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午前９時００分 開 会

特別委員長（泉田壽一君） 時間前ではありますが、全員おそろいでありますので、特

別委員会を開会させていただきます。

改めて、おはようございます。今日が第３回目ということになるわけであります

が、過去２回、７月17日でしたでしょうか、第１回目を行いまして、今日で３回目、

ようやく委員会としてのあり方といいますか、方向性も見えてきたかなと思ってお

ります。

また、今日の委員会がやられてこの委員会の考え等が出てきた後が、執行として

は国、県とのヒアリング等、また実施設計、基本設計等が補助金の対象になって組

み込まれていくための道筋といいますか、それらを含めたように進んでいくのかど

うか、それらも含めましてこの特別委員会が今後ともまた煮詰めていくものがある

のか、それとももう基本計画、実施設計に入っていく、ヒアリングに入っていくと

いうそのもとになるのか、その辺もあわせまして、今日はしっかりとした議論と、

また特別委員会委員各位の発言、提言もお願いしたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。

また、三條新聞、越後ジャーナルより傍聴のお願いが出ておりますので、これを

許可してあります。

町長、ご挨拶をお願いします。

町長（佐藤邦義君） 改めまして、皆さんおはようございます。今ほど委員長さんのほ

うから指摘がございましたように、実は今日はこれまでの検討、特に外部委員会の

ほうからご指摘があったりして訂正をいたしました最終検討案を今提示したわけで

ありますが、これをもって全て終わりではありませんので、正式には来年に入りま

してから県、国へも資料を提出いたしまして申請をいたしまして、実際にはヒアリ

ングはその後ということ、秋ぐらいまでには大体決定するかなと、こういうことで

ございますので、今日皆さんからいろいろご意見いただいた後にまた訂正すべきと

ころは訂正していくということであります。特に今日最終検討委員会のところでは、

先般の外部委員会で配置のところが一部変わっております。それから、今日委員の

皆さんに配付させていただきました、先般商工会を通しまして田上町道の駅にぎわ

い創出組合規約ということで、こういうことが出てきましたので、これらについて

も今日ご協議いただければと、こう思っておりますので、よろしくお願いいたしま
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す。

特別委員長（泉田壽一君） では、これより協議題に入ります。

道の駅等整備検討委員会の経過報告について説明を求めます。

教育委員会事務局長（福井 明君） 改めまして、おはようございます。今回ご説明を

申し上げますのは、10月の15日の日に第４回の道の駅等整備検討委員会を開催いた

しました。この内容についてであります。

中身については、事前に送付してある資料をもとに説明をいたしますが、先ほど

町長もお話しいたしましたとおり、道の駅等の施設の配置計画案、それが若干修正

になっておりますし、各施設への現況の機能の部分についていろんな形での検討を

した内容、それから基本構想、基本計画のほうの部分でありますが、これらを今回

説明をしたいということでお願いをしているわけでございます。

詳細につきましては佐藤補佐のほうからいたしますので、よろしくお願いしたい

と思います。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） おはようございます。それでは、私のほうか

ら本日の道の駅等整備検討委員会の経過報告についてご説明させていただきます。

まず、資料確認ということで、事前に資料のほう送付させていただいておりまし

たが、資料ナンバー１から資料ナンバー３の１までの資料、送付資料ということで

①から⑥の資料それぞれ行っているかと思いますが、もしなければこちらのほうに

も手元のほうにご用意しておりますので。

それでは、私のほうから資料ナンバー１から順にご説明をさせていただきます。

資料ナンバー１は、道の駅等の施設配置計画案ということで、資料ナンバー１のほ

うをちょっとごらんいただきたいと思うのですが、実は図面のほう裏表になってお

りまして、資料ナンバー１というふうに書かれているほうが検討最終案の訂正後と

いうふうになっておりまして、その裏側はぐっていただきますと訂正前になってお

ります。まず、その訂正前という部分のものを見ていただきたいと思います。日付

のほうがこれ検討委員会の日付の資料ということになっておりますので、ご了解い

ただきたいというふうに考えております。第３回目の検討委員会の資料をまた同じ

ように特別委員会、この委員会のほうでも資料をそのままそっくり出させていただ

いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。訂正前の配置の図面ちょっ

と見ていただきたいと思うのですが、配置の関係でトイレと情報発信休憩施設のほ

うが国道403号線の側に配置をされております。この配置について、少し検討委員の

皆様のほうからのご意見の中で、ここに建物があると広場といいますか、人が集ま
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るような場所にちょっと建物がかぶって見えなくなるということから、ここに建物

を置かずに別の場所に建物を置くことで全体が少し道路から見えるようにしてはど

うかというようなご意見がございました。主なご意見としてはそのようなご意見で

ありましたので、私ども基本的な全体のコンセプトは変えずにどのような形で配置

をしたらいいかということで少し検討をさせていただきまして、裏面、裏を見てい

ただきたいと思うのですが、最終的に役場の来客駐車場側に全部、正面が国道403号

バイパス側に見れるような形の配置にしたいというふうに考えています。トイレと

か情報発信休憩施設、コンビニとか店舗ありますが、そのちょうど脇といいますか、

真ん中のあたりに斜線、ゼブラになって引いてある部分がありますが、ここは建物

がない部分だというふうにご理解をいただきたいと思います。したがいまして、来

客の駐車場と新しく建てる施設、駐車場が見通しがきいて、一体感が少しそこで生

まれるのかなと、このゼブラの部分については臨時的な出店スペースとしても活用

が可能かなというふうに考えています。基本的な考え方については、全体のコンセ

プトということでここに書いておりまして、全く変わりがないのですが、まずは道

の駅地域交流会館、憩いの広場を一体化して、人が集まりやすい空間を醸成したい

と。それから、歩行者通路を計画し、連絡性を強化したい。憩いの広場を中心とし

たにぎわい創出を狙いとしたい。それから、さっき申し上げましたとおり、バイパ

ス側に道の駅の正面を向けることでにぎわいの様子をうかがうことができる。それ

から、既存の駐車場と新しく整備する駐車場の一体利用が可能ということで、この

コンセプトで整備をしてまいりたいというふうに考えているものです。

そこで、若干文言等の訂正がございましたので、そこの部分については下線を引

いてございます。左側の下の大型駐車場と書いてある駐車スペースのところにちょ

っと下線が引いてありますが、もともと駐車枡とかという表現しておりましたが、

ここではスペースという形で表現を少し直させていただいたものと、あと右側、道

の駅等の建物ということで、黒ぽちの４番目、こちらのほうが歩行者の通路の幅と

いうことで、臨時的な出店、設置等を考慮して少し幅広の対応としたいということ

で、当初６メートルぐらいという話でしたが、６メートルか７メートル程度にした

いという感じで、以下若干文言の訂正をさせていただいております。そのような形

で一応訂正をさせていただいております。

それから、検討最終案の訂正後のところに、地域交流会館のところなのですが、

建物の外側に半円の形のものが少し出ていたものが訂正前ということになっており

ましたが、ここは屋外用の何かイベントのときに屋外ホールとして利用できるよう
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な形にしたいなというふうに、実は当初このような形で想定をしておったのですが、

現状ではまだこの辺はこれから実際に実施設計の段階でその辺も踏まえて少し研究

したらどうかということで、あえてこの出た部分は削ってありますので、よろしく

お願いしたいと思います。

一応検討最終案、配置がまず決まらないとなかなかこれから少し、配置が決まっ

て、それから後で説明します道の駅の基本構想、基本計画がある程度確定しないと、

その次の補助金申請の事前の県との協議になかなか入ることができません。先ほど

委員長からも少し話がありましたが、できるだけ県のほうからは早くに事前協議を

できればしていただきたいという話もありますので、これがスムーズにある程度進

めば次の段階に入ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。資

料ナンバー１については、説明は以上です。

続きまして、資料ナンバー２のほうに入らせていただきます。資料ナンバー２と

いうことで、各施設の現況機能、田上町公民館、原ケ崎交流センター及び今後整備

を検討している機能ほかということで、こちらのＡ３の縦の資料をごらんいただき

たいと思います。ここでは、田上町公民館が老朽化しているということで、（仮）地

域交流会館は田上町公民館の代替施設であるということから、いま一度現有の機能

を確認させていただきまして、ではどういう機能をその新しい施設に求めればいい

のかというものをざっくりしたところでまとめたものです。それから、原ケ崎交流

センターについても、今このような機能があって、改修後はこんな機能を持たせた

いというものをまとめたものです。まず、左の田上町公民館の現有機能のところを

ちょっと見ていただきたいと思うのですが、田上町公民館については一番上が図書

室ということで、まず図書機能を有しております。それから、２番目、３番目、４

番目、５番目については、会議をやるところとか集会、いろんな簡単なイベントを

やるような講堂、和室なんかがこちらのほうにあります。このブルーのところにつ

いては、公民館を例えば、当然老朽化しておりますので、次の新しく地域交流会館

に引き継がれる機能ということになります。公民館の中の図書室については、原ケ

崎交流センターにその機能が移っていくということになります。右側のほうを見て

いただきますと、原ケ崎交流センターの機能の部分で白い部分ちょっと、一番右の

部分見ていただきたいと思うのですが、今原ケ崎交流センターは児童用の図書、そ

れから多目的のホール機能、それから児童クラブ等々で利用しております活動ルー

ムというような感じの機能を有しております。それを公民館の図書機能を入れなが

ら図書機能を強化しまして、なおかつ今の既存の機能をそのままそっくり児童クラ
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ブ、児童の居場所的な機能をそっくりそのまま残しつつ、あとは学習スペース、事

務室を増築する方向で整備をしていきたいというのがここに、簡単な表であります

が、まとめてあるものです。

そこで、まず地域交流会館に引き継がれるということになるわけですが、先ほど

少し申し上げましたが、Ａのところに（仮）地域交流会館は公民館の代替施設及び

町民の生涯学習の拠点となる施設であり、公民館利用団体の活動の場の受け皿とな

る必要があると、それから町内に適当な大きさの公共施設がないということで、従

来町民体育館で行われてきました事業等についても新たに計画する施設で対応を検

討していきたいというふうに考えているものです。具体的には、町の成人式とか文

化祭についてもこの（仮）地域交流会館で整備後は開催していきたいというふうに

考えているものです。したがいまして、このような考えのもと、配置については次

のとおりとしたいということで、下に整備方針案というのが書いてあります。まず、

ホールについては、施設の核となる部分であります。300人程度が利用できるように

整備をしたいと。それから、音楽とか芸能発表等にとどまらず、多目的に利用でき

るようにしたいと。少し余裕を持った大きさで検討していきたいというふうに考え

ているところです。それから、中ホール、活動室の配置については、用途とか利用

人数などによって大きさ、仕様を考えたスペースを確保したいというふうに考えて

いるものです。

そこで、皆様のお手元のほうに資料ナンバー２の１ということで、田上町公民館

の利用団体の状況ということで、平成26年度実績というのがお手元に行っているか

と思います。先ほど申し上げましたとおり、老朽化して公民館の機能を代替すると

いうことになるものですから、まず公民館どういう形で、どんな団体がどんな目的

で利用をしているのかというものをまず調べる必要があるだろうということで、こ

れは26年度の実績を拾ったものです。一番左が活動する団体、それから一年間に大

体どのぐらいの、すみません、団体の数が次に書いてありまして、例えば上から見

ると30とか29というのはそれ団体の数ということですし、ジャンルというのはどう

いう目的で利用をした、用途も含めて会議とか活動だとかいうことで分けてあるも

のでありますし、講堂、和室、第２クラフトというのは部屋の名称でありまして、

そこで利用をした場合は丸ということで丸で表記されていまして、大体年間５回、

例えば講堂を５回使ったとか、和室を２回使ったかということでそれぞれまとめて

あるものです。一番右側の備考欄というのは、ここにも書いてありますとおり、勝

手になのですが（仮）地域交流会館建設後に団体の使用が想定される場所だという
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ことで、こちらのほうで例えば利用団体の数なんかを勘案しまして、ここの団体は

中ホールを利用するのではないかなということで割り振りをしたものであります。

このような考え方のもと、施設のほうの配置を少し考えさせていただきました。

そこで、資料ナンバー２の２と資料ナンバー２の３をあわせてちょっと見ていた

だきたいと思います。資料ナンバー２の２のほうは、資料ナンバー２の一番下のほ

うに整備方針案ということでざっくりした整備方針案をそこで入れておりますが、

ここではそれぞれの部屋をどういう利用の仕方をしたいということをここにまとめ

てありますし、２の３については平面図が落としてありまして、この部屋をこうい

う形でということが具体的に落としてあるものです。これから説明をさせていただ

きます。

まず、資料ナンバー２の２でありますが、地域交流会館はまずは利用人数、用途

によって使い分けをしたいと、それから多目的に活用したいということで考えてい

るものです。少し読まさせていただきますが、（仮）地域交流会館は老朽化した田上

町公民館の代替施設、それから町民の生涯学習の拠点、それから多くの町民が利用

する、まさにまちづくりの新たな核となる施設であるというふうに考えております。

したがいまして、施設内に配置するスペースについては、既存の公民館の利用状況

を加味し、広さの関係で町民体育館しか行えなかった成人式、文化祭などの実施、

それから生涯学習施設であることから幅広い年齢層の利用、それからこの道の駅の

中核をなす施設でもあることから、道の駅利用者が気軽に立ち寄ることができるよ

う、そのスペースを最大限に多目的利用できるよう検討したいというのが基本的な

考え方であります。細かい部分につきましては実施設計の段階で決定することにな

りますので、現段階では基本的な考え方をお示ししまして、確認していただきたい

というふうに考えているところでございます。

１階部分の多目的ホールです。図面のほうちょっと見ていただきたいと思うので

すが、図面のほうでちょうど真ん中の下のあたりに多目的ホールというふうに四角

で囲っているところでございます。資料ナンバー２の①、多目的ホールの下に利用

見込みというふうに書いてあるものについては、先ほど申し上げましたとおり、資

料ナンバー２の１で分類させていただきました団体というか、目的で施設を利用す

るのではないかということで、小さく表記をしてあるところです。このホールにつ

いては（仮）地域交流会館の核となる施設だということで、音楽、芸能発表などの

文化利用のほか、軽スポーツなどの利用が多目的に利用できる場所として、また町

民がにぎわう場所として位置づけたいと。それから、団体利用がない場合には子ど
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もたちの遊び場として開放していきたいというふうに思っているものです。

それから、下の黒丸ちょっと見ていただきたいと思うのですが、住民アンケート

等を踏まえてということでございますが、住民の皆様、それから議会の皆様のほう

からも少しそういうようなお話も若干ございましたが、ホールは可能な限り多目的

に利用したいと。それから、ホールは少し余裕のある広さでしたいというふうに考

えているところです。多目的ホールは、多目的に利用したいと、それからできるだ

け経費を抑えたいということから、現段階では可動式、椅子が自動で動いてくるよ

うなものについては今のところは整備は経費の問題も含めて難しいのかなというふ

うに考えております。したがって、よそのそういった施設ですと割と椅子の間隔が

狭い間隔になっておりますので、実際に椅子を手で並べるような形になるものです

から、少し余裕を持った形でそこの場所を活用していきたいというふうに考えてい

ることと、それから多目的に利用をしたらどうかというお話があった中で、ダンス

とかストレッチ、軽スポーツなどが楽しめるような形で、そういう場所としてほし

いという話もありましたので、そのような配慮、それからホールの団体利用がない

場合には子どもの遊び場として開放していきたいというふうな考え方で整備をして

まいりたいというふうに考えているところです。

それから、次のページ、２ページちょっと見ていただきたいと思うのですが、研

修室の１であります。研修室１については、図面を見ますと多目的ホールの少し左

上、平面上で見ますと左上の場所になります。こちらは、防音効果のあるスペース

として音楽、それから芸能団体などの練習場所、それから各種サークルの活動場所

として確保したいというふうに考えております。それから、ホールに一番近い部屋

でありますので、何かイベント時の控室としても活用していきたいというふうに考

えているところです。そこで、黒ぽちの住民アンケート等を踏まえてということで

ありますが、ほかの利用団体のことも考えて防音機能を入れていただきたいと。音

楽に関係する方からのお話なのでしょうか、そういうようなご意見もございました

ので、ここはそういう機能を少し盛り込みたいというふうに考えているところでご

ざいます。

それから、続きまして研修室２です。下の③、研修室２という部分ですが、これ

は研修室１の反対側、多目的ホールの右上のほうになりますが、こちらも研修室と

して整備をしたいというふうに考えておりました。利用する団体は、この研修室２

の下のほうに利用見込みと書いてありますが、公民館主催の事業等、それからいろ

んな集会等で使いたいというふうに考えておりましたが、住民アンケート等を踏ま
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えてということで、次のような利用を検討していきたいというふうに考えて、ここ

は少し変更をしたいというところでございます。この施設は、先ほど申し上げまし

たとおり、道の駅利用者も多く利用をされると思われます。したがいまして、天気

の悪いときとか、やはりいろんな方々が大勢来られたときにくつろげる場所という

のがなかなかありません。したがって、この場所を部屋とせずにラウンジという形

で、外から気軽に皆さんから利用をしていただけるような場所として配置をできれ

ばというふうに考えているものです。したがいまして、現況で利用されると思われ

る公民館の利用団体については、後で説明申し上げます研修室３とか４とか５のほ

うを利用するような形で対応していければというふうに考えているところでござい

ます。

続きまして、３番、３ページになります。続きまして、研修室３、研修室４、研

修室５ということで、２階の左側の部屋になります。こちらの部屋については、１

部屋大体20人ぐらいが利用できる広さがございます。ここは、場合によって間仕切

りによって部屋を大きくすることもできるような形にしたいというように考えてお

りますので、ここで多くの公民館の団体が利用を恐らくすることになるのだろうと

いうふうに考えておるところでございます。それから、⑤の中ホールになります。

中ホールについては、３階一番右、資料ナンバー２の３の右側の下のほうになりま

す。こちらは、50人ぐらいまでの団体が利用できるような形で、下の多目的ホール

が利用できない場合に多目的に活動できるようなスペースを確保したいというふう

に考えているところでございます。

それから、和室につきましては、現在の公民館の和室の半分ぐらいの和室の広さ

になりますが、文化活動や畳の上でしか行えないようなお茶会などで利用したいと

いうふうに考えているものです。

それから、その他ということで、住民アンケート等を踏まえてということであり

ます。少し子どもの遊べる場所についてもこの中に設置をしてはどうかというよう

なご意見もございましたので、３階のラウンジの活用、それからこれも天候に左右

される場所ではあるのですが、屋上のほうの活用も場合によってはできますという

ことを少しこの辺も含めて検討したいということで考えているところです。現在図

面上に配置されている３階ラウンジ等を活用し、十分なスペースの確保は難しいか

もしれませんが、例えば未就学の子どもとその保護者が一緒に遊べる場所として整

備を検討したいと、それから同階の屋上についても安全確保を図りながら児童に開

放できるような整備、使用を検討していきたいというふうに考えているものでござ
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います。

資料ナンバー２の１、２の２、２の３については以上でございます。

最後になりますが、田上町道の駅基本構想案、それから基本計画案ということで

これからご説明をさせていただきます。まず、前に道の駅の基本構想、基本計画案

ということで平成26年度末に一回まとめたものを皆様のほうに一回お配りさせてい

ただいたかと思います。それについては、期間が12月に議会の皆様から関係経費を

議決いただきまして、時間がない中で基本構想、基本計画の最終案ということで作

りまして、いろいろとよその道の駅の基本構想、基本計画を参考にたたき台という

ことで作ったものでありますが、これは町のほうの考え方、田上町はこういう形で

道の駅の基本的な考え方、こういう形で整備を進めたいというものをある程度盛り

込んだ形でまとめさせていただいたものでありますので、まずは基本構想案のほう

をごらんいただきたいと思います。

１枚はぐっていただきまして、目次がありますが、目次はこのような形のレイア

ウトになっていまして、まずは一番最初に整備のコンセプトをまず持っていくこと

で、この道の駅はどんな形で整備をする考え方を持っているのかというものをまず

できるだけわかりやすく表現したいということで、まずは整備コンセプトを一番最

初に持ってきてあります。道の駅の整備コンセプトについては、先般お話ししまし

たとおり、近き者喜びて遠き者来るということで、これは近くにいる民が喜び幸せ

であるとすると、遠くにいる民もそれを聞いて集まってくる、そのようにすべきと

いう意味での孔子の論語ということで、これを町民のための施設なのだということ

をここではっきりとまずうたわさせていただいて整備を進めたいということで考え

ているものです。

その下見ていただきたいと思うのですが、ここに田上町に住む町民が互いにつな

がり、また隣接する町役場をはじめとした行政機能、農業などの町の産業、観光、

地域資源、それから町外から訪れるたくさんの人々を含め、それぞれが多様な形で

つながりを深めまして、連携の核といいますか、連携の軸、中心となるハブのよう

な、ハブステーションとなるような新たな町のにぎわいの拠点を形成したいという

ふうに考えているところでございます。そこで、下にちょっと図というか、それが

あるのですが、田上の道の駅を中心としまして、ここから情報を持って例えば観光

地に動いていただいて、またこの場所に戻ってきていただいたりとか、ないしは町

民がそれぞれここを中心につながりを持つような形で、ここをそういった意味でに

ぎわいを持たせる形にしたいというふうに位置づけているものがこの図になってお
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ります。

１枚はぐっていただきまして、２番は基本方針の中のキーワードということで３

つの基本方針を定めさせていただきました。キーワードはつながりです。まずは、

町民とつながり、喜ばれ愛される施設であること。それから、基本方針２というこ

とで多様な交流でつながり、にぎわう施設であること。それから、基本方針３は地

域社会とつながり、安全、安心を支える施設であることという形でそれぞれ基本方

針を定めさせていただきまして整備をしてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

次、４ページ見ていただきたいと思うのですが、４ページは国の道の駅の基本的

な考え方をそのまま前回の形と同じ形で資料的な形でつけているものですので、４

ページの説明割愛させていただきます。

５ページの近年の道の駅への期待ということでありまして、国のほうは道の駅は

地域創生の拠点というふうに位置づけている部分もございまして、道の駅の種類を

２つに分けますと、地域外から活力を呼ぶゲートウエー型と、それから地域の元気

を作る地域センター型という２つの道の駅の形態がございますが、田上町は町民の

ための施設整備を目指すという考えから、地域の元気を作る地域センター型で進め

てまいりたいというふうに考えているところであります。

それから、次はぐっていただきまして、６ページになります。ここでは、道の駅

の整備の目的と期待される効果ということで、地域振興の面、それから道路利用の

面、それから地域防災からの面ということで、この３つについてそれぞれ効果が見

込めるだろうということで書いておるものでありまして、これについても基本的な

考え方は先回ご説明した内容と変わりありませんので、説明は省略させていただき

ます。

７ページになります。道の駅の施設整備の方針ということであります。ここでは、

例えば（１）、休憩機能については、24時間利用できる清潔なトイレを作りたいとい

うこと。それから、24時間いつでも利用できるような駐車場を整備したいと。それ

から、気軽に利用できます休憩スペースを整備したいというものでありますし、次

８ページになりますが、情報発信機能ということで道路情報の案内とか、それから

観光情報、地域の情報案内なんかをここで発信する機能を持たせたいということで

ありますし、地域連携機能については特産品等の販売のスペース、それから交流が

できるようなスペース、それから生涯学習のスペース等々を整備をしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。
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それから、９ページ、その他の機能につきましては、防災機能についても一部検

討、整備をしていきたいというふうに思っているものでございますし、環境機能に

ついても少し配慮をした形で検討していきたいというふうに考えているものであり

ます。その今説明したものについてが11ページということで、導入機能、施設のま

とめということで一応一覧表にしているものでございます。これは後でまたごらん

いただければというふうに考えております。

続きまして、12ページになります。ここでは、道の駅の施設配置方針についてと

いうことで、どんな考え方で配置を考えているのかということをまとめたものであ

ります。（仮）地域交流会館、それから道の駅のほうのこの場所なのですが、町役場、

それから総合保健福祉センター、商工会館に囲まれた場所であるということから、

より多くの人が集まるという特徴を最大限に生かしながら、施設間の機能をつなげ

ることで多くの人が利用できると、利用されるというような相乗効果というのがま

ず期待できるということから、このような感じの配置、人の流れを施設間で連携で

きるような、連携を図りながら施設整備を検討していきたいということで考えてい

るものであります。

それから、２番目、にぎわいの創出の場の形成と国道からの視認性の確保という

ことであります。ここについては、先ほど申し上げましたとおり、403号線のバイパ

スから広場のにぎわいが見れるような感じの配置にしたいというふうに考えている

ものであります。

それから、次のページ、13ページになりますが、駐車場はわかりやすく入りやす

いような感じで配慮をしてまいりたいというふうに考えております。それで、下の

ゾーニング案というのが下に、先ほど資料ナンバー１でお話ししたものの図面と同

じものでございます。

それから、14ページになりますが、道の駅の管理運営手法については、指定管理

者制度により民間事業者等が管理する方法を基本に検討したいというふうに考えて

おるところでございます。

それから、次の15ページになります。道の駅の整備手法については、国土交通省

の社会資本整備総合交付金を活用し、（仮）地域交流会館、それから道の駅の整備、

それから原ケ崎交流センターの整備をあわせて考えていきたいというふうな内容が

ここに書かれているものでございます。

それから、16ページ、17ページにつきましては、道の駅検討委員会の策定の経緯、

それから関係委員の名簿、それから要綱等を載せてあるものでございます。
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基本構想については以上であります。

続きまして、基本計画案のところをごらんいただきたいと思うのですが、基本計

画については当然基本構想に基づき基本計画が作られているということから、重複

する部分があるのですが、まず基本計画の前段に道の駅の整備コンセプトをもう一

度入れさせていただいております。

そこで、すみません、私ちょっと誤字があったので、誤字の部分ご説明申し上げ

ずに申しわけありませんでした。３ページの、構想も同じなのですが、基本方針の

１のところで、上のほうのキーワードの部分が「町民とつながり、喜ばれ愛される

施設であること」になっているのですが、下のほうが「町民とつながり、喜び愛さ

れる」という、ここの「喜び」と「喜ばれ」というのが違っていましたので、これ

「喜ばれ」という形で、すみません、ちょっと訂正のほうお願いしたいというふう

に思います。よろしくお願いします。

そこで、この整備の基本構想案に基づきまして、では実際にそれぞれの施設をど

のような形で整備、検討したいというものが次、５ページから書かれているもので

あります。まず、駐車場については、とめやすいゆとりある駐車スペースとしたい

と。それから、障害者の駐車スペースについては施設の近い位置に整備し、バリア

フリーとしたいと。それから、小型車と大型車が交錯しないように駐車スペースを

分離したいというのが駐車場の考え方です。トイレについては、快適に24時間利用

可能な清潔なトイレを整備したいと。それから、車椅子利用者や乳幼児を持つ子育

て家族など、誰もが安心して利用できるように配慮したいというふうに考えている

ところです。それから、休憩スペースについては、多くの来訪者がゆっくりと快適

に休憩できるようスペースを確保したいというふうに考えているものでありますし、

次のページの情報発信機能については、地域の観光情報をはじめ多様な情報提供を

行うことができるスペースを整備したいと。飲食、直売施設については、来訪者が

気軽に利用できますように販売スペースを検討したいというふうに考えているもの

です。

それから、次のページ、７ページになります。憩いの広場については、天候に左

右されずに幅広く利用ができるよう整備を検討したいというふうに考えております。

ベンチ、テーブルなどを配置したいというふうに考えております。それから、地域

交流会館については、先ほど説明申し上げましたが、多目的な利用が可能な形で対

応したいというふうに考えております。それから、その他の機能ということで、環

境に優しい道の駅となるよう太陽光発電の整備を検討したいというふうに考えてい
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るものですし、電気自動車についても同様に考えております。それから、防災拠点

機能ということでありますが、水とか電気とかトイレなど緊急時にも使えることが

できるよう、必要な設備として例えばマンホールトイレだとかの設置も検討してい

きたいというふうに考えているものであります。

それから次、８ページになります。動線及びゾーニング計画ということでありま

す。ここで、道の駅等の施設については、できるだけ国道403号バイパスと平行にな

るように配置したいということで、これは先ほどの資料ナンバー１の配置の関係が

ありますので、この内容については重複する内容ですので、説明を省略させていた

だきたいというふうに考えています。

10ページからは、道の駅の導入施設の規模算定ということでありまして、例えば

駐車場の数だとかその辺については、道路の将来交通量を勘案し、想定される駐車

スペースが何台であると、それによって例えばトイレが大体どのくらい必要かとい

うようなものが決まってきます。したがいまして、ここに書いてある数量というの

は、国等々が示しております算定根拠に基づきまして数字をそれぞれはじいており

ます。この辺は資料編的な要素もございますので、こちらの説明は省かせていただ

きたいというふうに思っております。

21ページをごらんいただきたいと思います。第５章の建築計画ということであり

まして、まずは空間計画ということで、利用しやすい施設のレイアウトとしたいと。

それから、天候に左右されない憩いの広場を整備、検討し、にぎわい作りのための

場所を計画したいというふうに考えているものでありますし、意匠計画については

403号バイパスの道路利用者から視覚的にアピールできるデザインとしたいとかとい

うことで、基本的な考え方をここでうたっております。

それから、次のページ、インフラの計画ということで上下水道の関係、それから

ガス等の関係についてはこんなような形で考えていきたいというものが書かれてい

るものでございまして、23、24については説明を省略させていただきます。

25ページ、第７章、造成計画でございます。造成の計画については、このような

形で造成を進めてまいりたいと。それから、造成によって雨水排水の計画について

も検討していきたいというふうに書いてあるものでございます。

それから、26ページからは管理運営計画ということでございます。基本方針とい

うことで、道の駅が有する公共公益機能を保ちつつ、施設利用者だけでなく参画し

ている町民や団体にとって魅力ある施設となるよう民間感覚を生かした経営努力を

図り、収益性の確保が高いコスト意識に基づいた施設運営を行っていきたいという
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ふうに考えているものであります。町民から愛される道の駅となるよう町民の参画

機会を広げ、協働の場となるよう努めていきたいというふうに考えているものであ

ります。管理運営に当たっての基本方針でありますが、町民が快適に安心して利用

できる道の駅としたいと。それから、田上町の顔となる道の駅としたいと。ここに

来れば田上町のことがわかるというような形のものを考えたいと。それから、人と

環境に優しい道の駅として配慮、検討したいというふうに考えております。それか

ら、町民とともに成長していく道の駅ということで、このようなことも少し検討し

てまいりたいというふうに考えております。管理運営の仕組みでございますが、先

ほど基本構想のところで申し上げましたが、公設民営を前提に指定管理者制度によ

る管理運営を基本としたいというふうに考えております。

それから、27ページの下のほう、（２）の管理運営方式のところをちょっと見てい

ただきたいと思うのですが、道の駅には収益部門ということで農産物の直売施設な

どの収益性が求められる施設、それから公益部門ということで休憩施設、情報発信

などの施設についての２種類ございます。当町におきましては、収益の部分につき

ましては民間活力による管理運営を考えていきたいというふうに考えているもので

あります。したがいまして、近い将来国道403号バイパスが新潟市まで供用する中で、

地元の商店等と一緒に地域経済の活性化を目指し、田上町全体のまちづくりを見据

えた整備を図っていきたいというふうに考えているものであります。

28ページは、それら管理運営形態のものを図表したものでありますし、その下、

商品の提供についてはここに書いてあるとおりでございますので、説明のほうは省

略させていただきます。

以上が道の駅の基本構想、基本計画の案ということでこちらのほうでお示しさせ

ていただいたものでございます。雑駁な説明でわかりにくい部分もあったかと思う

のですが、以上で説明を終わります。

特別委員長（泉田壽一君） 説明が終わりました。

質疑に入る前に、皆さん今までの説明を聞いた中でまとめるということも必要か

と思いますので、10時５分まで休憩といたします。

午前 ９時４９分 休 憩

午前１０時０４分 再 開

特別委員長（泉田壽一君） 時間前ではありますが、皆様おそろいですので、再開いた

します。
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佐藤補佐よりは、丁寧な説明をいただきましてありがとうございました。

では、これより質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願います。

11番（池井 豊君） ちょっと１点、２点。非常にいい説明で、突っ込みどころもなく

て非常によかったと思うのですけれども、１点、２点だけ質問させてもらいます。

１つは、両方の資料にあるのです、基本計画と両方にあるので、ゾーニング図を

見ての感想というか、ちょっと質問です。職員駐車場があって、ご丁寧にその上に

農協、田上ＪＡ用地も入っているのですけれども、今後やっぱりいろいろなニーズ

が高まってきたり、行事が集積したようなときにやっぱり駐車場があふれるような

ことになると思うのですけれども、このＪＡ用地を借りる、または取得するみたい

な形の展開は考えられるのかどうか、町長にちょっとお聞きしたいと思います。

それから、資料程度として駐車場規模の算定の仕方というのがあったのですけれ

ども、これ私がちょっと心配するのは健康診断のときになるとがっと車が増えて、

ゼロ歳児健診みたいのになるとばっと増えてみたいな、要は特に平日の車、駐車場

利用が多いのと重なったときとかの対応、あと成人式やら、文化祭はそんなでもな

いのかな、産業まつりやらやったとき、夏祭り、夏祭りになると今度職員駐車場が

あくからいいのか、でもそこが会場になりますし、そういうような想定というのは

この必要駐車場規模みたいなところの中で計算してみたのかどうかというところを

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

町長（佐藤邦義君） お尋ねの裏のといいましょうか、ＪＡの用地でございますが、ご

承知のように今は社協が３分の１ぐらい、半分ぐらいですが、実際使っているのは

３分の１ぐらいですが、今障害者のための畑として利用させて、使っているようで

ありますが、推測でありますが、ＪＡのほうはやっぱり田上町に買ってほしいとい

うような気持ちはあるのだ……

（何事か声あり）

町長（佐藤邦義君） はい。というようなことも前から言われていたので、今こっちか

ら合図が来ましたが、それはまだあれですが、そういったことはこれまでにありま

したので、そこはもしかすればそういうことであれば今後ぜひ検討はしていかなけ

ればいけないと、こう思っています。

副町長（小日向 至君） 誤解があると、補足だけしておきます。一時期買ってほしい

なという話が五、六年ぐらい前にあったということは確かであります。何となくで

すよ。今は何か田上支店というのだか、中央支店という、支店ではないでしょうか

ね。そこの今ある羽生田のところが手狭になってきているから、それをこっちのほ
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うに持ってくるのも検討の中に入っているのだということを関係者からは聞いてお

りますし、町がここに道の駅を作るとなればそれらも含めて今セットで検討してい

るのだなという話をしていますし、外部検討委員の中にはそういう方も入っておら

れますので、借りるというのはちょっと難しいのでしょうかね。

（何事か声あり）

副町長（小日向 至君） 買ってくれというのは以前ありました。そういう話は。だけ

れども、今状況はちょっと変わってきております。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 駐車場の考え方といいますか、平日のそうい

う健診時に大勢車がとまったときとか、そういったときに車をとめるスペースがな

かなかないのではないかという部分なのですが、ともするとそういう状況も場合に

よっては考えられなくはないです。ゼロではないです。もともと地域交流会館、こ

この場所がバスも通っていない場所でありますので、利用者は恐らく車で来られる

だろうという想定になります。したがって、地域交流会館で例えばイベントも今後

いろんなことをやっていくということになると、その利用者がある程度車で利用さ

れるということになりますと、休みの日であれば役場の職員駐車場もある程度確保

はできるという話になるのですが、平日ですとなかなかその辺も難しいかなという

ふうに思っていますので。ただ、全体敷地の中で１万平米という限りある面積の中

での配置ということで、実はこの程度の駐車場しか今のところは確保はできないの

かなというふうに考えておりまして、その辺はまた今後実施設計といいますか、も

う少し先の段階でその辺も踏まえてもう少し研究してまいりたいというふうに考え

ております。

以上です。

11番（池井 豊君） 用地の件わかりました。ゾーニングでどうしても保健福祉センタ

ーの前のエリア、今まであの砂利のところ、あそこら辺から健診やゼロ歳児健診と

か、そういうのになるとそっちから優先的にとめている傾向があるので、やっぱり

その土日のイベント以外の例えば納税の一番ピークだとか、それからその健診関係

等々で、ほかの課とどの程度の人数が来るというような想定のもと、そこら辺をこ

れからの計画作りのところでちょっと触れるような形で、そのときの対応はどうす

るみたいな形ののを何か入れていただければと思います。これは意見ですので、答

弁要りません。

10番（松原良彦君） 私も幾つかお話を聞きたいのですけれども、その中で説明のなか

った部分、例えば検討委員会ができて視察に行っているわけですけれども、その人
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たちが例えば直売所はこのぐらいの面積が欲しいとか、見附のパティオと同じ程度

のものが欲しいとか、そういうしっかりした意見を取り入れてこれを作っていくと

いうか、そういう関係の話があったかどうか。

それから、駐車場、これ水を出して消雪パイプをするのか、しないのか、その点。

それから、この（仮称）交流会館、全館冷暖房を考えているのかどうか、この点。

３点まずお聞かせ願えればと思います。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 回答の順番がちょっと逆になるかもしれませ

んが、まず冷暖房のほうですが、基本全館冷暖房という感じで考えております。今

のところはそういうふうに考えております。

それから、消雪パイプですが、消雪パイプの設置もしくは機械除雪、水の関係も

ありますので、消雪パイプの場合は、水があれば消雪パイプも含めて検討したいと

いうふうに考えておりますが、もし水等がなくて消雪パイプ敷設ができないという

状況になれば、当然機械除雪という対応になろうかと思います。

それから、直売所の大きさの関係でございますが、直売所の関係者も道の駅等整

備検討委員会のメンバーには入っております。護摩堂ふれあい広場のところにあり

ます直売所の関係者の方も入っておりますので、その方も実際視察に行かれて現場

を見ておられます。直売所の設置については、ただその方が実際に直売所をやられ

るかどうかも現段階ではわかりませんし、ただどの程度のものがそこに提供できる

かというのもありますので、現段階ではこの程度の大きさまでが欲しいという部分

については、大体今の直売所ぐらいの大きさがある程度確保できればいいのではな

いかというような感じの話は検討委員会の中では話を聞いておりますが、その方が

実際にやられるという段階ではまだありませんので、その辺はこれから詰めていく

ことになろうかと思います。

以上です。

10番（松原良彦君） わかりました。直売所の件は関係者の人がまとまって、それで今

後話し合いでこのぐらいの面積が要るということになるかというようなお話ですの

で、これはあとは後にして、それでも基本設計に、実施設計に入る前にある程度決

めておかないと、後で面積が足りないなんてことがありますので、その点早目に決

めておいたほうがいい、もしくはＪＡとの関係で任せるとか、やはり何事も早目早

目にいったほうがいいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。

それから、この図面からいくと、訂正後の資料ナンバーの関係からお話をさせて

いただくのですけれども、交流会館、これは多目的関係でいろんなことで使うとい
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うことになっておるのですけれども、私はそういう観点からいくとこの交流会館の

裏側にいろんな方が来て、着がえとか化粧とか、そんなことをするわけで、大きな

鏡の入った部屋が要るのではないかというのをひとつ、加茂の文化会館などを使っ

てみるとそういうものがありますので、そこら辺はあるのか、ないのかというのを

１点。

それから、交流会館、エレベーターの設置がこれに載っていないのですけれども。

（何事か声あり）

10番（松原良彦君） 載っている。そうかね。そうすればいいですけれども。

（入るって書いてありますの声あり）

10番（松原良彦君） はい、すみません。それは取り消しいたします。そんなことでお

聞きしたいのと、それから商工会との兼ね合いもありますけれども、厨房、台所施

設というか、そういう煮たり焼いたりする施設があるようなものが入ってくると、

今のコンビニ、休憩室も含めて大体200平米というような大きなものを使って今作っ

ているわけですけれども、150というと大体初期のころのコンビニの大きさなのです

けれども、そこら辺商工会のほうからも要望が入っているというようなお話も聞い

ておりますので、職種をいろいろ検討していかないと、単なるこれコンビニからし

て４つの間切りしかないのですけれども、全体像としてやはりこれからの道の駅を

考えると私は大きさが少し足りないのではないかと、そういうことも思っているわ

けでして、私が考えているのは、今後この403のバイパスが開通すると新津から高速

道路に乗る、あそこに乗るまでの間道の駅がないわけですわね。そうすると、最終

的な東京方面に行く高速道路に乗る場合の最後の道の駅になるのではないかと。そ

ういう観点からいくと、この田上の道の駅はかなり重要な役割を果たすような道の

駅になるかもしれません。要は大型バスがこのかいわいからとまると。そういうこ

とも考えるともう少し、ほかの道の駅と同等ぐらいのものを考えると少し物足りな

さがあるのですけれども、そこら辺は考えたことがあるかどうか、そこら辺ひとつ

答弁お願いいたします。

教育長（丸山 敬君） 今かなり細かい交流会館についてのご質問をいただきましたけ

れども、先般開かれました10月15日の道の駅等の外部検討委員会においても、主た

るものは今後の日程等を考えまして基本構想、基本計画について中心的に議論いた

だきました。特に地域交流会館につきましては、あくまでもこういう考え方で今検

討中ということで、今後実施計画の段階で今ご質問ありましたような詳細の部分に

ついては今後そういうところで議論をしていくということになります。道の駅ある
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いは販売等の関係者もこの外部委員会の中に入っていらっしゃいまして、基本的な

考え方については検討委員会の15日の段階では特に異論なく認められております。

今後商工会のいろんな動きとか、あるいはどういう形で運営していくかということ

も当然今後の課題として議論していかなければなりませんが、何せ先ほどもうちの

補佐が申し上げておりますように総面積が１万平米弱のこの中でどうやりくってい

くかということで今非常に知恵を出しているところです。どこかを広げればどこか

が当然狭まらなければならぬと。全く新たに基本構想、基本計画を立てて新たに土

地を求めるような、そういう立地であれば、いろんなそういうご意見をいただきな

がら考えていくことができるのですけれども、残念ながら当町の場合ですとごらん

いただけるこの面積の中でどう枠組みをしていくか、いろいろ折り合いをつけてい

くかということになるわけで、まずその折り合いをつけていく上で基本になる精神、

考え方、コンセプト、こういうものをまず認めていただいて、それに基づいて今後

詳細のものについては暖房のあり方とか、あるいは部屋の細かなこととか、あるい

はホールの控室、先ほどうちの補佐からも説明させていただきましたが、多目的ホ

ールに隣接したところに研修室１を用意させていただいて、ここは研修室であると

同時に、何か催し物あるときにおいでいただいた方の控室あるいは化粧とか、例え

ば音楽発表とかということであれば着がえをしたり、そういう場所にもなりますか

ら、すぐ隣の部屋ですので、まさに控室的なそういう役割も考えていかなければな

らぬわけで、こういう点につきましては詳細の実施設計の段階でいろいろまた詰め

をしていかなければならぬということで検討委員会のほうにもお話しさせていただ

いております。そのように今日もご理解いただいて基本計画、基本構想、こちらの

ほうを中心にいろいろ見ていただけるとありがたいなと。先ほど委員長さんも言わ

れましたように今後のスケジュール等もあるものですから、それらを考えますとま

ずそういう基本的な考え方、構想、こういうものについて特に貴重なご意見いただ

ければありがたいなと、そんなふうに思っておるところでございます。

以上です。

特別委員長（泉田壽一君） 各委員にお願いします。

質疑に関しては、今回中身といいますか、詳細にまでわたった質疑ではありませ

んので、これからヒアリングに向けて国から、県から先ほど申しましたように採択

を受けて、認可を受けて事業として成り立つかどうかということの話でありますの

で、個々の細かい点にまで及んでというのは、これからの詳細設計とかというのは

事業として採択されて進んでいったその先でありますので、その辺を認識した中で
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ご質疑をお願いいたします。

５番（今井幸代君） まず、資料ナンバー１になるのですけれども、訂正前から訂正後

ということで、にぎわいを可視化するためにトイレですとか、もろもろの情報発信

のスペースを店舗さんのほうに移動させたということなのですけれども、それはそ

れでいいと思うのです。ただ、天候に左右されずにここで休憩できるようにという

ふうな形で一部屋根つきにしているというふうにこれまでずっと説明をいただいて

いるわけなのですけれども、春とか今時期の秋の爽やかな気持ちのいい季節はいい

と思います。でも、新潟ですよ。雪国ですよ。確かに経費のことを考えればここは

屋根しかつけられないかもしれませんけれども、にぎわいを可視化させるためにわ

ざわざトイレ、情報施設も移動させても、一番長いのはやはり雨、雪の天気がこの

地は一番多いわけですよね。そういう中で、風が吹き、寒さの中ここに人が寄るの

かといえば、私は難しいのだと思います。そうすると、にぎわいの可視化ではなく

て、閑散とした場所の可視化になるのです。これは一番新潟の過ごしやすい季節を

イメージしたものの作りとしてはいいと思うのですけれども、やっぱり一番大変な

時期を考えて建物を考えていかないと、やはり近き者喜びて遠き者来るにはならな

いのだと思います。これまでのアンケート等を、すみません、資料ナンバー１から

もちょっと外れていくのですけれども、子どもの遊ぶスペース、開放スペースなん

かも今回の説明ではスペースは設けていただけるということなのですけれども、こ

れも結局は天気のいい時期というところなのです。ただ、これまでのアンケートで

すとか、子育てしている方々が欲しているというのは、雨や雪、天気が悪いときに

子どもたちが遊べるスペースを確保していただきたい、屋外で天気のいい時期に公

園で遊ぶようなものを屋内で遊べるようにしてもらえないのか、そういうスペース

の確保はできないのか、そういったところにあったのだと思います。そういったこ

とを考えると、もう少し憩いの広場のあり方はやっぱり私は検討すべきだろうとい

うふうに思います。これが細かい点というふうになって詳細設計というふうにもし

かしたら変わるのか、変わらないのかわかりませんけれども、このままだとやっぱ

り秋、これから11月から４月ぐらいまではなかなかこの場所は活用は難しいのだろ

うなというふうに正直思います。

あと、すみません、屋上を子どもに開放する空間として検討したいということな

のですけれども、あと３階のラウンジも子どもの遊べる空間として検討したいとい

うことなのですが、だだっ広いスペースだけあってもそれって、コミセンのスペー

スもありますし、言えば原ケ崎交流センターの現ホールもあるわけですよね。でも、
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そういうことでは、多分町民の皆さん、子育てしていらっしゃる方たちが求めてい

るものは、スペースが欲しいのではなくて、やはり行けば何か遊具のようなものが

あって遊べるような、そういったスペースであって、場所だけではないのだろうな

というふうに思っていますので、この辺は細かい話になるので、今後検討していた

だきたいなと思いますが、この憩いの広場というのはこのままで本当にいくのでし

ょうか。まず、そこをお願いします。

教育長（丸山 敬君） このままでいくかということですけれども、先ほどの繰り返し

になりますが、15日の外部検討委員会にはこの形でお話、説明させていただいてあ

ります。これも駐車場等の関係があります。本当に限られた１万平米の中で、可能

ならば憩いの広場、そういう場所というのをもっととりたいところなのですが、交

通量とか、そういうものを勘案した駐車台数等も国の基準等もありますから、そう

いうところで最大限折り合いをつけたところで、これくらいのスペースはやはり買

った人たちがちょっと腰をおろして食事をしたり、そういう場も必要ですよねと、

あるいはラウンジのような、そういう場所も屋内の中で用意しないとだめですよね

というようなことで、そういうものをある程度限られた中で精いっぱい要望に応え

るにはどうすべきかということで議論させていただいて、こういうことも検討した

いということです。先ほどの屋上の子どもの広場につきましても、どうしてもこの

道の駅あるいは地域交流会館の中でそういうスペースをとれるとすればこういうと

ころが考えられますという、そういうレベルの話です。ここに作るということでは

ありません。先ほどのように遊具があるとか、そういうものを用意しようというこ

とになると、果たしてこの中にそういうものを作るということになると全く基本構

想、基本計画の考え方とまたちょっと違ってくるのではないかと。それこそ冬場を

考えると固定的なそういう遊具をつけたら除雪をどうするのかと、いろんな問題が

入ってくるわけですから、なかなかそういうことができない。先ほど消雪パイプの

問題もありましたけれども、かつてここを作るとき、その消パイを議論したとき、

私が承知しているところでは、ここで深い井戸を掘ると山のほうの水が出なくなる

よと、それはだめですよというようなご意見もあったやに聞いております。経費の

問題ももちろんあったかもしれませんけれども。そういう限られた、本当に新たに

新天地を求めて何かをやるのであると全て100％盛り込んだようなものも計画できる

のですけれども、この中でどうゾーニングを考えていくかという、そういうところ

に今大変私どもも苦慮しておりますし、検討委員会もその辺のところを説明させて

いただいて、基本的な流れとしてはこういう方向ということを外部検討委員会のほ
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うではある程度了承を得ているところでございます。

以上、補足させていただきました。

５番（今井幸代君） 憩いの広場のスペースを広げろということではなくて、結局風を

しのげないと秋から冬にかけてはこれは結局スペースはあっても使う人がいないで

すよという、そういうことなのです。これから風は吹く、冷たい風が吹いて、風が

吹きすさぶ中ここで買ったものを休憩していたりするのかというと、やっぱりそれ

は難しいですよね。にぎわいの可視化をさせるためにここを見せたいのであれば、

もう少しここの建物といいますか、ここの考え方はもう少し冬場にも適応していか

ないとこれはにぎわいの可視化につながらないのではないですか。せっかくトイレ、

情報館をこっちに持ってきたのはにぎわいの可視化のために持ってきたわけですか

ら、にぎわいの可視化をさせるためにはやはり憩いの広場をもう少し作り方を考え

ていかないと、秋、冬、春先もそうですけれども、にぎわいの可視化にはつながら

ないと思います。これは私の意見ですので、今の教育長のご答弁とはちょっと意味

合いが違いますというか、スペースを広げていただきたいということではなくて、

そもそものこの憩いの広場の建物を一部屋根つきというだけでは秋、冬、これから

は耐えられないのではないのですか、そういうことです。これが意見というふうな

形になるので、どこまでご答弁いただけるかわかりませんが、まずはそこです。

副町長（小日向 至君） 大変貴重な意見をありがとうございました。おっしゃるとお

り、冬場のことも想定しながらこの憩いの広場という部分についても検討はしたい

と思います。しかし、限られた条件というのもありますので。いずれにしろ、視察

というのは気候のいいときにばかり行っていましたから、冬場の部分もやっぱり見

る必要あるなということは十分感じました。

もう一つはっきりさせておきたいのは、子育て支援センターは残念ながらこの中

では無理だろうと。

（支援センターじゃないの声あり）

副町長（小日向 至君） のようなもの。それとこれとはまた別ということだけは。そ

れでも小嶋議員さんの質問があったりなんかしたものですから、栄にあります支援

センターも見に行ったりしまして、できるだけこの交流会館の中にとれればという

ことで一部とったわけですが、それも満足な部分ではなかなかできないなというの

も現実であります。いずれにしましても、知恵を絞りながら何とかこれから進めて

いきたい。さっき教育長お話ししましたように、この構想なり案をある程度正確に

言えば11月ごろから事務レベルでは協議に入っていきたいなと思っています。考え
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方がこれでいいよとなって、何とか採択され補助金が大丈夫だろうとなると、28年

度あたりに具体的な中身に今度協議に入っていくと思いますので、その時点で実を

言うと松原委員さんお話しされたような、ではその店の店舗これでいいのかとか、

コンビニの面積これでいいのかという話になるのですが、場合によっては指定管理

者を募集かけて、そこが固まったらそこと今度具体的な部分の話になっていくのか

もしれません。いずれにしろ、詳細については28年度、だけれども今年度なり今年

は国なり県と話をし、この方向でいって大丈夫だよねというような基本的な部分を

今検討させていただいておりますので、その骨幹になる部分についてはぜひお知恵

をいただければと思いますので、よろしくお願いします。

５番（今井幸代君） ありがとうございます。やっぱり近隣といいますか、県内見てい

ても基本的に天気のいい、一番新潟のいい時期のところをもとに作られている建物

が大半で、やっぱりこの寒い季節どういうふうに生かすかという、そういったとこ

ろにきちんと着眼点が置かれている施設は少ないと思いますので、この辺はやっぱ

り新潟の雪国の特性をきちんと踏まえて施設整備をしなければ、繰り返しになりま

すが、閑散とした寂しい場所の可視化にしか冬場はつながらないですよというふう

に思いますので、ご配慮いただきたいなと思います。

支援センターをこの中に作ってほしいということではなくて、私は、例えばです

よ、交流会館の例えば壁面の一面がちょっとウオールクライミングができたりとか、

そのスペースのある中で例えば大きな柱の周りにこういうふうならせん状の滑り台

をちょっと作れないかとか、その限られたスペースの中で子どもが少し遊べたりと

か、体を動かしたりとか、そういったことができるようなスペースを設けるべきで

あって、がっちりとした支援センター、すくすく、三条の栄の支所にあるような、

ああいったところまでいかなくても全くいいと思うのです。ぷらっと行って子ども

が冬場、あとは炎天下、夏場ちょっと外で遊ぶには厳しいな、未満児さんは支援セ

ンターありますから、そういったところで遊べばいいと思いますし、未就学児から

小学校低学年ぐらいの子が少し体を動かせるような仕掛けをこの建物の中に散りば

められないですかという、そういった内容になりますので、それは細かい話になっ

てくると思いますので、今後の話かなというふうに思っています。

余談なのですけれども、私今回訂正前のこの資料をもとに、子育てをしていらっ

しゃる30代から50代くらいの方20人ぐらいを集めて、もう町の話はこういうふうな

形で今進んでいますよという報告会をいたしました。その中でのご意見といいます

か、非常に厳しいものがありまして、そもそも道の駅のこの施設整備にはなかなか
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まだ理解が得られていないのだなというような、やはりそういった印象を受けまし

た。これは今回の質問には関係ないのですけれども、そういったまだまだ公民館の

代替施設の建物、必要なものはそこなのに、ここまで公金を投入してここまで大き

なものを作って町の本当に経済や産業の活性化に資するようなものになるのかとい

うのは全くまだ中が見えないわけでありますから、それも当然だろうなというふう

に思います。そういった中で、これだけ大きな箱物を作っていくというのは、やは

りなかなか慎重な考えの方が非常に多うございました。それであればほかの、町体

もそうですし、学校関係も相当劣化が進んでいるのがあるので、そういったところ

にお金を使っていくのが本来なのではないのですかというようなご意見も非常に多

くて、町民の若い方といいますか、現役世代の方のご理解はまだまだ難しいところ

にあるのだなというのが実体感でしたので、それはご報告という形でさせていただ

きます。

今副町長のほうから憩いの広場のあり方について、また雪国の特性を踏まえて施

設整備を考えていくということのご答弁いただいたので、私からの質問は以上とさ

せていただきます。ありがとうございます。

２番（笹川修一君） 今回基本構想、コンセプトというのが示されたわけなのですけれ

ども、その中で今ちょっと今井さんと同じような、いろいろと町民の方々のご意見

というか、根深いものが非常にあるというのを私も思っているので。

一番最初の１ページです。農業などの町の産業ということで、農業を一番主題と

して挙げていると。その中でまちの駅、道の駅ですね、そこをやっているのですけ

れども、実際農家の方からどうなのかというのをね。それだけ湯っ多里館とかいろ

いろやっていますけれども、そこの直売所やっていますけれども、農業政策がしっ

かり示されてないのに、ＴＰＰ絡みとかもろもろ不安な方が非常に農家の方は多い

と。その中で、一番コンセプトは農業が頭に今回来て、ああ、農業を真剣に考える

のだなと、私は非常にいいなと思っていますので、逆に同時進行に田上町として農

業をどうしていくかというのがやっぱり欲しいわけなのです。これは道の駅という

よりも、ちょっと違う考えかもしれません。これをコンセプトに持っていく限りは、

やっぱり同時進行にこの５年間かけて農業政策を田上町で考え、またブランド化と

していくと、それを積極的に売っていくということをしない限り、ただこのお題目

だけ唱えると困ると。農業の方にとって非常に不安なのが今現在ですから、町とし

ての基本コンセプト、農業に対してとか、これも一緒に同時並行にやってほしいな

と。
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２点目は、先ほどトイレ、道の駅って一番基本はトイレですよね。トイレに関し

ても非常に立派なトイレができると思っていますので、内容を見ますとかなりいい

ものができるかなと。全部ウォシュレット関係だと思うのですけれども、私が先回

も一般質問しましたけれども、先ほど町民の方は今の小学校、中学校はどうなのだ

と。これだけ立派なのを作ってどうなのだと。さっきも空調もそうですけれども。

ですから、同時進行にやっていかないと不満だらけになるわけです。こんな立派な

のを作って、よそのために作って、現状今使っているところは全然よくないではな

いかと。ウォシュレットを使っているのは中学校の女子トイレしか使っていないし、

ほかは全然ないではないかということを不満に思うのが当たり前だと思うのです。

というのは、これだけ立派なのができるわけですから。だから私はこの立派なのは

いいと思っていますので、どんどん進めてほしいので、同時進行として町の骨格と

してそこもやっていくのだよと言わない限り、不満だらけになってくると。何であ

そこだけそんな大金を、公金を使ってやるのだということが不満。ですから、それ

が根深い不満になっているのが確かだと思います。

３点目、指定管理です。指定管理というのここ出ていますので、今後これが課題

になってくると思うのですけれども、今後指定管理というのはコンビニと、それを

家賃収入だけもらうのか、テナント料でもらうのか、それともそこの全部請け負っ

てもらうのか、幾つか方法があると思うのですけれども、最終的にはこれをやるた

めに経費を含めたときに、それをやって町としてどれだけ収益が出るのかというの

もまた町民の方は不安。そこが経費どうなのだという話が過去出ていたと思うので

す。その話がまだ見えていないので、それは今後の話かもしれませんけれども、や

っぱりそこを指定管理しながら町としてどうなのか。先回も委員会で言ったところ

なのですけれども、関東で１番のところなのですけれども、非常にお客さんが来て

いるのですけれども、でも町に全然入っていないとか、非常にちぐはぐなのを聞い

てきたのですけれども、やっぱりせっかくやるのだからできるだけその運営もそこ

のので利益が出て、そこで運営管理してもらいたいと。そうすると町の経費もでき

ると。つまりできるだけ経費を抑えながらそこで運営できるような感じにしていっ

たほうがいいのかなと思いますが、そこまでちょっとすると非常に具体的に町民の

方は安心できるかなと思いますが、その３点お願いします。

副町長（小日向 至君） 基本構想の１ページの中段の頭のところに、確かに行政機能、

農業などの町の産業、観光、地域資源ということで、農業が頭に来ている。一般的

にはここの中でも、ここで一生懸命に農業をやるのだったら農業政策も何とかせい
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やというお話なのでしょうが、はっきり言うとこれとそれとはまた別の次元で検討

させてくださいということが基本的な回答になると思うのです。それが同じような

形で道の駅のトイレと学校のほうのトイレも同じ次元で今お話しされていますが、

これもやはり別の次元の中で検討させてくれということです。当然片方が汚いまま

で、片方がでは、言うなら学校のほうがそのまんまで、こちらのほうだけがいいか

という話になるとそのとおりなのでしょうけれども、それはそれでまた別の次元の

中でこれから検討していきたいということになろうかと思います。

もう一点、指定管理の関係ですが、まさにこれはこれからの話でありまして、基

本的には指定管理の中でやりくりをしてもらうのが基本だろうと思っております。

逆に単純にコンビニの関係ですと、コンビニの業者の方が数年前においでになりま

して、ここに道の駅を作るようであればぜひ使用料を払うので使わせてくれないか

というような話も出ていますから、こちらの考え方としては可能な限り収益が少し

でも町に入ってくるような形で指定管理の形で持っていかれればいいなと。これも

さっき話が出てきたように、多分来年度あたり指定管理の募集みたいな形に入って

いかれれば、指定管理者が決まった時点で細かい数字がまた出てくるのかなと思い

ますけれども、いずれ今まだ構想の段階ですので、具体的な部分についてはちょっ

とまだわからないというような状況であります。

２番（笹川修一君） 話が違うという内容でお答えになったのですけれども……

（次元ですの声あり）

２番（笹川修一君） 次元ですね。ただし、町民の方というのは、皆さんやっぱりそう

いう根深い不満というか、不安ですよね、非常に不安を思っているのが確かだと思

うのです。ですから、そのときにその不安を解消するためにどうするかというのは、

町としてやはりそれを方向性を出すというのが私は町のあり方かなと。つまり道の

駅とかこちらのほうと全く違う次元。言えばそんなの、ただ思っているのは同じ人

たちなのです。町民の方なのです。だから、町民の方のその不安が解消になれば、

ああ、いいではないかとどんどんやってほしいです。逆にこっちもやっていくのだ

よというふうにやっぱり方向づけはどうしても必要かなと。そうではないと、皆さ

んがくすぶった中でずっといるわけです。ほとんどが、先回のときもいろいろとミ

ーティングというか、町内の話を聞いたと思うのですけれども、そういう不満が非

常に私はあると。私の家にもいろいろと、歩いてみますとかなりそういう不満があ

ると。ですから、その耳はやっぱり、僕は聞いてほしいと。これを聞くことによっ

て不満解消になりますし、また非常に期待に変わっていくのではないか。不安から
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期待に変わっていくということが非常に大事かなと。その根回しが今必要かなと思

っておりますので、そちらお答えください。

副町長（小日向 至君） 誤解があると困るのですが、別の次元の中で検討したいとい

う意味であります。１つの例を言いますと、学校のトイレにつきましても数年前か

ら計画的に和式から洋式に変えながら、子どもたちの数で計算していくとよその学

校よりもかなりそれは進んでおりまして、これからもウォシュレット等々につきま

しても計画的な形でいきましょうという回答を教育長のほうでされております。そ

れは、だからそういう意味では別の次元の中でそれはそれで進んでいますよ、進め

ますよという意味ですから、ここで道の駅のトイレがきれいだから同じようにすぐ

すれやという一緒の話はちょっと別かなという意味合いであります。そういう意味

でありますので、ぜひご理解いただければと思います。

６番（椿 一春君） では、お願いします。資料ナンバー２の原ケ崎交流センターに関

してなのですが、前回の質問の中にでもこれを建てたときのランニングコスト幾ら

かかるのでしょうということを質問しましたが、それに関しては全然回答も何もあ

りませんし。それで、やはり建物を建てた後ちくちくする修繕ですとか、維持、メ

ンテナンス、光熱費とかが必要なのですが、それらランニングコストの中で今この

機能を見てみますと……機能の話ではない、すみません。その前に、ここの大きな

コンセプトがこちらの役場側のほうが動にぎわいの創出であって、あっちのほうが

静の空間ということで、一番最初のころは図書館だけではなく、図書館と和室が整

備されて静かな空間というイメージであったのですが、いつの間にか図書館だけに

なり、この絵を見ると和室のほうが今度こちらの交流センターのほうに作られ、そ

こで茶会をするという。どちらかというと茶会というのは静の空間でありますので、

そもそもの考え方がちぐはぐになってきているのではないかなというのを感じてお

ります。それで、これを見ると従来の図書館が78平米、それで今の原ケ崎交流セン

ターにある図書館が105平米、合わせて同じぐらいのスペースがあって、あとは全部

ほとんど多目的ホール、多目的ホールであって、何ら変わらずこの中で学習スペー

スが70人程度のものを増築するという部分があるのですが、ここ大きな建物を残す

ということはそれだけ光熱費、維持管理費がかかるわけでありますので、この交付

金をもらう中では２カ所整備するという位置づけの中で今考えていると思うのです

が、この学習スペースの増築の部分だけであって、あとはみんな取り壊したほうが

かえって今後のランニングコストもかからずいいのではないかというふうに思われ

ますが、それらのランニングコストをなぜ今のうちから検討しなければだめだかと
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いうのは、やっぱりそれが民間感覚。将来この建物を維持していくのにどれぐらい

経費がかかるだろうかというのが民間の感覚であって、建物を作るだけにどれぐら

い経費かかるかというのを今検討して、その後の維持管理をどのように考えている

かというのがやはりそれ行政のやる仕事ではないかと思っております。この中でも

民間感覚を取り入れてというのがありますが、それはやはり収益を出すというだけ

ではなく、この建物をどうやって長い間維持管理していくというのを考えていくべ

きだと思うのですが。まず、これから国交省に提出する書類の中でヒアリングとか

あるのですが、とりあえず向こうの開発する場所がこの町ともう一個、２カ所を開

発するということであって、今後この建物、原ケ崎の交流センターはその場所で何

か開発するということでいいのですけれども、これを今もう一部改築、増築という

形でずっとやるのか、それともこれから光熱費ですとか、そういったランニングコ

ストを検討していく中でもっと規模を縮小したほうがいいのか、それとも新築にす

るのかという、そういうふうな考えをこれから議論する場があるのかどうか、その

辺をお聞かせください。

教育長（丸山 敬君） 過去のご意見の中に今椿委員さんがおっしゃられるようなこと

もたびたび指摘をされて、そういう議論も踏まえながらここまで積み上げてきた経

緯があるのではないかなと私理解しております。いろんなランニングコストを含め

て、原ケ崎交流センターのあり方についても動と静、基本的な考え方も私はそう変

わっていない、和室等あくまでも公民館の代替施設をここに作るのですよという基

本線がここにはありましたし、それは過去にも社会教育委員の皆さんともども議論

してきたのは、実はここに作るのは文化的施設ということで、生涯学習センター、

そして今は仮称ではありますけれども、地域交流会館という、そういう流れの中で、

あくまでも先ほど説明してありますように古くなった公民館の代替施設の機能、た

だ全てをここに公民館の機能を盛り込むことはできませんので、一部図書館機能、

それから学習機能については原ケ崎交流センターのほうにその機能を作って静とい

う、そういう意味で、学習というものを中心にしたそういう形のものを原ケ崎交流

センターのところに整備をしていこうということでございます。

また、ランニングコストでもたびたび指摘をいただいておりますので、決してそ

ういうものを頭に置かないわけではありません。ただ、今後基本構想、基本計画を

踏まえて実施設計の段階でまだまだ議論していかなければならぬ部分はたくさんあ

りますので、そういうところで具体的にこういうものが作られるのであればそのラ

ンニングコストはどうなるかということは積算できるかと思うのですけれども、現
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段階では非常に漠とした部分が大変多うございますので、具体的にランニングコス

トを示しなさいと言われるとそういうものをちょっと持ち合わせていないという状

況という回答しかできないのは非常に申しわけないのですけれども、そういうふう

な考え方で、今まで議論いろいろありましたけれども、積み上げさせていただいて

こういう基本構想、基本計画の段階までたどり着いてきたのかなということで私は

理解しておりますが、間違っておりますでしょうか。

６番（椿 一春君） 基本構想には間違いはないのですが、一番聞きたいのが、今増築、

改築ということでやっているのですが、これから大体具体的に詰めていく中で、や

はり光熱費と、いい空間を作るのに当たり、新築でやったほうがいいというほうが

長い目で見たときに経費が削減になるようであれば新築をというほうも考えるのを

これから議論する中でそういう場があるのか、もう増築、今の増改築と一部増築で

ずっとやっていきますという考えなのか、それをお聞かせください。

副町長（小日向 至君） こちらの立場としては、今説明した形でいきたいということ

を基本にしていますから、今後原ケ崎交流センターを全部取り壊して新しいのを作

るなんていうことは考えておりません。

６番（椿 一春君） 今町民の意見の中では、やはりあれを再利用するというのは本当

に効果というか、反対する意見が多くあるわけなのです。あそこを改築してするの

だってねという、いいねというふうな意見、何でもないですよ。ほとんどの方が何

であそこの建物をという、そういう意見が多い中で、たとえランニングコストが多

くかかろうとも新築で建てることなく今のままでいくという考えが余り私には理解

できません。ただ、これだけの多目的ホールというのがたくさんある中で、もっと

もっとスペースというか、拠点を作らなければだめだという場所の２カ所目の拠点

というのは理解しているのですが、ただこのスペースの大きさですとか現行の建物

ですとほとんどもう断熱もなく、光熱費のかかる建物であって、前回ですと冷暖房

のつく部屋は１部屋、２部屋で限られたところだけで光熱費を削減するというふう

な話でしたが、やはり快適というと全部冷暖房が行き届いていることが快適という

ふうなものを提供できると思うのですが、今後ランニングコストを見ていく中で新

築というものも考えたほうがいいのではないかと再度思いますが、どうしてもだめ

でしょうか。

副町長（小日向 至君） まず、その辺の話をずっと半年、１年くらいでしょうか、か

けてやってきまして、私らはようやく、これ８月25日の特別委員会のときもその議

論もし、最終的に今町が提案した形でやらせていただきたいというふうに思ってお
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ります。そういう形でこの道の駅の部分も含め、地域交流会館も含め国のほうにま

ちづくりの計画を持っていきたいと考えておりますし、今までの計画の中では増築

した場合、解体して新しく作った場合、さまざまな３点の計画を説明し、この中で

一番金もかからずに有効にできるのが今考えている部分だろうと、今説明した原ケ

崎交流センターの部分だろうというふうに考えているわけです。おっしゃるように

全館冷暖房であれば使い勝手もいいでしょうが、あれを全部作りますと６億円、７

億円ぐらいかかるというふうにして説明をたしかさせていただいたと思います。し

かし、それを作っても、逆に子どもたちが遊ぶスペースを見ないでの話であります。

今の原ケ崎交流センターに新しく図書館の一部をつけ足して、今子どもたちが遊べ

るスペースも確保しようとしたらかなり大きな金額が出てくる。それらを考慮する

と、今あるところをなるべく少し再利用をしながら持っていきたいという……よろ

しいでしょうかね。持っていきたいという考え方でずっと説明してきて、全員の方

から理解いただいたかどうかはともかくも、何とかご理解いただいたのでないかな

というふうにして今進めておりますので、一旦ここで元に戻る形にはちょっとなら

ないのかなと思っていますので、よろしくお願いします。

特別委員長（泉田壽一君） ちょっと待ってください。ランニングコストと新しくやる

というの、その空調、冷暖を全部つけて快適さ等いろいろ複雑に話が今出ています

けれども、ランニングコストそのものに何か勘違いがあるみたいで、例えば200万円

ランニングコストがかかって、10年かかったところで2,000万円、100年で２億円、

建物を新しく５億円建てれば250年分のランニングコストの差というのは、これはど

うにも埋めようありませんので、その辺のランニングコストが安い、安いと思って

いるのが何か。執行のほうももうちょっとかかる経費に関して、統計は出ていない

と言うかもしれませんけれども、今まであの建物を使ってきて年間でどのぐらいの

経費がかかってきたというのはわかっているはずですので、ある程度の数字を示し

ていただければまたその説明を聞いて各委員もそれに際しての理解は深まるかと思

うのですけれども、その辺が今まで過去でどれだけの電気料、光熱費、全ての中で

かかってきたかという、そういう説明がまだなされていないのがランニングコスト

に関してのこういう話に出ているのだろうと思いまして、あくまでもランニングコ

ストはランニングコストの話ですので、新しく建てるということとランニングコス

トは全く別の話ですので、その辺は新しく新築するということの経費分をランニン

グコストで換算したら何百年という数字になるはずでございますので、その辺はき

っちりと理解いただいた中で議論をお願いいたします。
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６番（椿 一春君） まずここで一番大事なのは、静の空間であると図書館のスペース

があれば十分機能を果たすと思うのです。それで、別にあのまま大きい建物をそっ

くり多目的ホールを整備してというふうなのも必要かなというと別に必要でないと

思っています。そこで、学びの場、空間としての位置づけであれば、木造建ての平

家のこの新しい新築する部分に図書館の本を増刷する収納場所、そういった小ぢん

まりとした木造の建物で、それで見てみてもそれでもやっぱり向こうでの拠点とい

うのが整備される国土交通省の条件は満足すると思われますので、あくまでもあれ

と同じものを新築でというふうな考えでもありませんので、やはりこれから人口も

減ってき、町税もだんだん減収していく中で、建物を作った後、その後今度町、町

民の中であの建物を何とかいつまでもきれいに維持していかなければだめだと思い

ますので、できればその経費が抑えられて、小ぢんまりとしたもので整備されるの

も一つだと思いますので、これは私の意見でありますので、もし回答があったらよ

ろしくお願いします。

教育長（丸山 敬君） 貴重なご意見ありがとうございました。ただ、１つ私どもがあ

そこの機能に非常に重きを置いているのは、かつてご視察いただいたときごらんい

ただいたかと思うのですが、長期休業日は児童クラブとしてあそこは貴重な存在に

なっております。子どもたちのまさに夏休み中、冬休み中、年度末、これの長期休

業日の子どもたち、今は小学校１年生から６年生までの子どもさん方が来ておりま

すけれども、今年の夏の例を申し上げますと70人くらいの子どもたちがあそこで朝

の７時半ちょっと過ぎぐらいから６時半ぐらいまで活動をしているような、そうい

う状況です。そういうものがなければ、図書館機能だけで単体でもってもう少し小

ぢんまりとして作れるわけですけれども、何せそういうものが必要です。特によく

話題になりました栄庁舎の子どもランド等見ますと、あそこも子どものそういう居

場所と図書館機能がちょうど合体したような形でそういうものを用意されておりま

す。まさに私どもは今原ケ崎交流センターではそれに近いものを実は既に構想をし

ているわけで、何とか既存の建物を使いながら子どもの居場所と学習の場というも

のを両立させるという、ぎりぎりのところでこういう構想をしておりますことをご

理解いただければありがたいなと、そんなふうに思います。

６番（椿 一春君） 子どもの居場所でありますと、やはりまだ、今小学校もだんだん

人数が減って空き教室ができてきているわけでありますので、やはり羽生田小学校、

羽生田学区、田上学区と２つで分かれておりますので、今既存の建物を有効に活用

するという考えであれば、小学校の一部を開放してそういったところに充ててもよ
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ろしいのではないかというふうに私は思って、わざわざその１カ所に集めて子ども

の集まるスペースが本当に必要なのかなというのを思います。

特別委員長（泉田壽一君） 椿委員、悪いですけれども、冬休み、夏休みの学校の場合

は公共施設、学校の使用として、そういう説明は前にもありまして、空き教室で対

応できないのだと。だから、統合して別の施設でやっているということの説明はあ

りましたので、またそこへ戻らないようにしてください。

６番（椿 一春君） では、結構です。ただ、それは町の条例であって、見直しする、

検討すればいいのではないでしょうか。

特別委員長（泉田壽一君） 学校施設の管理運営上の問題としての説明がありましたの

で。

（そもそも児童クラブは学校でやっているの。長期休暇だ

けでしょう、一応の声あり）

教育長（丸山 敬君） せっかくご質問いただきましたので。確かに別々で開設してい

るところもあります。ということになりますと、ちょっとお考えおきいただきたい

のですが、お世話する職員も別々に長時間配置をせざるを得なくなります。実はな

かなかそういうお世話をいただく方々を得るということも難しい状況になってきて

おります。そういうことから、実は長期休業日は学校で開設をしないで、１カ所に

おいでをいただいて、そこで何交代かしながら子どもたちの世話をするというスタ

イルでずっとこういうふうに来て今定着をしている状況でございます。改めてそれ

をまた別々のところに戻しますと、またいろんな部屋の問題だけではなくて、お世

話する方々含めてそういう人の手当て等で大変苦労をせざるを得ない状況がありま

すので、なかなかそこへ戻すというのは難しいのではないかなと、そんなふうに思

っております。

１番（髙取正人君） 基本計画のほうなのですが、よその資料を見ていただくと大体50ペ

ージから100ページぐらいになっていまして、内容の中で多分これから作る道の駅の

利点、アドバンテージ、便利な点とほかに対する利する点というのですか、そうい

うものがちょっと抜けているような気がします。先ほど松原委員が言われたように、

各高速道路のインターで国道からどれくらいの距離があって、ここに道の駅を置く

利点、あと情報発信、観光とか道路情報だけでなくて、そういう町の内容とかも入

っているものですから、もう一点防災ということで、ここでちょっと質問したいの

ですが、同程度の道の駅でこの道の駅には非常用発電機と災害用のトイレが載って

いますが、それに非常食、食料の500食分相当の備蓄倉庫という３点セットが何かつ
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いているみたいで、その備蓄倉庫が抜けているような形です。もう一点というので

すか、４点セットになると給水タンクというところもあるのですが、この中では国

のほうの予算として作っていただけるものとして非常発電機と災害用の非常トイレ

だけで、備蓄倉庫や給水タンクというのが抜けているものですから、そういうもの

のお願いをしたのかどうかちょっと聞きたいと思います。

教育長（丸山 敬君） 備蓄に関しては、前にもお話しさせていただいたのではないか

と思うのですが、田上町の方針としては備蓄ではなくて流通備蓄というような形で、

緊急時には業者の方々にお願いをして流通備蓄の形で対応するということで、日常

的にそういう食料等を備蓄倉庫を用意して対応するという考え方には基本的な考え

方としてはなっていない、そういうくくりの中でこういう計画等を作らさせていた

だいております。そういう点をまずご理解いただければと思いますし、また詳細に

つきましては、先ほどからたびたび申し上げておりますように一応検討したいとい

うことで書かせていただいておりますので、詳細なものについては今後経費等を踏

まえながらそういうあり方についてはもっと詰めていかなければならぬかなと、そ

んなふうに思っているところです。

また、ページ数が少ないというお話でございますが、これはまず基本構想、基本

計画というそのコンセプトをわかりやすく簡潔に表現をさせていただいて、今後具

体的に、許認可の段階であれば必要なそういうもの、例えば町の県内の位置とか、

あるいはそういうものをもうちょっと付加するというのは当初案の中にはあったの

ですけれども、それは今割愛させていただいております。どちらかというと町民向

けに今説明をさせていただいている段階でありますので、そういうものはあえて落

とさせていただいております。今後そういう認可をする段階で必要なものは整備を

していくという段階でもう少しページが増えてくるのかなと、そんなふうに思って

おります。

以上です。

１番（髙取正人君） 非常用発電機の設備ということで、最近すぐ９月の常総市の水害

の件で、非常用発電機が実際動作をしなかった。結局グラウンドレベルが低い位置

にあって、水をかぶった関係で非常用発電機が機能しなかったということが言われ

ているのですが、ここも一応浸水地域になっていまして、もし避難指示が出た場合、

この役場近辺もその避難指示の範囲内ですので、商工会や社会福祉協議会というの

は当然避難指示が出た場合は避難されると思うのですが、役場や道の駅もそういう

形で避難されると思いますので、そういう場合の備えというのですか、そういうも
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のがあるのかどうかを聞きたいと思います。

（何事か声あり）

総務課長（今井 薫君） こちらのほうにも飛び火しましたけれども、確かに信濃川の

破堤ということを考えますと、役場もＪＲのところまではひたひたするような状況。

役場で１メートルぐらい来るのでしょうか、1.5メートルぐらい来るようなハザード

マップになっておりますが、その発電用の施設についてはちょっと高目に設置すれ

ばよろしいのではないかなというのを考えておりますし。もし設置するのであれば。

検討事項になっているかと思いますので、それは今後検討をしていくという形にな

ろうかと思います。

それで、あと避難所としてという話も出ていますので、あくまでもいろいろの方

面から来て、道の駅ができたというふうなのを考えますと、いろんな方面から来て、

そこで一時避難所、帰宅困難者といいますか、そういうものは想定されますので、

そういう場所として提供できるのではないかなというふうに今考えているところで

ございます。

以上です。

１番（髙取正人君） 県は違うのですが、例を挙げていただきたいと思いまして、泉田

知事が柏崎刈羽原発でヨウ素剤の配布について言っていることだと思うのですが、

屋内退避になったときにヨウ素剤を配布するときに誰が行くのだと。たとえ公務員

でも、屋内退避だから、そのときにはヨウ素剤は配布できないということだと思い

ますので、役場の職員も避難指示が出れば当然避難しなければいけないと思います

ので、その際のバックアップの施設とか、そういうのも防災計画にあってしかるべ

きだと思います。例えばマイクロバスみたいな町の資産をどう避難させるか、どこ

に移動するか、災害対策本部はどこに設けるかという、そういうこともありますの

で、この際そういうことも考えて、できれば地域交流会館なのですが、新しく作る

ので、ちょっと高い場所に移動して、そこに防災機能をバックアップとして災害対

策本部が置けるような機能をつけたほうがいいのではないかと思うのですが、いか

がでしょうか。

特別委員長（泉田壽一君） 交流会館を別のところに建てれということですか。そうい

う旨の発言ですか。

１番（髙取正人君） いやいや、防災として、この場所が水につかった場合、災害対策

本部が当然ほかの場所に設けられるので、そういうところの備えがあるのかどうか

ということで質問したいと思います。
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総務課長（今井 薫君） いろんな災害があるわけでございますので、今の信濃川の破

堤については今申し上げたとおり役場が一応防災対策本部の本部になります。２階

に置いてありますので、これは大丈夫かなというふうに思っておりますし、震災、

地震の関係についても、まだ新しい建物でございますので、よそが壊れてもこの建

物はまだ大丈夫だというふうに考えておりますし、原子力につきましては私ども50キ

ロなので、屋内退避でございます。逃げていくという状況ではございませんので。

長岡市の市民を迎え入れるという立場でございますので。あと、ヨウ素剤の関係に

ついては、まだ田上町の分は用意されていない。30キロ圏内については新潟県が用

意してあるというふうに伺っておりますし、50キロについてはちょっと新潟県もま

だ用意していないという部分でございますので、特に原子力の関係につきましては

今田上町のほうにどのくらい避難できるかというのを県のほうと調整をとっている

ところでございますので、よろしくお願いします。

特別委員長（泉田壽一君） 総務課長、防災のほうではなくて、この建物をその関係で

使うかどうかということの対象にするかどうかという質疑ですので。

総務課長（今井 薫君） 先ほど申し上げたとおり、帰宅困難者の一時避難所としては

利用できるかもしれませんけれども、町が指定している避難所としては今のところ

考えておりません。それは役場の隣、保健センターも避難所として指定している部

分がございますので、私も数ちょっと覚えておりませんけれども、町内で相当の数

避難所を指定してございます。あと、災害の種類によってまた避難所が変わってく

るかと思いますので、その辺も決めてからでないとなかなか難しいのかなと思いま

すので、今ほど申し上げたとおり帰宅困難者の一時避難所としては利用できるとい

うふうには考えております。

１番（髙取正人君） ありがとうございました。帰宅困難者とか、そういう意味ではな

くて、この場所が災害になったときで、ここを使う人たちがみんな避難をしなけれ

ばいけない、先ほど役場が避難指示が出れば当然公務員も避難指示の対象になりま

すので、破堤したとき水が来る前に避難をすることになるかと思いますが、その場

合の対策本部がどこに置かれるかということだと。

（何事か声あり）

１番（髙取正人君） 関係ないと言われればそうなのですけれども。

特別委員長（泉田壽一君） 全くこれ関係ありませんので。それは防災の話と全然違い

ますので。

１番（髙取正人君） 一応道の駅にもそういうハザードマップというので、水害や震災
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が起きたとき、土砂災害が起きた場合に、ハザードマップ及び断面図というのを描

かれているところが多いので、実際ここの断面図だけではなくて、信濃川やその近

辺の山のとり合いというのですか、そういう断面図もありますので、そういうとこ

ろを追加していただきたいと思います。

特別委員長（泉田壽一君） ハザードマップとか、それも関係ありませんので、今全く。

それ違う話でございますので。

12番（関根一義君） 最後になるかもわかりませんけれども、私からは資料のナンバー

２の３、見直しの関係について再度確認等をしたいと思います。

基本構想をずっと議論してまいりましてここまで到達したわけですけれども、こ

の間の議論を踏まえまして、見直し案といいますか、ここは見直しを図っていきた

いよという考え方が示されたのが資料２の３の図面だと、こういうふうに理解して

おりますけれども、先ほど教育長から答弁をいただいたのと副町長が答弁したので

若干ずれみたいなのを感じまして、再確認させていただきたいと思うのです。地域

交流会館に子どもの空間を取り入れていくというふうなものとしてこの見直しの考

え方が示されたと、こういうふうに理解しているのですが、その点についてそのよ

うな理解でよろしいのかということについて１点お願いしたいと思います。

２点目は、研修室２がオープンスペースのラウンジに変更したいと、こういうこ

となのだけれども、ちょっと私は地域交流会館の建物内の研修室をオープンスペー

スにするということについての若干の違和感がございます。なぜこのような形をと

ることに変更をされたのか、その考え方をもう一度お聞かせ願えますか。先ほど補

佐からはその内容等について説明があったような気がするのですけれども、もう少

し詳しく、なぜこういうふうにしたのか。本当に地域交流会館の一室を外部者も含

めたオープンスペース、いわゆるフリーゾーンとして与えていいのかという考え方

も私がありまして、ちょっと違和感感じておるものですから、もう一度ご説明お願

いしたいと思います。

教育長（丸山 敬君） 誤解を招くような発言をしたことについては、まずきちっとさ

せていただきたいと思います。実はこういう２の３の見直しが入りましたのは、さ

きの議会においてもご質問いただきまして、せっかくこういう新しいところを作っ

て町民のためのにぎわいをするのであれば、雨のときとか寒いときでも子どもがい

るような、そういう場所が確保できないのかという、そういう強いご質問、要望が

出されましたので、それが可能なのは現在考えられている地域交流会館の中ではこ

ういう場所が想定されますということで実はお話し申し上げたところでございます。
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研修室２も、これもどうしてもそういう例えば冬場、先ほどから今井委員さんもお

っしゃられますが、冬場例えば何か買ったものを食べる場所もないではないかとい

うような、そういうお話も過去にもありました。そういうものとか、何かあるいは

ちょっと自販機でもって温かいものを買ったものをちょっと座って飲めるような、

そういう場所というものも必要だろうなと。そういうものがもし確保できる場所が

あるとすれば、我々は研修室２として想定はしておりますけれども、ここを場合に

よったら、そういう要望が強いのであればオープンスペースという形に作り変えて

いくということもできますということでお話をさせていただいているところでござ

いますし、また３階のラウンジの部分がスペースがありますので、ここを何とか使

えないものかなというようなことで、そういう場所探しのようなものをやった段階

でこういうものを説明をさせていただいているところでございます。今後詳細設計

の段階で、これはコンクリートではありませんので、まだまだいろいろ動き得る、

変化する、そういう可能性を秘めている内容ではないかなということで思っており

ます。

以上でございます。

12番（関根一義君） そういう強い要望があれば、こういうところにこういうスペース

がありますよでは基本構想に値しないということだと思うのです。だから、この間

の議論を踏まえて、子どもの要するに活用できるような、そういうものを取り入れ

たらどうかと、地域交流会館に、そういう要望が強くありましたと。確かにそうい

う議論になっておりますから、そういう意見を検討した結果、地域交流会館には子

ども空間を取り入れますという構想として考えているのか、いないのか、ここをは

っきりすべきだと思うのです。

それから、もう一つは、オープンスペースの関係です。これも直売所だとか、そ

ういうところで買ったものを食べるところが冬場ないではないかと、あるいは雨の

降った日はそういうところがないではないかと。そういうことが欲しいのであれば、

ここを利用してもよろしいと、あるいはそういうふうに考えてもいいのですよと、

そういう何か教育長、積極的にそういう施策を取り入れるのかというのが出ていな

いのです、教育長の答弁の中では。あなた方がそういうのを必要あるのであればこ

こを利用してもいいよというレベルでしか答弁がなされていないわけです。それで

はやはり基本構想に私は値しないと思います。そういう意見を取り入れてこういう

ふうな方向でいきますという考えなのか、そうでなくてこれからさらに町民の意見

や皆さん方の意見をもう一度まず聞かせてもらって、本当に強いのであればここを
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考えるわいという程度で言っているのか、その辺のところをはっきりしていただき

たいということなのです。なぜここまで言うかということなのですけれども、私は

今日の議論を踏まえて、執行側は次のステップに進めたいという意思が強くあると

思うのです。それはあって私は当然だと思います。したがって、委員長も冒頭そう

いう位置づけはどういうふうに考えているのかというのを委員会を開催するに当た

って執行側にボールを投げているわけです。私もそういうふうに思います。もうこ

こまで来ると基本構想の考え方についてゴーサインを出すか、出さないか、そこま

で来ている、そういうことだと思うのです。確かに基本構想、基本計画が最終的に

確定されるのは検討委員会の最終段階がありますからあれですけれども、そこを待

つことになるのですけれども、それは最終的な形式論、手順の問題だ。議論はほぼ

煮詰まってきているというふうに理解をしているわけですから、そこのところをは

っきりさせないと次のステップへ行くかどうかわからない。また次の段階で議論を

するとまたスタートラインへ戻りますよ。用意ドンのところにまた戻りますよ、議

論が。だから、議論を積み上げてきている経過を踏まえて執行側も、答弁もそうい

う的確な答弁してほしいのです。そうしないとまた同じことを繰り返す、ここを心

配しているわけですから、よろしくお願いしたいと思います。

副町長（小日向 至君） ありがとうございました。確認いたしますけれども、こうい

う検討したい、としたい、これにつきましては先ほど話しましたように外部の皆さ

んから検討していただいているところの資料を使ったわけですが、今日まだ議会の

ほうに町の考え方を示しまして、理解いただければこの形でいきたいのだという考

え方であります。

子どもの空間という部分については、私が先ほど言ったのは支援センター的な要

素は無理ですよという話をされた話であって、逆に空間とらないという意味ではな

いわけですし、原ケ崎交流センターの話ももう戻れませんという話をはっきり申し

上げたわけです。したがいまして、町長自身はこの形で前に進んでいきたい、それ

もさっき話ししましたように11月ごろの頭ぐらいまでには確定させて、事務方では

この形でちょっと議論に入っていくための資料としてもう国なり県に持っていきた

いなというところまで今話が進んでいる状況であります。したがいまして、これか

らの日程になりますと、今日のいろんな意見をいただきました、この意見をいただ

きまして、最終的に町長のほうで判断されて、11月の早い時期に外部の皆さんの検

討委員会の中で最終案である案がほぼとれたものを提案し、了解いただければその

後また議会のほうに説明申し上げて、あとはこの方向として国なり県のほうに協議
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を進めていきたいなと考えておりますので、ぜひこのしたいとか検討したいという

部分については、特にこの子どもの空間であったりオープンスペース、これも先ほ

ど言いましたように冬場のことも考えるとこの辺あたり使いたい。かといってふれ

あい広場、憩いの広場でしょうか、ここのところに建物建ててという話にはちょっ

とならぬだろうと。雪が降ったときの除雪のことも考えますとなかなか難しい部分

もありますが、ではそこに建物建てれば当然冷暖房もという話にはなりますから、

そういうことはちょっとならぬだろうなとは思っていますから、なるべく現実的な

物の考えをすると今考えている（仮）交流会館も町民だけ、来ている町民も含めて

道の駅に来たお客様からも利用していただくような形にしたいという意図でこのオ

ープンスペースというのも今考えています。これから実施設計が進みますと、本当

にこの場所がいいのかどうかというのもまたちょっと変わってきます。もしかした

ら入り口のあたりに出べそをつけてこの会館とはまた別にして、中のほうに入らず

に管理できる部分を作ればいいねかという話に変わる可能性が十分あるのです。考

え方として、わかりやすいようにイメージした絵だということだけは頭に置いてい

ただかないと、ここの隅にこんなものが、この部屋になるのかなという発想ではな

いのだということだけは考えていただきたいなと考えていますので、よろしくお願

いします。

８番（熊倉正治君） どうせお昼前には終わらないようですので。私は、この基本構想、

基本計画にのっとった形で進んでいっていいのだろうというふうに思いますので、

そういう立場で質問なり確認をさせていただきたいと思いますが、15日の日に外部

検討委員会開かれてこの基本構想、基本計画が議論されたのだろうと思いますが、

特徴的な議論というか、話がどの程度あったのかというようなのをちょっとご披露

できるのであればしていただきたいなというふうに思いますし、あともう一点、一

番問題なのはお金の関係です。交付金の関係ですが、この基本構想の16ページの中

に都市再生整備計画で交付金40％ということで、地域交流会館と原ケ崎交流センタ

ーの整備は進めていくというふうに書いてありますが、一番問題というか、一番目

玉になる道の駅のトイレと情報発信施設というか、そういったものが交付金の中で

はどのような位置づけになっていくのか、あと用地の整備の関係の経費がどうなっ

ていくのかというあたりがちょっと触れられていないようですが、全体的な計画の

中で交付金がどのように措置をされていくのかというのをできればここに書き込ん

でおいたほうがいいのかなと思いますが、その辺まで決まっていないので書けない

のかどうなのか、その辺を少しお聞きをしておきたいと思います。
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教育長（丸山 敬君） それでは、私のほうから15日の主な意見ということについてお

話をさせていただいて、国との道の駅の交付金のあり方とか、それについては補佐

のほうから説明をさせていただきたいと思います。

私の記憶では、基本的にこの私どもが説明をさせていただきました基本構想、基

本計画についてはおおむね了承を得たというふうに私は理解しております。また、

特徴的なご意見は、せっかくこの庁舎本体が屋根瓦のそういう和風の建物になって

いると、そういうものを考えると、新たに作る施設についてそれと余りかけ離れた

ような、アンバランスのようなものはいかがかと、やはり屋根とか、そういうもの

をそろえたような形で地域交流会館等を作られるのがいいのではないかというよう

な、そういうご意見を頂載いたしました。また、多目的に軽スポーツ等利用するの

であれば、床面についても健康のことを考えるとやはりきちっと配慮をしていった

ほうがいいのではないかというような、そういうご意見を頂載したのは記憶にござ

います。それが主な意見ということになろうかと思います。

以上でございます。後段につきましては、補佐のほうから説明いたします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今ほどのご質問のように道の駅の休憩施設、

情報発信のほうの施設でございますが、基本的には道路管理者、国道403号線なので、

国道403号線の場合は一応県のほうが道路管理者ということになっておりまして、県

のほうにこの基本構想、基本計画、それからこの道の駅の配置が決まりましたら正

式に県のほうから一体型としてぜひ整備をお願いしたいという要望はこれから町長

のほうで県なり国なりのほうに要望していく形になろうかと思いますが、一応一体

型で何とかやっていただけないかということで話をしていきたいというふうに考え

ているところでございます。

以上です。

８番（熊倉正治君） わかりました。もう一点、コンビニとか売店というか、物販の施

設が３つぐらい予定になっていると思いますが、前の説明の中では収益が上がるの

だから単費でというような話もありましたが、それはそのような方向で考えていい

のかどうか、それだけお願いします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今のところは、コンビニ等々の整備につきま

しては営利を目的とした施設という形になりますので、補助金の対象にはならない

というふうに考えております。したがいまして、整備については町単独の経費とい

うことで一応考えているところでございます。

以上です。
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議長（皆川忠志君） すみません。今日の議論を本当によく聞かさせてもらっているの

ですけれども、さっきの副町長の答弁で、朝からオープンスペースの関係で、憩い

の広場、ここで新潟の季節柄の話ありましたけれども、近き者喜びて遠き者来る、

遠き者が来たときに実際にコンビニで食事、おにぎりとか、あるいは飲み物を買っ

て実際に休むとすると、今の季節は非常にいいと思うのですよね。先ほど委員のほ

うからもありましたけれども。これからの季節を考えたときに、この町外の人たち

はどこへ行くのでしょう。今ほどオープンスペースの話ございました。町外の人は

なかなか入りにくいと思うのですよね。こちらは休憩所ですというふうに誘致する

のかあるいは誘導するのか、動線を作るのか、ここに連絡用通路ありますので、そ

ういう面ではあるのかもわからないけれども、お店から実際に出てきたときに、ど

この道の駅も大体あるのではないでしょうか、そういう遠き者が来たときに。どう

もそこがきっちり本当に近き者が喜ぶだけでいいのかという。そちらに重点を置く

のは非常にわかります。そういうコンセプトで作ったというふうに思っているので

すけれども、そこのところをもう少しちょっときちんと教えていただきたいなと、

考え方を。いいですか。

もう一点、２点目は、ちょっと私の記憶が、もう忘れていたら勘弁なのですけれ

ども、民俗資料館というか、公民館の前のあそこ非常に老朽化していますよね。今

回生涯学習機能を交流会館に持ってくるというところのコンセプトというか、基本

的考え方あると思うのですけれども、向こうの建物というのは私前々から非常に気

にかかっていて、利用がないことはわかります。前は中学校に持っていくとか、そ

ういう話もあったやに思うのですけれども、ここの考え方を２点ちょっと教えてく

ださい。

副町長（小日向 至君） 民俗資料館の件については教育委員会のほうで回答してもら

いますが、誤解をしているとうまくないのですけれども、まず夏場なり気候のいい

ときはぜひ比較的外と同じような感じの憩いの広場、駐車場のここの部分、これを

使ってほしいと。何かあったときもこの広場を使って催し物したいと。もう一つ説

明したのは、さっき関根委員さんからもお話があったように交流センターの中のオ

ープンスペース、まさにこれが冬場、雨が降ったときというのをこちらは想定して

いたわけです。余りこの部分を強調しづらいのですが、交流会館というのは補助金

40％のつく、上限ですけれども、つく施設です。この施設の中に道の駅で買ったも

のを食べる場所ですよ、楽々どうぞというのは国には言いづらいなという部分があ

りますから、こういう形も考えて絵の中には落としてあるのですが、たださっきも
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説明しましたように実施設計になってきますとこんな奥のところにオープンスペー

ス作ったところで利用しづらいだろうと私は思っています。

（単体の場合はの声あり）

副町長（小日向 至君） それもあります。したがって、さっき言いました、私は出べ

そ作ったらどうですかというのはそういう意味でありまして、つまり交流会館の施

設としてうまいぐあいにちょっと出べそみたいのを作っておいて、夜間になればそ

こで泊められるとかという、これがこれから実施設計の中で設計事務所が知恵を出

してくれる考え方の一つなのかなとは思っていますが、こんな細かい話まで今日こ

こで議論が出てくるとは想定していなかったものですから、ざっくりとした基本構

想を今日は説明したということですので、思いはそういう思いですので、ご理解い

ただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。したがいまして、

さっき言いましたように熊倉委員さんは多分補助金がどうだとかというよりも、わ

かりづらいから整理せいという意図だったのかなと思いますが、この資料ナンバー

１の中でざっくりとした補助金の区分けというのをお話ししますが、何回も言いま

すように交流会館については40％上限でつきますが、営利を目的としている施設に

つきましては基本的にはありません。ただ、農産物を販売するということで、上手

にやると少し補助金が持ってこれるのかなという部分もあり得ます。あと、トイレ

とか情報発信施設につきましては、単体でいけば県が全部銭出す建物になるのです。

それぞれの利用目的によって駐車場の配分が決まってきまして、その駐車場の整備

についても、では案分してどこが銭出すのだという話になるのですが、ここが先ほ

どから申し上げますように県に金を出していただくために一体型になるわけですが、

そのための協議として早くこの資料が完成し、この形で町はいきたいのだというこ

とを町長が紙を持ってあるいはこれ資料を持って県知事なり国のほうに協議に行く

ために急いで早くこれをけりつけてしまいたい、11月ごろまでには何とかしたいと

いうことを実を言うとお願いしていたのが本音の部分ですので、ぜひその辺あたり

を理解いただければありがたいなと思いますので。

あと、細かい詳細については、先ほど説明しましたように28年度でもってまた細

かく皆さん方から議論していただければいいし、指定管理者が正式に決まればまさ

に何を売る、では入り口どっちにするという形がその人たちの要望に合わせて設計

かけていけばいいのかなと思っていますが、建物までその人たちから作ってもらう

と地上権が発生しまして、後で出ていってくれと言われても出ていけなくなります

から、単費で作っておいて、場合によっては指定管理者も入れかえるかもしれない
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よという、そのときには町民に利益のある指定管理者でなければだめだということ

で、たとえ相手が例えば商工会のような人であったとしても、町が銭出してお願い

するような場所ではないわけですから、それなりの負担はもらうよというような条

件もこれからできるのだろうという、さまざまなことがこれから検討することにな

ると思いますので、よろしくお願いします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 民俗資料館の関係だけ少し説明させていただ

きたいと思うのですが、民俗資料館については田上町公民館の前に今あるわけです

が、田上町公民館が当然なくなれば管理の問題もございますし、もともとは今の民

俗資料館の中も民具だとかいろんな古いものもあるのですが、少し大分傷んでいる

ものも正直ありますので、着類なんかなのですけれども、そういったものについて

は少し整理をしながら、もともと収蔵、要は保管しておく目的もある施設なもので

すから、今後原ケ崎交流センターのほうに一部機能を移すような形で実は考えてい

ました。原ケ崎交流センターのところにショーケースなんか置きながら少し紹介し

たりとか、あとは収蔵するということで、場合によってはどうしても収蔵しなけれ

ばだめだということであれば、例えばプレハブみたいなもので一時的に収蔵すると

いうような感じのことも考えております。ただ、地域交流会館の中にも少し貴重な

もので見せるものがもしあるようなら、せっかく町のＰＲにもなりますし、そうい

う部分について一部ですが、そんな形でもまた見せる場所として、ショーケースと

いいますか、そんなものを例えば置いてＰＲするなんていう形も少し検討していき

たいというふうには今のところ考えておるところです。

以上です。

議長（皆川忠志君） 後段のほうはわかりました。今中学生が年に１回行くか、行かな

いかぐらいでしょうかね、使用頻度が非常に低いので、そうは言っても学術的な価

値はあると思うので、ぜひここはひとつよろしく配慮してもらいたいなというふう

に思います。

それから、前段の副町長そう言われて、はあ、はあ、なるほどとわかるのですが、

今日これ議員さんに全部話しして、細かいことは我々は県とか国とやらなければい

けないと、こういう大見えというか、大上段に立って、こうこうこうしたいのです

と今日あるのはわかるのですが、これから細かい今日意見出た等を、いや、これは

県に話すのか、国に話ししていますとか、そういう理由は勘弁してもらいたいので

す。言っている意味わかります。そうはおっしゃっても、これで県とすぐ始めなけ

ればいけませんと、国と始めなければいけませんというスケジュール的なものは十
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分理解するのですけれども、今日各議員さんから出た意見、これが反映できるもの

は、これは今後とも本当に反映できるのかどうか。今私が申し上げたような、そう

いう例えば大型の駐車場が８台ありますと。観光バスだけではないのですよね。ト

ラックもとまりますよ。夜中にトイレ行きますよ。夜中に何か食べますよね。そう

いう人たちが今ここのオープンスペースのラウンジなんか入ってきていいのですか。

そういう防犯上の問題はどうなのかとか、確かに細い話かもわからぬけれども、こ

ういう話がこれから出ると思うのですけれども、それらは、いやいや、もうこれは

こうです、これはもう決まっています、こういうふうになっていますというふうに

拒否ベースではなくて、そういうふうに検討するというところの柔軟性というか、

そういうのはぜひ留保してもらいたいなというふうに思っていますけれども、非常

に難しい顔していますが、見解教えてください。

副町長（小日向 至君） まず、国なり県に協議に行こうというのは、ここに示してい

ます構想なり基本計画の紙を持っていくわけです。この中には、それこそ細かい部

分までは触れていなくて、方向性を示すわけですので、その方向と大きく変わるこ

とというのは難しい。協議をしていきながら、さっき言いましたように28年、来年

度あたりに今言いました細かい部分の修正なり協議をしながら変更していきたいと

いうことを説明申し上げました。したがいまして、交流センターの中のオープンス

ペースが防犯上の問題というのも、だからさっき言いましたように当然それも含め

て出べそみたいな建物を作るなり、その部分だけですよ、あるいはそこでどこかで

シャッター落として夜はもう使えなくなるように、中に入っていかないようにする

なりというのはこれから、そんな細かい部分についてはそういう形で進めるだろう

と。ただ、それはさっき言いましたように40％の補助もらいたいなという頭を置き

ながら設計に入っていくべきだろうなということを説明申し上げています。ただ、

細かい部分についてはまだ来年度十分検討していく部分ですので、よろしくお願い

したい。とにかくこういう構想案を今町が持っているので、県のほうからも金を出

して事業化してほしいとか、そういう部分の内容をこれから町長自身が直接知事な

り国のほうにお願いに行きたいのでという、それも11月ごろには何とかこれでいい

ではないかという方向性を議会のほうから理解いただきたいという、そういう意味

ですので、よろしくお願いします。

議長（皆川忠志君） 趣旨は、本当に気持ちはよくわかるので。ただ、１点、やっぱり

これから説明していくのは大枠なのですよということはわかるのですけれども、今

日出た意見もあるいは検討委員会のほうの意見があるので、もう変更できませんと
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かではなくて、これはできると思うので、議員さんからもこういう意見が出ました

よというのは当然話をしていただけると思うのですよね。だから、そういう話をす

るときに少しでも入れられるものがあればぜひ入れていただきたいなというふうに

お願いです。見解はいいです。いいですか。

副町長（小日向 至君） すみません。検討委員会の皆さんは、最終的には権限という

のは余りないのですが、一応意見いただく中で、今までのやり方は検討委員会の中

で検討してもらったことを議会のほうに説明し、議会のほうの意見もこういうのが

ありましたということを参考にしながらまたそこで議論してもらうということを繰

り返してきていました。15日の日も、実を言うと19日の日に、今日、議会のほうに

説明申し上げますと、そこでまたいろんな議論が出るでしょうから、それらも含め

て次のときにはまたそれを一緒になって検討させてほしいということを言っていま

すから、ローリングとるような、そういう形でやっていますので、ぜひよろしくお

願いします。

特別委員長（泉田壽一君） ほかにまだ質問ありますか。

お昼も近づいておりますけれども、では最後、その他で田上町道の駅にぎわい創

出組合規約（案）、説明を求めます。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） それでは、私のほうから田上町道の駅にぎわ

い創出組合の規約といいますか、そちらの創出組合の関係のお話を若干させていた

だきたいと思います。

実は田上町商工会のほうから田上町の道の駅の整備に当たって、ぜひ道の駅のに

ぎわいの創出、いわゆるコンビニでありますとか、店舗等々のそれらの関係の、そ

れらを考える任意の組合をぜひ作っていきたいというようなお話がありまして、そ

こでまず「きずな」にも前に載ったかと思うのですが、９月の28日の日に田上町道

の駅にぎわい創出組合の設立説明会が田上町商工会のほうで、夜６時からそういう

説明会がございました。大体40名ぐらいの参加がございました。そこで、皆様のお

手元にあります組合規約の説明申し上げまして、目的としましてはここに書いてあ

るとおりでございまして、道の駅の成功とそこを核として町の活性化、住みよいま

ちづくりを研究することを目的としたいということで、そのような形の話がありま

した。そこで、組合の事務所のほうについては田上町商工会に置くということなの

でございますが、ここでは第６条に組合員の資格というふうに書いてありますが、

まずは町内に住所を有する商工業者とか、あとは農産品の生産を行う小規模の事業

者とか、こんな形の組合員のほうの資格の中で、要はオール田上でいきたいのだと
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いうような話が組合の設立のほうの説明会の中ではございました。そのような話が

あった中で、私ども商工会の事務局のほうにこの間、実は10月15日の検討委員会の

ときに商工会の早津副会長、それから商工業の部会の藤田哲二さんが道の駅等の検

討委員会の委員になっておられるのですが、その方からこの話がございまして、10月

の30日の日にその設立総会を開きたいということで、大体16名ぐらいの方が加入の

申し込みを商工会のほうにされたというようなお話を聞いているところです。あち

らのほうが事務局になっている任意の組合ですので、詳細についてはその程度しか

お聞きしておりませんので、説明については以上で終わります。

特別委員長（泉田壽一君） 質疑ありますか。

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） では、お昼にまたぐかもしれませんが、予定の議事終了ま

でお願いいたします。

６番（椿 一春君） 利用のにぎわいの創出の組合ということで、コンビニですとか附

帯施設の研究ということなのですが、後々ここの施設運営を指定管理というふうに

考えておられると聞いているのですが、ここの組合の目的はあくまでもコンビニと

かを研究するのであって、指定管理との関係とか、その辺はどういうふうに。また

別物と考えているのか、いずれはどういうふうに指定管理者を考えていくのかなと

いうのの考えありましたらお聞かせください。

副町長（小日向 至君） 私ここの組合の説明会も何も出ていないので、中身わかって

おりませんが、少なくとも今町が考えている道の駅等々の考え方に対して自分たち

でこういうふうにしてやろうというふうに自主的に作られたことはいいことだなと

思います。さっきもお話ししましたように、今指定管理で道の駅はいきたいという

考え方を町は持っていますが、だからこの組合に任せるのだという話にはなりませ

んよと言ったのは、私さっきお話ししたようにあくまでも指定管理をするときは議

会議決が必要ですから、当然募集をかけて審査をして適切だと思ったときのところ

にやると。したがって、この組合のほうもそれは十分承知しているから、多分立派

な組合になってくれるかなとは思っていますが、ここを作ったからここだというわ

けにはいかない。議会の皆さんの了解がまず大前提ですから、それがまず必要だ、

その前にはこっちも審査をする、こちらの考えと同じ考え方のところにお願いする

という流れになるかなと思いますので、よろしくお願いします。

12番（関根一義君） 実はこの組合設立の説明会の段階からちょっとこういう動きでい

いのかなという疑問を持っていました。町がどのようにかかわっているのかな、あ
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るいは議論を相互でやっているのかなというふうな疑問なんかが生まれました。も

う一つは、今度設立総会が開催されるというふうなパンフレットが出ました。「きず

な」にも載ったのかな。「きずな」ではなくて。

（載っていましたの声あり）

12番（関根一義君） 載っていましたかね。私のイメージは、要するに直売所関連です

よね、だから直売所のイメージ、どういう直売所が作られるのか、そういうものと

関連してこの種の組合というのは設立されなければだめだろうというふうに思って

いまして、実は直売所ということで勢い田上町としては農産物直売所がイメージで

きるわけですけれども、農家の皆さんにも案内が来ているのか、呼びかけがあった

のかと聞いてみました。ほとんどやられていません。ごく少数、一部の方々の発想

と議論で進められているような気がしてなりません。

そこでお伺いするのだけれども、これは他団体のことですが、自主団体だからい

いではないかといえばいいですけれども、私たちが要するにこの道の駅の直売所を

成功させようと、そこを地域活性化あるいは将来的な要するに農業振興、あるいは

地域経済の活性化、こういうところに結びつけていこうというふうに考えたときに、

道の駅をどういうふうな構想を持って設立していくのかというのがかかわってくる

と思うのです。そこで、翻って要するに当初の段階の議論が思い起こされるわけで

す。私は、これを成功させるためには生産者組合のあり方が問われてくるのではな

いのという提起をさせていただきました。その生産者組合も田上町に限定したよう

なそんな、言葉悪いけれども、矮小化した考え方ではうまくいかないでしょうとい

う議論もしました。もっと近隣の皆さん方と広範囲の組合設立を行って進めていく

ということが大事なのではないかというイメージで議論させていただきました。と

ころが、この組合設立というのはそういうふうになっていない。田上町住民に限定

する、田上町に事業所がある者に限定するというふうになっている。確かに要する

に販売だとか利益を上げるだとかと、そういうことではなくて、いわゆる研究機関

なのだと、こういうふうに言うかもわからないけれども、研究というふうに目的は

言っているけれども、必ずしもそれはそうではなくて、ここに深くかかわりたいと

いう意思が見えるわけです。ということからしたら、この種組合設立に町がどこま

でかかわってきたのかというのが問われるだろうというふうに思っていまして、ど

のようにかかわってきましたかということをお聞かせください。

副町長（小日向 至君） 町のほうは一切かかわっておりません。

12番（関根一義君） 教育委員会もかかわっていないのですか。
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（田上町ですので、教育委員会もみんな一緒ですの声あり）

12番（関根一義君） そうすると、任意団体だから物を言えないと、そういうふうに言

われてもしようがないけれども、私たちだって勝手にこんなのを作られては困るよ

と。言葉はきつくて申しわけありませんけれども、今田上町が将来をかけて道の駅

を設立する議論をやっているのだ……

特別委員長（泉田壽一君） 関根委員、慎重を要するようでしたら、お昼のため休憩を

とってまた再開いたしますが。

12番（関根一義君） わかりました。では、委員長、そういうふうにお願いします。

特別委員長（泉田壽一君） では、ここでお昼のため、暫時休憩いたします。

午後零時０４分 休 憩

午後１時１３分 再 開

特別委員長（泉田壽一君） 時間前ではありますが、皆さんおそろいでありますので、

午前中に引き続いて特別委員会を再開いたします。

朝日新聞社さんより傍聴の届けが出ておりますので、これを許可してあります。

では、午前中に引き続き、議事を行います。

関根委員の発言を許します。

12番（関根一義君） 私は、もう言うべきことといいますか、質問は終わりますので。

ただ、確認しておきたいと思いますが、これは要するに商工会の任意団体であると、

町としてはかかわりは持たないということで確認したいと思いますが、よろしいで

すね。

副町長（小日向 至君） 基本計画の27ページにも記載されていますように、バイパス

が開通した後の403号線沿いにある商店の衰退を考えると、それも見据えた形で整理

したいという、この考え方だけであります。それに基づいて作られたのだろうとい

うことで、今のところ直接町がかわってはおりませんので、よろしくお願いします。

14番（小池真一郎君） 関根議員が発言した中で非常に気になっていることは、先ほど

基本構想を見させていただきまして、本当にうまくできているなと。ただ、議員の

皆さんも発言の中でありましたように、町民の中ではこれを十分理解している部分

がない部分もございます。そこで、今商工会の皆さんが自主的に組合を作ったと。

私は、それでは絶対うまくないのだろうと。田上町に、ああ、これを作ってよかっ

たなということが残らないと、ここで議論をしたのも何にもならない。そこで、私

は最終的に町が最後の最後までかかわっていかないと、建物を作りました、あとは
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皆さん自由にやってくださいという話では、私はいいものはできないのだろうなと。

そして、私は気になっているのは、いや、商工会が作りました、農家の皆さんは農

家の皆さんで作ってくださいとか、そういう形は絶対あってはならない。そこの中

に町がかかわって、両者のいいところを生かしていくような、最後の最後までやっ

ぱり指導をしていかないと、せっかく作ってもいいものは私はできないような気が

します。そういう意味で、ここに図に描いてありますけれども、本当に田上町が今

抱えている問題をこの輪っかの中におさめると、みんなこれを機会に田上町がその

問題が解決できないのは、線と線がつながっていない部分が多分に多くあります。

こっちはうまくいっているけれども、こっちがうまくない。でも、どこかで線でつ

ながると、私は田上町はいい構想になっていくのだろうなと。これでハブステーシ

ョンみたいな形で締めくくっていますけれども、本当にこのとおりにやることがこ

の施設を作る最後の目的となって、やっぱりこれを作ることによっては、ああ、田

上町いいものを作ったなという形に私はなるのだろうと。大きい、小さいではなく

て、これを作ることによって田上が活性化といいますか、３ページかどこかに書い

てありますけれども、本当に産業の振興、雇用、みんなここに書いてあります。こ

ういう方向でやっぱりきちっとまとめていくのが私は町の役割だと思っていますが、

その辺のお考えを聞きたいと思います。

副町長（小日向 至君） この道の駅自体を活用してまちづくりにつなげていくという

のは、もう初めから話ししていた状況ですから、お話しされますようにそこに出店

してくるであろう方たちの中に特定の部分だけというのはいかがなものかなとは当

然思っていますし、もともとさっきも言いましたようにバイパスは道の駅とは関係

なく開通したときに、今ある国道沿いにある商店が衰退されるというのは見えるわ

けですから、それらも何とかしたいというのは町長から以前から言っていたとおり

であります。商工会のほうで今そういうふうに動き出したようですが、今まで町長

がお話されたことを察知して商工会を中心に新しい組合を作ろうということで動き

出したようですが、機会があればというか、機会を作れば議会でもこういう話はあ

りましたよということはお話ししていきたいと思いますけれども、あくまでも三セ

クを考えておりませんので、指定管理という形で考えていますから、町が余りどっ

ぷりと首突っ込んでいくというのもいかがかな、逆に言えば指定管理者制度でのっ

とって募集かけて議会議決するときに一定のところとだけ町がどこかしていたとい

うのもいかがかなと思いますので、余り首突っ込んでいくというのはちょっと考え

ものかなと思いますし。参考までに15日の道の駅の外部の特別委員会の中でも、実
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を言いますと商工会がこういう形をしたというのもその場でさきに出しましたにぎ

わいづくりの組合の規約ですか、説明した後に農家の代表の方からも俺の家までに

声かかってあったかねみたいの質問はありました。そういう意味では、だからまだ

周知されてきていない、全部に周知されていないのではないかみたいな話もちょっ

とありましたので、そういう話があったということを関係者の皆さんにはお伝えし

ておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

特別委員長（泉田壽一君） ほかにございませんか。

では、質疑もないようでありますので、これで本日の（仮）地域交流会館等建設

調査特別委員会を終了いたします。ご協力ありがとうございました。

午後１時２０分 閉 会

田上町議会委員会条例第２７条の規定により、ここに署名する。

平成２７年１０月１９日

（仮）地域交流会館等建設調査特別委員長 泉 田 壽 一
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