までで地

≪グループでの意見交換≫

時間になったところですが、ちょっと時間を延ばしてほしいという意見が出てますので

1回目の意見交換を8時まで延長したいと思います。

≪グループでの意見交換≫

議論が激しくなっているところがありますけれども、約束の時間の8時になりましたの

で今まで各グループで話し合ったことを簡単にまとめて1回目のレポート、報告をしてい

ただきたいと思うのです力i　よろしいでしょうか。

では、Aグループから。皆さんちょっと聞いてください。Aグループで今まで話し合って

きた中身です。お願いします。

Aグループの発表を-二番先にさせていただきます。まず初めにですね、登録員Dさんを紹

介させていただきたいと思います。登録員Dさんはですね、江戸文化歴史検定1級合格、一

般旅行業取引主任者、江戸の文イ髄至史を楽しむ会の会長です。

さっそくAグ)レープの発表をさせていただきたいと思います。今日は人数が少なくてこの

グループの4人の意見がまとまっています。なんといっても登録員Dさんのアイディアがほ

とばしるように出てきていますので全部はここに書ききれないですけど主な点をご紹介

したいと思います。ここに書いてあります。都心から20キロメートル以内にあの長い松並

木があるというのは他にはないらしいです。我々は慣れてますので見てもなんてことは

ないですけど観光で来られている来日外国人の方々には非常にこれが珍しくて、写真を撮

ってこういうのが日本の草加にあるとSNSで発信すると世界中に広がると登録員Dさんは

おっしゃっています。我々はもう小さい頃から見慣れてますけど来日外国人の方にとって

は宝物というか、絶景ですか。なんて言えばいいかわからないですが、そう思うらしいで

す。そして何といっても松並木のところを江戸のコンセプトで江戸風にすればいいのではな

いかと、ぱっと見て松並木、ぱっと見て江戸という、そういうところを作ったらいいのでは

ないかと。

それから、登録員Eさんを割蘭頼川でカヌーで毎週ゴミ拾いでされているんですけれども、

綾瀬川でカヌーを使って人を集めたいと。そして績靭Ilの水辺を活樹ヒしたいとおっしゃっ

ているんですね足りないことがあれば後で補足していただければと思いますが。

登録員Fさんはですね、ここに書いてありますけど道の駅を作ったらいいのではないか

と。道の駅をどうやって作るのか〉姉の仕事だとおっしゃっていました。それから、レイク

タウンとか慨道場が無料なのに、イトーヨーカドーと丸井は有料だと。だからお客さんが

来づらいとおっしゃっています。また、これは登録員Dさんの意見ですが、公共施設とか駐

車場とかそれも江戸風にしたらいいのではないか。車力肺の主だった施設、車力晴と草加松

原を江戸風にしたらいいのではないかと。大体こんなところです。
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【進行役】

【登録員G】

【登録員H】

【登録員G】

はい、ありがとうございました。では次にBグループはどうでしょうか。

Bグ)レープの発表をします。今回は3人しかいないのですが、草加確藻内人の会の方がや

ってらっしゃいますのであとは詳しいことは説明していただきます力㌔まず松並木につい

てですが、前回も同じようなことが出たのですが、とにかく休憩所がない、売店訪うない、休

むところがない。それと、松並木まで行く道が分からない。草加に住んでいる人は分かるけ

どお客さんは草加の駅を降りてどうやったら松並木に着くのかわからない。旧道は歩きづ

らい。車はいっぱい止まっているし、どうやって行けばいいのかわからないのでそれを直

してほしいという意見があります。あとは案内人の会の登録員Hさんに説明してもらいま

す。

大体が草加の駅に来られて駅前から案内が始まります。案内人の会に委託されたらいくら

でも案内できますが、残念ながら時間の制限があります。そうすると1箇所大体5分くらい

で行ってしまうんです。そうすると、トイレが矢立橋のところにしかないんです。この間、

生協の方が来られて、お子さんもお母さんもおばあちゃんたちも来られたときに、赤ちゃん

のおむつを替える場所がない。とにかく案内人の会はいつもそういうことは聞いています

が、休憩する場所がない。ベンチはあるけど屋根がない。暑かったらどうするのとか、雨

が降ったらどうするのとか。ちょうどいい松並木の真ん中にドナルド・キーンの石碑が立っ

てしまったけど　あの辺りに、できれば望楼の当たりに休憩場所がほしいと毎回言われま

す。トイレの数が少ないのと、休憩場所がないのと屋根がない。これから暑くなってきたと

きに。個人の方にも声をかけるんですけど駅からどうやって来たらいいのかわからなかっ

たと言われたときに、草加の駅から松並木に行く道案内の標識がほしいと思いました。それ

と旧道ですね旧道は〇〇二万通行ですから車が結構スピードを出します。ちょっとカーブする

ようなポールを立てていただくだけで　目の錯覚で道が真っ直ぐじゃないと思うようなポー

ルを立てていただくだけでかなりスどこドが落ちると思うんです。歩行者用の道路が広くな

ったんですが、そこにいつも車が止まっています。そうすると乳母車が通れなかったり、い

つも本当に毎回困っています。あそこは駐車禁止にしてほしいと思います。

カフェを、お土産を買う場所がない、草加に来られた方は途中で買ったらそれを持って歩

くのが大変だと。要するに松並木の中に休憩所とトイレとカフェですね。あと、図書館にも

結構子どもさんが来られてます。そういうところ、それから松原団地大きな保育園ができる

のであれば中にカフェを作ってもらいたい。個人的なカフェはあるんですが、公共施設の中

にもちょっと食べたり飲んだりできる場所があれば市民はゆっくりと本を読んだり休める

んじゃないかと思います。

松並木の件で時間がいっぱいになったのですが、その他に草加松原の宣伝力が足りないの

ではないかと。国指定名勝　草加松原になって、もうかなり経つんですが、知らない人がか

なり多いですよね。草加の人は知っていても草加以外の人に、なにそれと言われることがあ

ると宣伝が足りないんじゃないかと思うんです。市のホームぺ-ジにも是非載せていただき

たい。

それから最後に出たのですが、パリポリくんバスが高すぎるんじゃないですか。全国どこ

でもコミュニティバスっていうのは均一料金ですよね。ここは路線バスと同じ料金を取られ

日面細管



【進行役】

【登録員A】

てしまうんですよ。こういうコミュニティバスは全国的にもないんじゃないかと思うので

そこらへんを考えていただければと。以上です。

はい、ありがとうございます。では最後にCグループはどうでしょうか。

Cグループは結構話がいろんな方向に飛んでしまい、ほとんどまとまりがつかなくなって

いるんですけれども、駅名変更による猫協大学前<草加松原>という駅名のコンセプトとし

て、どんな風にこの事方面を見せていくのかというポイントがまだ見えてきていないので

駅前の商店街に統一的なPR、例えば草加松原の旗を付けるとか、駅前に草加の見どころマ

ップの設置とか、猫協大学前に変わったんだということをもうちょっと外から来た人にもア

ピールできた方がいいんじゃないかと。あと、松並木にカフェとか、カフェに対しても松並

木を活かしたカフェの形づくりとか、そういうのを車力肺にお願いするだけじゃなくて一般

公募みたいな形でデザインとかカフェの経営者を応募してやってみるっていう具体化です

ねあとは草加の事業所とか大きいマンションの下に行政主導で必ず託児所を作るとか、託

児所を設けた企業には補助金を出して子どもと一緒に通勤できるみたいな子育て支援策って

いう意見が出ていました。あと、駅名が掲揚大学前って変わったので大学のオープン化と

いうことでこういうことで市民がもっと協力して、学生も市民を通してもっと学ぶ場を作

れるとか、大学との地域サービスにプラス、収入問題っていうことなので大学側にもメリッ

トがあって市民の側にもメリットがあるような形と、駐車場に関しては草加市内の改革が必

要ということでやっぱり有料化が、有料のところが多いのでこれはまだ話の途中になっ

ていて、パリポリくんパスの話も出まして、軍刀両手文化会館へのシャトルバスをたくさん出

して駐車場の問題を解決するとか、パリポリくんバスのチャーター便で町会の人が10人以

上集まったらパリポリくんバスで旅行に行けるとか。あのバスのデザインによって草加市を

PRできるんじゃないかとか。なかなか経済の詰っていうのは今日話したからと言って明

日の経済につながる訳ではないので定期的に経済に関わる団体とか企業とか専門家とか車

力肺の産業振興課とかで定期的に、毎月でも話し合いをしていって、少しずつ前進させてい

くっていうのがいいのではないかって意見が出ました。あと、テーマと正朔i」の問題として、

草加の財政っていうことで生活保護者の実態調査みたいな、生活保護を受けている人でも、

それはちょっと生活保護受ける状態じゃないんじゃないかっていうケースがあるということ

でやっぱり税制という部分に対してもっと実態調査していくという話が出ました。まだ全

然まとまっていないので次の話し合いでもう少し掘り下げていきたいと思います。以上で

す。

はい、ありがとうございます。今までにない形で議論を深めることができたと言っていい

のかな。皆さん共通していることとしてやっぱり草加の魅力ということで草加松原を活用し

ていくこと、活用する方法としてカフェとか人が集まってくつろげるお休み処的なところが

ほしい、というようなこと。それから意外と自分たちの身近にあるために気づいていないこ

とがあるのかなと。例えばAグ)十一プで聞工戸風のまちを作っていったらどうかという話が

ありましたね。結構もう草加何もないですかね。ちょっと探せばそういうようなところがあ

るかもしれないし、あるいは再生するっていうことも大事かもしれないで地Bグループ

の方の方は今日の資料を見たときになぜ案内人の会がどこにも出てこないのかなって思っ
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【登録員E】

【事務局】

(山中課長)

【登録員E】

ていたら、案内人の会の方が参加してくれていて良かったなって思いました。やっぱり、草

加松原のPRというときに案内人の会って大切な役割をしているんじゃないかなって思って

いるんです。Cグループは駐車場の話ですとか、あと、駅名変更をどのように活用していく

のかって議論が盛り上がっていったということでした。

では同じグループでもうちょっと今話をしたこと、それから他のグループの話を聞いて

感じたこととかをもう一度、25分くらいでお話をもう少ししてみましょうか。よろしいで

しょうか。

その前に、課長さんに質問させてもらって、話し合いに移りたいんですけどね。たとえ

ば　どこのグ)レープでも草加松原にお休み処って話が出ていましたよね。草力晴の第四次総

合振興計画にもそのような話が必ず入っています。役所ではそのお休み処についてどのよう

に考えているんですか。どこまで話が進んでいるのか。そういう情報を知らせてくれるとあ

りがたいね。パリポリくんバスの話もワンコインでとか。他の地域に行くと駐車場は無料な

んですよ。草加のアコスは有料だけども。その辺の検討は進んでいるのかな。毎回私たちが

議論しても言ったら言いっぱなしでこれでまた今日解散するのかなと感じるんだけどそ

の辺の役所サイドの話を聞かせてもらえるといいかな。そしてまたそのあとの話を深められ

ればなと。

まず1点目のお休み処についてですけどお休み処はあったほうがいいという風に役所も

思っているんですけどなかなかそこについてはですね、まだ具体的に予算化できて、進め

られるという状況ではありません。ただ、全くできないかというとそういう話ではなく、所

管の文化観光課で検討はしています。ただできるようには考えていますけれども、やっぱ

り財政面とか所管も苦労しながら検討していますのでご了承ください。2点目のパリポリ

くんバスについてですが、導入の時点でもパリポリくんバスに支出するということに賛成の

人ばかりで〉証直ありませんでした。もともと路線バスが走っているので路線バスで十分

ではないのか、余計な財政負担をする必要はないのではないかという人もいらっしゃいま

す。そのような意見も踏まえて、今の料金設定が決定されているところがあるので私の口

から今ここで料金が商いか安いかとは言えませんけれども、そういうことで今の料金設定が

されておりますので　ご理解をいただきたいと思っています。また、駐車場については不足

しているのは十分承知しています。特に草加松原の左岸広場ですよね。左岸広場の東側にあ

る道路に路上駐車されていて安全面も非常に良くないということは分かっていて、今、みど

り公園課とスポーツ振興課で検討しているのは、南側にある公共用地、基本的に今はソフト

ボール等の運動広場として使っていますけれども、あくまで暫定地で今後の利用方法が決ま

っていない状況ですけども、その中で「部を駐車場にしようという案は出ています。そこに

ついてはですね、台数が十分に確保できるかというと、市内の運動広場も足りていない状況

なのでそこを全面的に潰して駐車場にすることはできませんが、一部を駐車場として使用す

ることについては、早い段階で実現するのではないかと思っています。ただ、観光に足りる

だけの駐車場はまだ確保はできないと思います。

アコスの駐車場の無料化についてはどうなんですか。レイクタウンも無料ですよ。
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【事務局】

(山中課長)

【登録員A】

アコスはですね、株式会社組織だったり、色々と難しい点はあるのだろうと思っていま

す。特にそれを無料にした場合、買い物客ではない人が止めてしまうとか、賛成する人と反

対の人がいると思います。今のところ私が知っている限りでは無料化という話は聞いており

ません。

課長、ありがとうございました。ちょっとね、課長にそのようなところまでお話しいただ

くのはこの会議としては異例かなと思いますけれども、状況を知る上では大事なことかなと

思います。さて、議論でも出ていたお休み処の話ですけれども、今、市内に特に旧道沿いに

カフェ的なものが市民の皆様の力で店舗を改装したり、新しく家を建てたところの一部をそ

ういう場として開放してくれたり、あるいは古い、以前からある神明庵などもそうですが

ひとつのお休み処としてできているというのがあります。それは市がやっている訳ではなく

て、もちろん市にもお手伝いはしてもらっているけれども、そこは基本的には市民がやって

いる。ある意味、市と市民が協働でそういう場を作ってきているということがあります。そ

れから、パリポリくんバスや駐車場は山中課長のお話にありましたけれども、それがほしい

という人と、そうではない、駐車場も無料にすると全体に駐車場が不足している中で利用者

のマナーの問題が出てくる。そこのところはどうなんでしょうね例えばパルポリくんバ

スについて言えば路線拡大もそうですけどどうすれい茹I」用者を増やすことができるの

か、そういった観点の議論も必要かもしれない。駐車場も無料が良いのか有料が良いのか、

公共施設の駐車場がすべて無料というのはそれはそれでどんなものなのか。確かにレイク

タウンは無料かもしれないけれども、都内に行けば同じような大規模商業施設で有料の駐車

場は決して少なくない。そんなことも頭の片隅に入れて残りの時間、あと15分しかありま

せんけれども、3つのグレープで山中課長の話を聞いたうえでの議論を進めていただけます

でしょうか。今日はとても楽しいというか、盛り上がっていると思いますのでよろしくお願

いします。

≪グ)レープでの意見交換≫

はい、あっという間に時間が過ぎてしまって、この短い時間で議論してくださいというの

が少し舌懐で申し訳ないんですけれども、よろしいですか。発表をお願いしたいと思いま

す。今度は先ほどとは逆にしてCグ)レープからお願いします。

Cグ)レープではまずこの段階で実現できることはなんだろうということで経済につな

がりそうなもので実現できそうなものを挙げてみたんですけれども、やっぱり草加松原って

いう駅名が変わったものというのがポイントになるので草加松原を売りに出すために、各

商店街の色づけじゃないですけどちょっとした、例えばおせんべい屋さんが多いところに

はおせんべいの看板をたくさん付けるとか、特徴みたいなものをもうちょっと大きく、今の

街でちょっと工夫すれば視覚的にアピールできるものっていうので考えていければいいなと

いう商店街の色づけと、あと各町会っていうのがあるので各町会の魅力づくりをPRさせ

てもらって、この町にはこういう魅力がありますよっていうのをパリポ」くんバスの路線の

目玉として、ここに行くとこういう魅力がありますよっていう、それをまたパリポリくんバ

スの利用というので早いスパンで計画して予算もかからずにできるんじゃないかと思うの
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で私たちも各町会で自分たちの町会の魅力と外にPRできるものとか、パリポリくんのバ

ス路線に載せることができるものとかを吋会でも話し合うことができるんじゃないかとか、

あとは楠木が開発としてこれからいろんな建物が建つという話もあるのでそこに道の駅と

かを建てて、道の駅で草加の産業のものを売ったりとか、子育てママさんとか高齢者の方が

作ったものを売ったりという場にしたりとか、あとサイクリングロードとして草加で自転車

を作っている会社があるので特殊な3人とか4人とか5人乗りの自転車を作って、サイク

リング専用のコースも作って、レンタル料をもらう形にして経済につながるような、道の駅

でお買い物もできて、サイクリングロードで身体も動かせるというのを、レイクタウンとか

他のところとは違った名称みたいな感じでやれるといいのではないかということと、草加市

文化会館の駐車場の問題については立体駐車場化して100台を200台にするとかならそ

んなに予算じゃなくても実現可能じゃないかとか、あと松並木の方もなかなか休憩所という

建物は作ることはできないかもしれないけどイスの数を増やすとか、トイレの増設ってい

う話だと、この1年の間にどれくらいの距離に1箇所あった方が良いのかっていう小さいも

のからでも何か増やすことができるんじゃないかっていうこととか、あとは翻協大学が有名

になるっていうことなので大学生の法律無料相談とか、教授を利用したものとかを外の人

にもアピールして勒肺民だけではなくて、外の人を集めるための、猫協大学を利用した人

集めのPR方もかなり短いスパンで実現可能なのではないかっていうのが意見として出まし

た。ただやっぱり行政に頼むっていうのは時間とか予算とかいろんな問題が出てくるの

で草加まちづくり会社みたいな感じで市役所とも連携して、市民とも協力して宿泊施設

とか営利目的を必ず考えたものの観光とか実態調査とかそういったものの第三者機関とし

て、草加を良くする会社づくりをして、営利を必ず目的として税金に頼らないっていうの

が、一番実現するのには最も経済を活性化できるんじゃないかという結論になりましたo以

上です。

【登録員H】

ありがとうございました。素晴らしい発表でしたねではBゲル一刀まどうでしょう

か。

予算がない、予算がない、やる気がない。じゃあどこで作るのか。出るお金と入ってくる

お金のバランスだと思います。私は社協に文句を言いに行ったことがあるのだけど金婚式

のお金をやめましょう。なぜ個人のお祝い事に車力肺がお金を出す必要はないんじゃない

か。あれをやめたからと言って休憩所ができる訳ではないと思うけどいらないところのお

金はまず削っていきましょう。出会いの森とかものすごく大きなバスが運行していますバ

スの運転手さんに聞きました。満員になることはまずないそうですなんであんな大きなバ

スを、車力肺の委託を受けて走っていると言っていました。パリポリくんバスくらいの大き

さのバスでもいいんじゃないかと思います。出ていくお金をいかにして少なくするかという

話はこれで終わりですそれから和舟ですね、なかね和舟の会とコラボして観光客が船に乗

れる、革力面内の方が多いですが、最近は半分くらい市外の方がいらっしゃいますそうい

う方に舟に乗って頂いて繊細をずっと回って頂く。これはすごくいいんですむ特に桜の

季節は素晴らしいですできれば案内人の会となかね和舟の会でコラボしたいと思うんで

す。そいうのは個人でやらなければいけないのでしょうか。車力肺が動いてくれるんでし

一　間言



【登録員A】

【登録員H】

【登録員G】

【登録員E】

【登録員D】

ようか。

Cグ)レープのまちづくり会社がやります。

よろしくお願いします。それから、休憩所の場所もそうですが、望楼ですが休憩所になっ

てはいますがトイレもない、着替え場所もない、売店もないのでできましたらあの辺りに

休憩所がほしいといつも思います。

あと、今日はテーマが5つもあってとてもじゃないけど5つも話が及ばないですよね。1

つだけでも十分だと思うんでどれかに絞ってやらないとみんな意見がまとまらないと思っ

て。次回がいつかは分かりませんが、次回からもう少し絞って議論した方がいいと思いま

す。以上です。

はい、ありがとうございます。ではAグループ、大分熱が入った議論がされていたようで

すが　Aグ)レープお願いします。

ではAグ)レープの発表をします。発表するのがなかなか難しいのですが、先ほど江戸風の

草加を作ろうと、草加晴と草加松原を江戸風にしようと、これが草加の宝だと、これをこれ

から相当力を入れて工夫していかなくてはいかないと。これね、予算と情熱が必要というけ

れども、予算がなければ知恵を出せということでどういうことかというと、今どこのグル

ープも出しているのはいろんな細かいアイディアなんだよね。不統一の。そうじゃないん

だグランドデザインをまず作れということなんだ。じゃあ誰が作るのか、市長が、行政が

作るんだ市民に細かいこんなこと聞いているようじゃダメなんだ。とにかく市長がやる気

になる、知恵を出す、そしてグランドデザインを作れと。市長を動かすのはやっぱり行政だ

と思う。行政と市長と、ここのところがしっかりしろと。そして市民がいろんなことを考え

たときに、江戸風そして経済活性化、そういうものが付いてくると。そして作り上げること

ができると。そういうものが江戸風というものを行政が認定していけばいいことなんだよ。

卵が先か鶏が先かと同じなんだけどこういうところをもうちょっとしっかりしていかない

と草加は前に進まないよと、そういうことを今一生懸命議論してきました。足りないところ

は補足をお願いします。

すいません、大事なことは草加を愛して、草加に人が来てもらう。それが大事だと思うん

で地それを前提に議論していけばいい、それがグランドデザインです。だから、今、い

ろんな、例えば案内人の会の皆さんの活動をグランドデザインの中から認定しました。そう

いうイメージなんですよ。そうすればみんなこの中に全部入ることになる。まず現存するも

のをグランドデザインとして認定していく。それから、こうしていきましょう、今後工夫し

ていきましょうという次の議論になるということなんです。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。それぞれのグ)レープで特色のある話し合いができたので

はないかなと感じました。それでは今までは発表を一方的に聞くだけでしたが他のグルー

プの発表に対してこう思う、あるいはここはこうなっているんだという質問やご意見があれ

国書和　一



【登録員J】

【登録員D】

【登録員I】

【登録員D】

ば出していただきたいんですけどいかがでしょうかo

ちょっと聞きたいんですけどイトーヨーカ堂の駐車場は買い物をした人も2時間無料と

かのサービスがないっていうことなんでしょうかo

それは今の全体の話とは違う質問なので申し訳ないのですがoちなみに一定の金額を使え

ばl時間とか2時間とかの無料駐車券は出ます他に何かありますかo

小江戸とかっていう話が出ましたけれども、正直勒口には古民家なんてないし、川越とか

と違って朝日はバラバラでそれぞれが駅の周りにも手つかずの、今後の開発が決まったとこ

ろは、リフォームもしないでポロポロのままで火災でも起きたらどうするのかなってところ

がいっはい残っているんですよ。だからあと10年も15年もかかるんだったら・・・

すいません。時間がないので要悌工戸風のまちにして売り出すって言っても草加にはそ

ぅいう要素があまりないから他のことをやった方が良いんじゃないのっていうご意見でよろ

しいですよねそれに関してはAグループから反論の意見はありますかo

反論する気はまったくありませんe全部がいい意見なんです私が申し上ぼいるのば

全部を取り入れていきましょうとo古民家でもその他の取り組みでも、グランドデザインに

ぶら下げて、その中でやっていきましょうということなんです。例えばまったく違うもの

を作っても共通のマークを付けるとかね、そういう意味なんですoだから今のような意見も

全部大賛成です。以上です。

ちょっといいですか。江戸風のグランドデザイン、私も賛成ですご存知の方も多いと思

いますが、10数年前に「今様・勒晴」実行委員会というものができまして、これは地方

創生の第1号の認定を受けまして、いろんな予算ももらって、それが目指しているものがま

さにおっしゃっていることなんですよ0400年前から続く宿場町を、あの賑わいを再生し

ょぅと。つまり江戸風のグランドデザインをやりたいということで旧道ですね、それから草

加松原、そこを中心にしてどうやってまちを作っていこうかということを常に考えています

ので今は「今様・勒晴」市民推進会議ですけど是非入っていただいて一緒にグランド

デザインを示していただいて一緒にやりたいと思うのでこれはオファーですのでよろしく

お願いします。以上です。

誤解しないでいただきたいんですけれども、僕は全部大賛成ですo例えばね、駅前に大き

くなくても草加松原という表記を出すとか、考え方だけでもいいと思うんですoチラシを置

いてもらうとか。近くの人にチラシを置いてもらうことだって、グランドデザインがあるか

らできることだと僕は思ってるんですねスーパーだっていっぱいある。そういうところに

チラシやポスターを置けば人の目に触れてPRになるoそして僕が一番思っているのは外国

人なんですねあんなに東京に外国人が来ているのになぜここに来ないのかoそれは勒旺

魅力がないから、いやこんなに素晴らしい場所があると知らないからなんですo朝日松原、

こんなに素晴らしい場所があるんです。 だから僕はここに来てもらえばいいと思うんです。
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そしてSNSで拡散されれば勝手に宣伝してくれます。

しているんです。以上です。

そういうことにつながるように提案

はい、今のところの中から浮かび上がってきたことば共有する、草加の魅力をグランド

デザインも含めてですね、これだけの人数でも十分に共有されてないという現状があるのか

なと。例えはですね、草加松原について私が知っている限りですけれども、10数年前に日

本の道百選に選ばれていますそれから県内で3か所しかない国の名勝顔…を受けているe

実はあの松原をあの形で残したのは誰かというと、それも姉民なんです真市も多少協力し

たようですけども、当時の青年会議所の人たちとかが協力してこの松原を残そうと、もう何

10本という状態になったところから、一生懸命手植えで再生させたoそれ〉姉民が頑張っ

て残してきたものなんですだからこれからもそこを姉民が中心にやっていく。今日はそう

いう大事なきっかけが作れたのではないかと思います。

まだ喋りたい方もたくさんいらっしゃると思いますが、ここで3回議論した感想を改めて

提案者さんからいただいて、まとめていただきたいと思います。

【登録員A】 皆さんお疲れ様でした。「朝日の魅力と経済活性他というテーマを出させていただいた

んですけれども、私は勒呼商売を始めて6年目になるんですけれども、勒肺のことをい

ろいろ自分で調べていく中で自分が調べた内容と、住んでいる方たちのお話を聞きたいな

というのがテーマを出した正直な理由のひとつだったんですけれども、第1回目のときに本

当に魅力としてこういうものがありますよとか、川がありますよとか、年配の人も元気だ

し、子育てをしている人でもいろいろ仕事をしていきたいというバイタリティのある方だっ

たりとか、ボランティアとかでもすごく活動している方がいて、市民力がすごく強い町なん

だなって。そしてまた人の流動があって、新しく市民になった人でも、すごく歴史が浅いに

もかかわらず勒肺に対していいことを言ってくれる人は全部がウェルカムという、なか

なかこう、普通だったら受け入れてくれないような町が多い中でも、草加市は草加のために

尽くしてくれる人であればどんな人でもいいですよという、そういう魅力があるまちなんだ

なとわかりました。それとレイクタウンが近くにあって、遠くの方から草加を抜けてレイク

タウンに行ってしまう。なぜか草加を抜けてという部分がもったいないのではないかという

ことでなんとか草加に足止めをさせだいなというのが、魅力と経済活性化につながる話を

してもらいたいという意図するところだったんです墓やっぱり経済活性化というとテ‾マ

がすごく大きくなってしまって、それが実現可能かとか考えると時間とか予算とか人件費と

かいろんな課題が出てくるんですけどあえてそのお金の部分を話していこうというのがこ

のテーマの重みのある部分だと思うんで辞去この中でも、経済の中心で活躍されている方

もいると思うんですけど今話した内容とか、この資料というのがとても大切になってくる

と思うんですなこの先、私たちのまちにどういったものが必要になってくるのかとかそう

いう話になってくると思うのでこの資料を市や税金に任せるのではなぐこのみんなでま

ちづくり会議でこういう話をしたんだよね、‾これ私たちでやってみようよとか流れを作って

いって、朝雨詑してもやらなければ損な状況を市民で作っていくという感じの市民力を活

かして、また数か月後とか、数年後とかにこの話し合いで出たことが実現したときにはこ

の場で話したことが第一歩になって結果につながったと思えることを確信しています。本日

はありがとうございました。
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【登録員C】

【登録員J-】

【登録員C】

【登録員C】

【登録員C】

【登録員E】

ありがとうございました次回の会議ではこのまちづくり会議でどのようなことを議論し

ていくべきかをテーマにして、カレープで話し合っていただきたいと思いますがいかがでし

ょぅか。このみんなでまちづくり会議とはなんなのかというようなことです墓もう少し整

理をして最終的には出したいと思いますがよろしいでしょうかo

何をするかは決まっているのではないのですかo今までテーマを募集してそれについて議

論してきたのではないのですか。なぜテーマを募集しないのですかo

テーマの募集はしていますが、ここのところ会議に出席していただいている登録員の方か

らは新しいテーマの応募がない状況です。

新しい人からのテーマでということでテーマとして採用することを拒否されているのです

が。

今までテーマ出しをしていない人たちから出されたテーマを取り入れていけるような、で

きるだけ多くの人からのテーマを話し合っていきたいという気持ちでそのような形になって

います。

テーマが出てこないなら同じ人の2つめ、3つめのテーマも取り上げではいかがですか。

なぜ同じ人が複数回出すのはダメなんですか。新しい人に絞るからテーマが出てこないので

はないのですか。

紙で出してくれとお願いしても出しづらいようなのでグ)レープで話し合ってグ)トプと

してどのようなテーマで話し合っていくかを議論していただくというのが私からの提案なの

ですが。

でも紙で出しているのに断られている人がいるのでしょうe次回のグレープではすでにテ

ーマを出した人は黙っていろということですか。

既にテーマを出された方もご自身の次のテーマについてグ)レープ内でお話しいただき、グ

ループとしてのテーマとしてまとまるようであればそのテーマを出していただければと思

うのですが。

わかりました。

提案なのですが、次回会議までにテーマの募集も併せて行ってはどうですかoそこで応募

のあったテーマも含めて次回のカレープ討議を行えればいいと思うのですがo

わかりました。テーマ募集も併せて行います。それでは事務局にマイクを戻します
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【事務局】

(亀山所長)

【登録員一同】

【事務局】

(亀山所長)

本日の議事はこれで終了します。 本日進行役を務めていただいた青栖帳ありがとう

ました。また、会議に参加し、真剣に議論をしていただいた皆様ありがとうございました。

次回の会議につきましては7月26日にこの同じ会場で開催いたしますo進行役につきま

しては、引き続き青柳様、本日は欠席でが、浅百様にお願いしたいと思いますが、皆さま

いかがでしょうか。

≪拍手≫

ぁりがとうございます。次回のテーマは先ほどもお話しありましが、次回のご案内と一

緒にテーマの募集をさせていただき、皆さんで持ち寄って議論することに決まりました。そ

れではこれをもちまして平成29年度第l回みんなでまちづくり会義を終了いたしますo皆

様ありがとうございました。
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