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- 2 -

（３）その他



- 3 -

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、皆さんお集まりですので、開会さ

せていただきます。改めておはようございます。台風が心配されるようですが、予

報を見ますと新潟県には心配がないのかなというような動きでありまして、そうし

ますと田上はかつて小さな水害、全国的に見れば被害に遭った人は大小関係なく犠

牲があるわけですけれども、災害的には大きな災害もなく非常に住みやすいいい町

だなというような感じがしております。この台風も影響がないような傾向でありま

すけれども、行ってしまうまで注意はしなければならぬと思っているところであり

ます。

仮称地域交流会館等建設調査特別委員会が第１回目が今日開会されるわけですが、

今日の協議題といたしましては、文化会館的施設建設予定の経過報告についてと、

これに関しましては平成４、５年ころから用地取得から始まって今日まで、一番当

初は文化会館的施設建設ということから始まって、用地取得から20年から今日まで

たってきているその経過を踏まえての流れ、また道の駅整備検討委員会の先般視察

してこられたようでありますので、その辺の関係について、また３でその他となっ

ておりますが、その他というのは全く別のことではありませんで、それに付随した

原ヶ崎交流センターの関係、また今後この委員会をどのように進めていくのかとい

うことの皆さんのお考え等をお聞きしながら、今後のこの特別委員会の進め方のも

とにしていきたいと、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。

なお、新潟日報と三條新聞社より傍聴の願いが出ておりますので、これを許可し

てあります。

では、これから開会いたしますので、よろしくお願いいたします。

町長、挨拶をお願いいたします。

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お

話のように、台風はどうやらそれたようですが、まだ新潟県には雨がもしかすると

影響あるのではないかなというような予報でございますが、それも何とか避けてい

けばと思っているところであります。

今日特別委員会の中で私ども協議題のところで報告させていただきますのは、５

月11日から15日までの５カ所での町民説明会をしてきました。大半の議員の皆さん

が出席だったようでありますので、おおよそ概要はご理解していただいているもの
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と思っておりますが、改めて担当のほうから説明を申し上げます。

（２）の道の駅等検討委員会というのは、資料をはぐりますと検討委員のメンバ

ーがありますが、いわゆる外部団体の皆さんで構成した、16人で構成した委員会で

ありますが、先般県外の視察もしてきておりますので、その報告等についても、こ

れも担当のほうから説明申し上げますので、ご質問ありましたらどうぞ遠慮なく出

していただけばと思っております。今日はよろしくお願いをいたします。

特別委員長（泉田壽一君） では、これより会議を始めます。

まず１番目に、文化会館的施設建設予定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。それでは、最

初に文化会館的施設建設予定の経過報告につきましてでありますが、先ほど町長か

らもお話がありましたように、５月11日から15日までの町民説明会で話をいたしま

した中身について、その中で一応経過説明をしております。これについて詳しい内

容を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、

（１）の文化会館的施設建設予定の経過報告についてご説明申し上げます。

先般５月８日の日の金曜日になりますが、議員の全員協議会において、住民説明

会の前に議員の皆様のほうにこのような形で住民説明会をさせていただきたいとい

うことでパワーポイントを使いましてご説明申し上げましたが、施設建設に当たっ

ての経過というのがよくわからないという話がありましたので、それらのご意見を

踏まえまして、今日お手元にお配りしております資料ナンバー１ということで住民

説明会の資料ということで、これ住民説明会で住民の皆様にお配りさせていただい

た資料でございますが、これらの資料をもとに説明をさせていただきました。した

がいまして、この資料をもとにもう一度皆様のほうに再度ご説明を申し上げさせて

いただきたいというふうに考えております。資料ナンバーの右下のほうに小さく番

号を振っておりますが、５と書いてある５ページになりますが、５というところを

ちょっとごらんいただきたいと思います。５というところの左の下、これまでの経

過というところから少しごらんいただきたいというふうに考えております。町では

ということで、役場庁舎の建設当時から文化的施設、生涯学習機能を持った施設で

ある仮称生涯学習センターの建設を検討し、役場前の土地を取得していたという形

で経過に書かれておりますし、用地を取得した理由というのは、役場建設当時の平

成６年当時田上町公民館が築34年を経過するということで、将来的にそのかわりと

なる施設が必要であるということで土地を取得させていただいております。公民館
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建てかえの際には他市町村の文化施設のような機能をあわせて持つ施設を検討した

いということでこの用地を取得させていただいておりました。

１枚はぐっていただきまして、その後少し近隣のところの視察をさせていただい

たりしておったところ、やはり経費が非常にかかるということで、町にいわゆる最

低限必要な施設規模だとか、施設の内容はどういうものなのかということをもう少

し時間をかけながら検討していきたいということで検討してきた中で、ほかの公共

施設等と本当に必要な部分、幼児園だとか保健センターの建設等々もありましたの

で、平成22年になりまして、いよいよ田上町公民館築50年を経過しまして建てかえ

の必要性、緊急度が高まってきたということから、まずは計画的に少し積み立てを

していきたいということで平成22年から建設基金の積み立てを開始し、25年には資

材、それから震災等の影響がございましたので、建設年度、事業規模の見直しを少

しさせていただいたということであります。そこで、その見直しを行う中で、こち

らの役場前の土地でございますが、国道403号線のバイパス脇に面しているというこ

とで、ここには多くの車両の往来が施設建設を行えばそういった形で車が多くとま

ってくれるのではないかと、往来が見込めるということに注目いたしまして、７ペ

ージの一番下、右下になりますが、もともとの生涯学習の拠点施設をつくりたいと

いう考え方は全くこれまでと同じでございますが、施設の周りに道の駅のような機

能ということで、トイレでありますとか、直売所等を施設の周りに併設することで、

にぎわいの創出、交流人口の拡大が図れる拠点として、田上町としてはまちづくり

を進めたいという考え方でこの施設建設をやっていきたいということで計画をさせ

ていただいたものでございます。

文化会館的施設建設予定の経過報告については、非常に簡単な説明でございます

が、以上で説明を終わらせていただきます。

特別委員長（泉田壽一君） 説明が終わりました。

経過報告についての質疑がございますでしょうか。

（なしの声あり）

特別委員長（泉田壽一君） なしということで、では（２）道の駅等整備検討委員会の

報告についてをお願いします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） それでは、（２）の道の駅等整備検討委員会の

報告につきまして、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。

まず、道の駅等整備検討委員会ということで、実は皆様のほうにはどういう方々

がこの検討委員になられているのかというものをお話し申し上げておりませんでし
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たので、このたび資料ナンバー２ということで資料のほうの裏面になりますが、委

員の名簿をここにつけさせていただいております。計16名から成る検討委員会であ

りまして、委員長は新潟経営大学の学長から委員長ということでお願いをしており

ます。お名前と所属、役職ということで書いておりますが、農商工とか、あとは学

とか、いろんな分野の方々から委員になっていただきまして、いろんな多方面から

ある程度有識者からいろんなご意見をいただきたいということで、今回このような

メンバーから委員になっていただいております。

会議のほうは、４月の28日に初めての会議、第１回目の会議をさせていただきま

して、協議の内容としましては、道の駅等整備に係る経過説明、それから今後のス

ケジュールということで、これ先般議員の全員協議会の中で皆様のほうにお話しさ

せていただきましたが、全くその資料と同様でありますので、内容についてはこの

ような形でお話しさせていただいたというものであります。

それから、第２回目の会議につきましては、視察を兼ねて行いました。６月の29日

月曜日から30日の火曜日ということで２日間、１泊２日で福島県の磐梯町の道の駅、

それから栃木県の２カ所の道の駅ということで視察をさせていただいております。

視察につきましては、検討委員15名、それから内部の検討委員ということで副町長、

教育長以下８名が参加しております。その視察を終えまして、６月30日にこちらに

役場へ戻ってきまして、３時から第２回の道の駅等整備検討委員会を開催をさせて

いただきました。視察を終えた後、検討委員の皆さんから率直なご意見といいます

か、どのような感想を持たれたのかということで、少しご意見等をいただきまして、

閉会をしておるところでございます。

それで、資料の真ん中ほど、真ん中下のほうにありますが、視察の実施に当たり

まして、視察先に事前に確認したい事項等を送付し、当日それらを中心に相手方よ

り説明を依頼したということでありまして、資料ナンバー３をちょっとごらんいた

だきたいと思います。こちらが道の駅の視察研修先ということで、先ほど申し上げ

ましたが３カ所視察をさせていただいております。

まずは、道の駅ばんだいというところでありまして、これは、福島県磐梯町にあ

るところでございます。こちらの敷地が大体こちらの約１万平米とやや同じで、敷

地が9,500平米程度ある道の駅でございまして、ここに書いてありますとおりコンビ

ニなんかを設置しておりまして、ここは実は国道ではないのですが、県道というと

ころなのですが、ある程度交通量もあって、町の活性化のためにこういう施設を作

りたいということで道の駅が作られているということでありましたので、少し視察
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ということで見に行ってきております。

それから、２番目ということでありますが、これは栃木県道の駅湧水の郷しおや

というところであります。こちらについては、敷地の中に多目的ホールとか会議室

を備えました交流館があるということで、田上町の交流会館の規模とは若干異なり

ますが、そういったホール、会議室なんかをあわせて見てきたいということで、こ

ちらの施設を視察してきました。

３番目、道の駅みかもというところでありますが、こちらについては、栃木県の

旧藤岡町、今栃木市になっておりますが、そちらの施設でございます。こちらは、

規模が少し大きい規模、２万8,000ぐらいの全体の敷地面積になっておりまして、調

整池などもありますので非常に大きいところでありましたが、災害といいますか防

災の関係の施設整備というのがされているということがありましたので、そちらの

ほうの施設を少し見てきたいということで視察のほうをさせていただいております。

それで、その裏面はぐっていただきまして、それぞれ施設にどんな感じで、これ

は委員の皆様から実は事前にその施設のほうにお聞きしたい内容についてぜひ挙げ

ていただきたいということで、委員の皆様から挙がってきた内容について事前に施

設のほうに投げておきまして、それを口頭である程度お答えいただきまして、視察

のほうをさせていただきました。

それから、視察に当たりまして、資料ナンバー４というのをちょっとごらんいた

だきたいと思っておるのですが、検討委員会の委員に当たっては、まず仮称地域交

流会館の規模、それからどのような機能を持った施設、にぎわいの部分などを整備

するかというのは、現段階では決まっておりませんが、まずはどの辺にどういう施

設を配置したいという部分がなかなか決まらないと、全体の構想が決まってきませ

ん。したがいまして、まず現在町で考えておる配置図の案を、こんな形で配置を仮

にするとこのような形で全体の平面の中に落とすことができるよというような感じ

のものを一応たたき台として作らせていただいて、それに対してまたいろんなご意

見をいただきたいということで、この視察研修に当たりまして資料ナンバー４とい

うのを委員の皆様にお配りしまして視察のほうをしてまいりました。

こちらのほうの施設の配置、なぜこのような形で配置を考えたのかという点につ

いて、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。

まずは、町長常々お話しをされておりますが、まずはここは役場でありますとか

保健センター等々の公共施設が同じ敷地内といいますか、広い敷地の中にこういう

形で公共施設が配置をされておりますので、既存の施設との一体利用を考えて、地
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域交流会館の場所についてはできるだけ近い位置に配置したほうが何かと使い勝手

がいいのではないかというようなことで、保健センターの前あたりに地域交流会館

を配置したらどうかなということで配置をしております。既存の施設の機能も、場

合によっては有効に活用すること、例えば保健センターのホールだとか調理実習だ

とかの部屋もありますが、そちらのほうも場合によっては有効活用することも可能

かなということで、このような形の配置にしております。

それから、進入道路の位置なのですが、国道403号線バイパスと町道原ケ崎・横場

線ですか、そちらのほうの交差点から余り近い位置に403のバイパスからの進入道路

を入れるということは、道路構造上なかなか難しい、公安の協議もなかなか得られ

にくいということで、大体進入道路の位置は、どう新潟方面に振っても役場の今の

正面玄関あたりにしか道路の位置を多分振れないというふうに考えております。し

たがって、道路の位置については、役場庁舎と保健センターの間の、ここで図面に

構内道路と書かれている道路がありますが、ここの道路に垂直といいますか、そこ

にぶつけるような形で一応道路の法線はこのような形で配置をさせていただいてお

ります。

それから、駐車場の配置については、これから、今もう夏祭りとか、いろんなイ

ベントを少しやっておりますが、イベント等の開催も考えまして、できるだけ建物

等に分断されずに一体利用ができるようにしたいということで、建物の位置は今回

は403のバイパスの割とほう、それから商工会館のほうににぎわいだとかトイレ、道

の駅のほうの配置をさせていただいております。それから、配置のところにコンビ

ニとか小さい店舗で店舗１、店舗２、店舗３ということでありますが、にぎわいの

空間として仮にコンビニ等の店舗を配した場合に、どの程度の面積が必要なのだろ

うということで、それらを参考までに平面図上落とすとこのような感じになるとい

うことで配置させていただいております。大体コンビニは一般的に100平米か150平

米ぐらいの広さが一般的なコンビニでいえばの話ですが、必要だということであり

ましたので、このような形で配したときに横並びでいくと大体こんな形の大きさの

ものを張りつけると全体の中でこんなイメージになるよということで配置をさせて

いただきました。

それから、トイレ、道の駅については、したがいまして少しこのにぎわいの部分

については基本営利を目的とする施設という形になりますので、こちらのほうの施

設とは少しちょっと距離というか、ちょっと離させていただいて、トイレ、道の駅

の建物についてはこのような形で配置をさせていただきました。
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それから最後、道の駅のにぎわいの部分に多くの人が集まるということから、そ

ちらのほうに大型の車両が入ったりすると、ちょっと安全確保という部分で少し支

障が出るかなということから、進入道路に割と近い位置に、ちょうど今でいいます

進入道路のすぐ脇に大型車両道の駅駐車場ということで、大型５台なんて表記され

ていますが、そこに大型車両を配したいという形で考えたものであります。ただ、

これは視察に行く前でございましたので、委員の方々からは、真ん中のあたりに大

きい駐車場、大きい車がとまっていると、入り口のあたりに圧迫感を感じてなかな

か利用者がその辺を考えてなかなか来ないのではないかなんていういろんな意見も

あったりしましたので、それはそれでまた後で委員からの意見、こんな意見があり

ましたということでお話しさせていただきたいなというふうに考えております。

一応道の駅等整備検討委員会の報告につきましては、非常に簡単ではございます

が、以上で説明を終わらせていただきますが、それでは、視察先等の概要といいま

すか、こういうところを視察してきたということで話をさせていただきましたが、

今後のスケジュールについてちょっとお話しをさせていただきたいというふうに考

えています。今後のスケジュールですが、まずは８月の上旬に、道の駅等の整備検

討委員会をさせていただきたいというふうに考えています。それは、先般皆様のほ

うへちょっとお話し申し上げていたとは思うのですが、７月の24日までにもし住民

の皆さんのほうからこの道の駅、それから仮称地域交流会館、原ケ崎交流センター

等につきまして意見等がございましたら、意見を寄せていただきたいということで

意見をお願いしていました。現在そちらのほうの紙については大体30枚程度今来て

おります。まだもう少し来週ぐらいまでですので、そこからまたかなりの数がはけ

ていますので、ばたばた持って来られるのかなというふうに思っていますが、今の

ところは30程度ご意見をいただいております。したがいまして、その意見をとりあ

えず集約をさせていただきまして、それから道の駅等の検討委員会の皆さんの視察

に対するご意見だとか、それから検討委員会の皆さんのご意見なんかを取りまとめ

て、８月の上旬に道の駅の基本構想の最終案といいますか、たたき台になりますが、

ご意見をいただきまして、このような形で構想を作りたいというようなたたき台を

ちょっとそこで委員の方々にお諮りしまして、ご意見をいただきたいなというふう

に思っております。それから、大体それを経まして10月の上旬ぐらいには基本構想

の策定をさせていただきたいなというふうに考えています。その後、11月ぐらいに

もう一度道の駅等の整備検討委員会を行いまして、今度は構想ではなく、計画の最

終案、たたき台になりますが、そちらのほうを検討委員会の中で少しお話をさせて
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いただいて、その後基本計画を策定をしていきたいというような形で考えておりま

す。スケジュールについては以上であります。

それでは、大変簡単な雑駁な説明でございましたが、２番の道の駅等整備検討委

員会の報告につきまして、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。この今の説明に関してご質疑のある

方、ご発言願います。

２番（笹川修一君） 道の駅等整備検討委員会というので今回視察も行っていると思う

のですけれども、内容はこれ道の駅だけという、を確定しているわけですか。それ

とも、全体踏まえたのでやるのか。どうも道の駅だけということにしか聞こえない

のですけれども、生涯学習センターですか、そちらを踏まえた意味で検討委員会、

まだ幾つも検討委員会あって困るという内容で出たと思うのですけれども、それを

踏まえて今後の施設を作りますけれども、16名の立派な方そろっていますから、そ

ういう意味でやったほうがダブらないのかなと思って聞いていたのですけれども、

それについていかがでしょうか。

教育委員会事務局長（福井 明君） 今回道の駅等が入った検討委員会というふうな形

になっておりますので、道の駅が中心ではなくて、実際その周りににぎわいを持た

せるための部分を皆さん方で検討をしてもらおうという会議の内容になっています。

したがって、これについてはここの仮称地域交流会館、この部分については中身の

部分については社会教育委員の皆さん方から今まで文化的施設の検討をしていただ

いた経過がございますので、中身の原ケ崎のこの中に文化的な施設ということで交

流会館の検討については社会教育委員の皆さんから検討してもらう。それから、先

ほど言った道の駅の検討委員会、この部分についてはこの中心となる、核となるに

ぎわいの部分についてこの方々から検討していただくということで、ここの全体的

なレイアウトも含めた中身についてを総合的に判断してもらうということで考えて

おります。したがって、今お話があったように、道の駅に特化をしているというふ

うな状況には今の段階ではなっておりますが、この中でにぎわいを持たせるための

検討委員会であるということでご理解をいただければというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。

なお、先ほどこの資料の中に社会教育委員会の代表である委員長も中に入ってお

りますので、先ほど言った地域交流会館の中身についてその中で検討もしていると

いうことで、あわせてよろしくお願い申し上げたいということです。

以上です。
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２番（笹川修一君） 住民の説明でもあったのですけれども、皆さんが思うのは道の駅

ということがメーンで皆さん思っておりますので、それで町長の今回のでも道の駅

ってそんな大きくないのですよと、身の丈ということでは説明がというか広報にあ

りましたけれども、それ見ると道の駅だけが大きく大きくクローズアップされてい

るのが今現状だと思うのです。それで、道の駅の委員会ということだけ特別に今聞

くと動いているということですよね。というのは、どっちが主なのかというのが、

規模の関係から見ると道の駅は主ではないのではないかなと私はずっと流れで見て

いるのですけれども、規模から見ると、ほかの町民の方はほかの道の駅を考えてい

ますから、皆さん立派なのを道の駅だと思って、それが作られるのだと思っている

のがほとんどだと思うのです。多少説明会はあったと思いますけれども、ですから、

そういう意味でその踏まえてやっぱり今後動かないと、非常に混乱がどんどん、ど

んどん進んでいくのではないかなと。それで、16名の方がその委員会をということ

でお願いして視察したり、いろいろしていますので、それに伴ったら単なるレイア

ウトだけとなると非常にもったいないなと。規模から見てもそんなにほかと比べて

それほどというか、逆に小さい道の駅ですから、非常にそのために16名の方がお願

いしているの非常にもったいない話だと思いますので、そういう意味で３つ踏まえ

て、道の駅またほかの施設踏まえて動いたほうが町としてもそれほど、委員会幾つ

もあってそれ全部お金かかるのもあるのですから、やっぱりそう考えたとき非常に

私としてはもったいないかなと、そう思うのですが、いかがでしょうか。

副町長（小日向 至君） ちょっと補足しますが、整理の意味で若干お話ししますけれ

ども、田上町道の駅等整備検討委員会設置要綱というのを作らせてもらっていまし

て、設置の目的の中に、仮称地域交流会館整備を含めた道の駅の整備及び原ケ崎交

流センターの改修整備を行うために、田上町道の駅等整備検討委員会を設置すると

いうことで、基本的にはまちづくり全体の部分の核づくりを目指していますが、今

回はこれをお話ししましたように今年で終わるわけではないわけです。５年くらい

の計画を作っていきたいという話していますから、この類いの検討委員会というの

は５年くらい続くというふうに考えています。今年はとりあえず道の駅の登録のた

め等々で来年の春に国のほうに協議したりしなければだめですから、当面今課題に

なっているのがにぎわいの部分かなと。本来の目的でありました生涯学習センター、

ここでは交流会館になるわけですけれども、それについては数年前からさっき言い

ましたように社会教育委員の皆さんが専門的に研修してきていますので、たたき台

として１つの案があると。それらを参考にしながらいきたいということで、当面今
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急ぎたいというのはそのにぎわいの部分だということですが、最終的には笹川委員

お話しされましたように、この委員の中で全体的な議論はしていただきたいという

ふうに考えております。若干３カ所視察に行ってきて、帰ってきてすぐここで会議

したわけですが、その最終的な意向の確定は、さっき言いましたように８月の上旬、

そこで皆さんの意思確認しないとはっきりしたことは言えませんが、帰ってきて一

人ひとりのご意見聞いた中では、この道の駅は町民のための道の駅のほうがいいよ

ねと。つまりなぜかといったら、生涯学習センターに来た人が寄って、帰りの晩御

飯でも何でもいい買っていって帰るだけでもいいではないのという考え方にほぼ決

まった、そんな感じの話が多かったです。それと、ではそれを運営するにはどうす

ればいいのだという中では、よその視察へ行きますと、早いうちから道の駅の駅長

という要するにそこをこれから運営する人のプロみたいな人がある程度早いうちか

ら絡まっていって運営しているという例もあったということで、そんな話も事実あ

りました。

もう一点、最後にお話ししようかなと思ったのですが、実を言うと商工会のほう

から町長に要望書が出ていまして、仮に道の駅等のこういう施設ができれば、これ

から403号線のバイパスが開通すれば必ず今の403号線にある商店が衰退することが

目に見えてわかるので、その人たちを中心とした方のほうにその運営についても何

とか便宜を図っていただけないかというような趣旨の要望書もありました。それら

も今言った道の駅検討委員会の皆さんにお話ししてあります。それについても大賛

成だという感じです。ただ、今全く姿がまだ見えていない段階ですから、どういう

ものを、どういうテナントが出ればいいのかという。早い話が、そば屋とか何とか

屋になりますと国の補助金は当然出ません。営業を目的にしているわけですから。

そういう内容が決まらないと、商工会のほうも動き出せないのでしょうけれども、

私がちらっと聞いたところによると、商工会のほうでもそういう形で自分たちで組

織なりを作りながらやれればいいなということを今検討を始めているのだみたいな

話もしていますから、まさに町民のためにみんなで町民の皆さんでやろうという検

討もしていますし、野菜を売るにしても、そんないっぱい田上に野菜があるのかな

という話も出ました。現に湯っ多里館の下に直売所を出していますが、その代表の

方もいらっしゃいますし、農協の関係者もいらっしゃいますので、そういう意味で

は今笹川さんが理解しているような狭い範囲ではない中で今検討していますので、

それと検討したばっかりですから、これからまた何回か寄っていくうちにもう少し

ずついろんな部分で話が出てくるのかなと思っております。今日議会の皆さんのい



- 13 -

ろんな意見を聞いたものを、またその８月の上旬に予定しています道の駅の検討委

員会の皆さんにもお知らせして、それ参考にしながらまたまとめていければいいな

というのが、今日まだ途中経過の状況ですので、よろしくご理解いただければと思

います。よろしくお願いします。

特別委員長（泉田壽一君） 副町長、今の笹川委員とのやりとりの中で、道の駅が優先

して交流会館がちょっと置かれているのではないかということの関係の中で、国交

省への登録申請、また建設に関しての補助金の関係、そういう部分の優先順位の必

要性を補足して説明しないと、なお道の駅だけが優先して走ってしまっていて、交

流会館がというそういう思いになると思うのです。ですから、国への登録申請の関

係とか、補助金の関係を優先順位の中で説明を必要とすると思うのですが、いかが

でしょう。

副町長（小日向 至君） 私が直接仕事を担当しているのではないので、詳しいことに

ついては担当いますから、補足してもらえばいいと思うのですが、基本的な考え方

だけお話ししますが、何回もお話ししますけれども、生涯学習センターを作りたい

というふうに考えていた中で、補助金がない。昔あったようですけれども、今はな

い。ではどうするかといったときに、社会資本整備事業の中に入れればいいではな

いかというときに、その建物１つ作ってもだめだよと、あれまちづくり事業にかか

わる部分ですから、その建物を作ることによってどういうまちづくりにつながるの

だという、これが必要になったわけです。そのときに、先ほどからお話ししました

ように役場の前たまたま403号線がバイパスが開通すれば人も来るだろうと。役場も

あって、商工会もあって、保健センターもあると。これが中心地になれば、まちづ

くりの核にできるではないかというところで、では一石二鳥だなと。ところが、こ

の核１つではだめだから、駅を中心にもう一つぐらい作れという中で、金をかけず

にでは核を作ろうといったときに、これから説明があるでしょう原ケ崎交流センタ

ー、昔の竹の友幼稚園ですけれども、それをうまく利用してそこに新しい図書館機

能を張りつけることによって、子どもと大人が学べる静かな場所、したがって、静

と動という話が出てきたわけです。それを基本に国のほうに事前に話しに行ったら、

そういう基本的な考え方だと大丈夫ではないのという雰囲気がありました。そこか

らこの話が出ていったという部分であります。したがいまして、あくまでも目的は

当初の予定した生涯学習センターを作って町民の皆さんから利用していただきたい

というところが基本になっています。ただ、それだけを作ろうとするとだめなので、

今泉田委員長がお話ししましたように、国交省のほうに行ったときになれば道の駅
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の登録要件を全て入れなければだめになってくると、幾つか条件が出てくると。補

助金につきましても、基本的には40％補助上限ですから、補助するよという話です

が、何回か国のほうとやりとりを東京まで行ったりしてやっているのですけれども、

だんだん町長も何回も行っていますが、国のほうは別のほうに補助金を持っていき

まして、どうもそんないっぱいもう出てこないよと、だんだん減ってきていますよ

と、やるのなら一刻も早くやっていかないと補助金がだんだん減っていきますねと

いう話も聞いています。補助金が40％上限ですが、残りについては起債がきくわけ

です。充当率90％だというふうに記憶していますけれども、その起債に対する元利

償還の30％が交付税に戻ってきますから、めちゃめちゃ大変という部分でもないの

かなと。ただ、一番わかりづらいのが、生涯学習センターと言われている交流会館

については、起債の対象にもなりますし、補助金の対象にもなりますが、物を売っ

たりする場所という部分が該当してきません。それは一般財源になるのだろうなと

思いますので、それがどの部分をどういう施設にするかによってこれから出てきま

すから、厳密な金の計算はちょっとまだできませんけれども、金の流れというか補

助金の流れというのはそんな感じに今なっていると。一体型という話もしたと思い

ますが、要するに道路が国道なのですけれども、本来国道なのですが、管理してい

るのが県ですので、県のほうとのやりとりになるわけですけれども、一般的に道の

駅として登録されると、一体型という形で申請して登録がとれれば、この図面で見

ればトイレであったり情報発信基地、それと駐車場につきましては県なり国が作る

のです。県は多分国から補助金もらいながら、県自体が金を出して作っている。こ

れが視察に行ってくるとおわかりですけれども、事例で県外は皆そうなっているの

です。ところが、新潟県は今までそういう事例がないということで、ちょっと今ま

だ県とのやりとりがこれから出るわけですけれども、そういう部分でいけばかなり

財政的にも楽になるのかな。だけれども、それが仮にだめだとすると、さっき言い

ました40％補助の中に入っていったりするということで、非常にわかりづらいその

事業にはなっていることはなっているのですけれども、何せこの絵が固まってどう

いう形でいこうというのが決まらないうちは、行ったり来たりの話ばっかりになっ

ていますから、確定したの話が今できないということで、非常に担当のほうも話し

づらかったりしておりますので、どうかもう少しだけ時間をいただきながら視察さ

せていただいたり、勉強させていただければ非常にありがたいなと思っていますの

で、よろしくお願いします。

副委員長（川﨑昭夫君） 道の駅というか、こういうのは日本全国1,059カ所かあるそう
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なのですけれども、国のほうの話もちょこっと耳にしたところでは、公共施設の地

域の中でこういう文化的機能を作るということは非常に国も今注目している中身な

ので、あくまでも道の駅を主体に補助金というのを考えていくよりも、もっとこう

いった全国にない公共施設の中の地域交流センターの建設ということをもっと訴え

ていったほうが私はいいかなというような感じがしているのですが、その辺どうで

しょうか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今ほどのご質問のお答えになるかどうかわか

らないのですけれども、先ほど副町長からも少し話がありましたとおり国土交通省

の社会資本整備事業交付金という補助金を今回使いまして施設の整備をしたいとい

うふうに考えております。当然その施設はどういう特徴があって、まちづくりにど

う貢献するものであるのかという部分が問われます。したがって、補助金の申請の

際には、明確な数値も含めて書類を作りまして申請を上げることになりますので、

したがいまして、ある程度こんなよそにない、例えば田上らしいこんな施設にした

いという考え方をある程度持ちながら施設を作りたいというふうに考えるところで

はありますが、現段階ではまだそこまでの細かい詳細な部分までちょっと詰めてお

りませんので、気持ちはそのような形で進めてまいりたいというふうには考えてお

ります。

以上です。

（要するに補助金を使いたいの声あり）

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 道の駅の今回の補助金以外の補助金を使って

整備をしたらどうかという話ですか。

副委員長（川﨑昭夫君） 全国で1,070かどうかわからないけれども、その中にこういっ

た本当に今田上が取り組もうとしている中のそういう、私が言いたいのは公共施設

の中の交流センター的なものを建設するのだということで国のほうからも注目され

ていると思うのです。どこにもないものだから。この辺をどんどん、どんどんＰＲ

してそういった、どういう補助金が出てくるのかちょっとわかりませんけれども、

道の駅も大事かもしれませんけれども、その辺のことをＰＲしてもっと県なり、県

のほうがいいのかな、働きかけたらどうでしょうかというのが私の意見なのです。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） もともと、先ほども少しご質問でもありまし

たが、道の駅というものを前面に出そうと思っているわけでは実はありません。し

たがって、道の駅の休憩施設だとか、トイレ、情報発信施設なんかも含めて田上の

まちづくりの核となるものをつくりたいというふうに考えておるものでありまして、
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したがって、ではどういう形でよそにないものができるのだという話になるかもし

れませんが、そういったものも考えながら施設整備していきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

11番（池井 豊君） 一応ちょっとこれからのこの特別委員会のあり方にもかかわって

くるかもしれませんですが、はっきり申し上げて、今私何を質問したらいいのかが

ちょっとわからないというか、今回検討委員会の視察の報告についてというふうな

テーマになっているのですけれども、これ視察に行ってこんな質問項目をしてきま

したというだけで、その後に30日帰ってきて３時から検討委員会を実施しています

ということで、検討委員会の中でこういう意見が出ましたとか、こういう質問に対

してこういうふうな回答があって、その中でこういうふうな委員からの意見が出て

いますとか、そういう報告がない報告をされても、私今何を質問したらいいのかが

わかりません。委員長、今後検討委員会でどういうふうな意見が出たとか、どうい

うふうな方向性が出たとか、こういうふうなのがすばらしいアイデアが出たので採

用しようと思っていますとか、そういう報告をしてもらってからこの特別委員会で

議論をさせてもらいたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

特別委員長（泉田壽一君） 今池井委員から意見が出たわけですが、執行のほうも先ほ

どから言っているように具体的なものはまだ先なのだということですが、一応視察

に行ってきてすぐまた会議をしたということでありますので、その部分も中身に踏

み入って説明できる部分がありましたら説明を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） 道の駅の視察を終えまして、委員の方々から

率直な感想ということで幾つかいただいておりまして、後できっちり整理したもの

については皆様のほうにまたこんな形のご意見が出ましたというものについては書

類としてお渡しをしたいというふうに考えておりますが、先ほど副町長からもお話

がありましたとおり、今回の道の駅３つほど視察をさせていただきました。１つは、

あらかじめ施設の建設の構想当時から駅長候補といわれる方を採用しまして、その

方が運営の中心になって進めていくというような形でやっておりまして、いわゆる

いろんな部分で手戻りがなく、非常にスムーズに運営がある程度できているという

ようなところもちょっと見てきたり、それから道の駅によっては町長がそのまま駅

長というところもありました。そうなりますと、実際のところ町長、駅長というこ

とですので、しょっちゅうそこにずっといられるわけではありませんので、そうな

りますとやはりその管理とかの部分、運営の部分で少しどうなのかなというような

感じのご意見も出たり、あとはやはりその道の駅が地元の方から利用されるそうい
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った施設でないと人来ませんよと、まず地元から喜ばれて多くの人から来てもらう

ことで、それによってやっぱりよそからも人が来てもらうという形になるだろうと

いうような駅長なりいろんな方々のお話がありましたので、委員の方々なるほどな

と、やはりそういうふうにしなければだめなのではないかというようなご意見も実

は出ておりました。それから、道の駅のほうの物産だとか、いろんな道の駅を構成

する施設があったのですが、その辺やはり動線といいますか、雨が当たらないよう

な感じの細工、いわゆる雁木的なものですけれども、そういったものも場合によっ

て必要ではないかと、利用者の利便を考えればそれは必要ではないかというような

話もありましたし、あとやはりトイレはトイレがきれいになる、きれいなトイレだ

ということだけでも人を呼べますと、あとは特に女性なんかは一応そういうきれい

なトイレではないところについてはまず寄らないでしょうと、まずはここに来ると

いつもきれいだねというように言われる施設にしなければだめだよというような感

じのものもありました。それから、先ほどの資料ナンバー４の配置の関係がありま

したが、コンビニだとかにぎわいの店舗１、２、３という形で403の脇沿いに割と近

い部分で店舗を配置させていただいたのですが、そうなると道路から車がとまって

いたりとか、あと人がにぎわったりとかする部門が少し見えないから、やっぱり道

路の近くに建物を配置するのはいかがなものかなと、どうせだったらにぎわいを持

たせるような見えるような感じの施設配置にしたらどうかなというような話もあり

ましたし、あとコンビニについてはやはりコンビニもコンビニと物産を一緒にした

形で売ることでよそのところも非常に多くの方から来ていただいておりましたので、

そのような形でやったらどうなのだろうかなというような話もありました。

主な内容としては、視察へ行った後に委員の感想ということで出たものについて

は以上なのですが、何分委員の皆様のほうからの意見をいただきましたが、検討委

員会の皆さんの意見としてこのような形のものが意見として出ましたというのを、

まだ検討委員の皆様のほうにも細かい部分書類としてお諮りしておる状態ではない

ものですから、すみません、概略だけのお話で大変申しわけなかったのですが、一

応このよう意見が出たということで説明を終わらせていただきたいと思います。

11番（池井 豊君） 今後この委員会の進め方として、そういうふうなある程度の検討

材料を出していただいたところで特別委員会を開催してもらいたいと思います。単

なる報告だけで、ああそうですかみたいな感じで出ると、余り意味がないといいま

しょうか、だと思います。

ただ、１つだけちょっと私確認したいことがあります。今回の資料で見えてきた
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のが、髙取議員も駐車場の台数とキャパの話なんかを一般質問していましたけれど

も、今回これで見るとこの新たな部分の駐車スペースというのが、新たな部分76と

いうもとで、視察先も普通車で90台、93台、大型６、９とかそんなイメージで、イ

メージとしてはこのような普通車76の大型５ぐらいのイメージを町がイメージし始

めたのだなというのがわかりましたけれども、これそのような規模というふうに捉

えていいでしょうか。それとも、職員駐車場までフルにカウントすると300台とめら

れるのですけれども、300台の車がとめられるイメージを持ってもいいのか、そこら

辺のところだけはっきりと示してください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 駐車場の台数につきましては、国道403号線バ

イパスの交通量というものを少し試算をしまして、おおむねどのくらいの台数を確

保するものが適当だろうというそのいわゆる基準値といいますか、そういうものを

出して整備をするという形になるわけですが、実際のところまたこれは次の会議の

ところで具体的なその考え方、例えば本来普通車76台ではなくて、90台その基準に

よっては必要なのだけれども、この全体の配置を考えるとなかなか90台の確保難し

いということで、76台にさせていただいているのですよというような感じの説明は、

次回の説明できっちりさせていただきたいと思いますが、いずれにせよこんな形で

配置をしますと普通車で76台のスペースしかとれないというような感じで現段階で

はご理解をいただきたいというふうに考えております。

以上です。

６番（椿 一春君） この基本的な考え方にも関係するのですが、先ほど店舗ですと国

の補助金に入らないので、一般財源からつくらねばだめだかという話も言われたの

ですが、そもそも私こういったコンビニですとか店舗ですとかそういったものは農

水省の補助金を使ったり、もしくは一般に公募してその建てる出店する等の建設用

地ということで、予定地ということで、そういったところは民間の方から出ていた

だく、あえて町の税金を使って建てることもないのではないかというふうに思って

おります。

それと、この建物ですけれども、道路のきわに今これ３階建てを検討していると

思うのですが、道路のきわで３階建ていうと、奥のこっちの建物が全部塞がるよう

な形になるので、せっかく広い土地でありますので、３階建てでなくてももっと木

造のある温かみのあるような建物を検討してもいいのかなというふうに思っており

ます。ですが、ちょっと話ぶれましたが、コンビニですとか店舗こういったものを

やはりもっと今の国土交通省の助成金だけでなく、農水省の助成金をうまく活用す
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る方法ですとか、民間からの資本を持ってくる構想で町の財政負担を軽減するよう

なことはもっと検討されてもいいではないかと思われますが、その辺についていか

がでしょうか。

副町長（小日向 至君） そういう細かい分について、これから議論したい。なぜかと

いいますと、この店舗の中にどういう店舗が入ってくるかが今わからない。もっと

極端に言いますと、コンビニのほうからは、２年くらい前か３年ぐらい前から何と

か出させてくれ、町のほうで土地だけ貸してくれれば幾ら幾ら、町が建物を作った

ならそれにプラスした金は幾ら幾らという形で、要はもうお金出すので出させてく

れという話もありますし、当然店舗の分につきましてもお話しされたように農産物

ですと補助金があるのです。だけれども、本当にそば屋さんですと多分ないだろう

な、営業目的としている建物ですので。そうなりますと、連帯的な建物の構造的な

部分とかつながりがありますから、例えば町のほうであらかじめそこにテナントと

して出たいとかというような相手が見つかっていれば、協議をしながら町で仮に作

ったとしてもそれに対する年間の経費というのはでは幾らずつ出してくださいとい

う話になるかもしれませんから、それはやり方がこれからできるかな、まさにその

分についてはこれからもう少し練る、その時間というのは28年度でも間に合います

ので、今はとにかく形から決めていきたいなという年かなと思っていますので、よ

ろしくお願いします。

町長（佐藤邦義君） 補助金の話も出ましたので、実は先ほどの川﨑委員のご質問もほ

かの補助金ということでありますが、実は６月の初めに国交省本省にこういう計画

があるというような話をしていました。要望してきたわけでありますが、二、三日

後に、実はこの道路の直接の管理は新潟国道事務所でございまして、所長以下３人

ぐらい来ていたのでしょうか、来ていわゆる本省のほうから田上町が考えているこ

の道の駅というのは非常に全国でも珍しいということで、本省のほうからじきじき

に相当の手伝いをしなさいというような電話があったのだそうです。そういったこ

とで、所長のほうからこれからいろんな意味でアドバイスもできるし、補助金も今

大体のところで調べてありますけれども、椿委員がお話しになったような農水省の

とかそういったことも国道事務所そのものもその気になっておりますので、これか

ら私どももできるだけ勉強して、補助金については獲得できるようにしていきたい

と、こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。

５番（今井幸代君） まず、検討委員会の研修視察の報告ありがとうございました。今

ほど池井議員もおっしゃられたように、項目だけ見せられても、ではその答えって
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何だったのというのは私も思っておりましたので、これはまとめて資料提供してい

ただけるということなので、その報告を待ちたいなというふうに思います。

あわせて、町外の方をどれだけ多く来ていただいてにぎわいを持たせるというと

ころを最初の着眼点に置くよりは、町の皆さんが集まっていただくために、町民の

皆さんの施設利用満足度を高めていくことで町外の方を呼び込んでいくのではない

かという方向でまとめていくと考えているというふうに今聞いたので、そういう方

向であれば私も賛成できるなというふうに思っています。どの施設においても、ま

ずは地元の皆さんから愛されて利用されて、そういったところが、口コミで広がっ

たり、そこの施設を活用して何かイベントをやっていくという方向につながってい

くと思いますので、まず町民の皆さんが利用したい、施設利用満足度を上げるため

にはどういったものを作っていくべきなのかというところをやっぱり重点に置いて

構想を作っていただきたいなというふうに思います。町民の人が寄って集まってわ

いわいとしていただくそういうにぎわいを作るために、１つご提案をさせていただ

きたいとは思うのですけれども、この新潟県内あわせてまた田上町近辺、県央地区、

新津なんかもそうなのですけれども、外で遊ぶ施設という、子どもたちが外で遊ぶ、

公園なんかは非常にたくさんあるのです。町内でいえばＹＵＯ・遊ランドもそうで

すし、私の友人の新潟市内の友人や長岡ですとか聖籠からなんかも結構遊びに来て

いただいたりして、町外の方もそうやって外で遊ぶ施設はどこの基礎自治体も割と

持っているのですけれども、屋内型の支援センターというような形ではなくて、屋

内公園といいましょうか、そういったものの施設というのはなかなかないです。こ

の雪国ですから、真冬とあと最近は非常に猛暑日も続く夏になっていまして、真夏、

真冬に子どもたちが外で体を動かして遊べるという場所がなかなかない。私なんか

は実際に子どもを連れて真夏、真冬、特に真冬は長岡にありますてくてくさんとい

う室内の屋内公園、支援センターと併設されているのですけれども、そういった屋

内型の公園ですとか、あとはふるさと村に以前は植物園だったスペースが屋内遊具

が設置してあって結構子どもがパワフルに遊べるような施設になっていまして、真

冬や真夏なんかはそういった施設をよく活用させていただいています。子育てをし

ていらっしゃる方々の話を聞くと、雨天時や雪が降ったとき、そして真夏に子ども

たちが天候にそれほど左右されずに遊べる施設があるとやはりいいよねというふう

によく耳にしています。これは町内だけでなく町外からもそうなのですけれども、

近隣を見てみると、横越には屋根つきの公園があります。吉田に屋根つきの公園が

あるのですけれども、もう屋根はついているのですが、壁があるわけではないので、
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真冬になるともう風がびゅうびゅうと吹いていて、真冬になるとなかなか利用する

人はいません。そういった中で考えていくと、屋内型の公園というのは非常にニー

ズもありますし、町内の方の皆さんもそういったニーズは高い。町外の方のそうい

ったニーズも高いということを考えれば、こういったにぎわいの創出には非常に有

効な施設になるのではないかなと思いますので、そういったところもぜひ検討の中

に入れていっていただけるといいのではないかなと、これはご提案ですので、何か

ご意見があれば検討いただきたいなと思いますけれども、意見として申し上げたい

と思います。

以上です。

教育長（丸山 敬君） それでは、若干の補足を交えて今のご質問にお答えをさせてい

ただきたいと思います。

先ほどから道の駅中心で文化的施設はどこへ行ったのだというような質問をいた

だいておりますので、社会教育委員の皆さん方のご苦労の名誉にかけてちょっと補

足をさせていただきたいと思います。22年から積み立てを開始しましたのにあわせ

て２カ年にわたりまして社会教育委員の皆様方が、それを活用した田上町にとって

身の丈に合ったそういう文化的施設どういう機能を持つべきかということで、近隣

の施設４カ所等を視察をさせていただきました。その視察をいただいた後で、１つ

の考え方としてまとめを頂戴しているわけですが、その集約されたものは田上に必

要な機能としてはホール的な機能、それから図書館機能、それから研修ができる、

会議室、多目的のそういうような施設が必要であるということで集約をされて、そ

ういう報告も頂戴をいたしております。そういうことから、文化的施設ということ

で生涯学習センターというそういう流れで当初動いてまいりました。ただ、場所が

こういう403の場所というそういうところから、ただ文化的施設だけ作るのではもっ

たいないではないかと、そういうのであればそこへちょっとプラスして道の駅機能

を持たせれば、もう少しにぎわいもふやせるのではないかというようなことから、

今回の経緯になったわけですが、当初社会教育委員会のほうで視察をしたとき、こ

んなコンセプトを持っておりました。田上としてどういう狙いでいくのかというこ

とで、一つのキーワードになっていたわけですが、心を耕し交流の場にというのが

一つのキーワードにしておりました。ですから、当初から実は今井委員さんが言わ

れるように町民の交流の場で、文化的施設ですから、心を耕す、そういうことでそ

れを狙いにして交流、学び、生きがい、こういうものが作れるそういう場所にした

いですねというようなそういうことから、実は文化的施設等を見させていただいて
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おりました。いずれもその４カ所の施設は合併特例債のようなそういう仕組みを利

用して作っておられました。当時としても建設の予算規模が十数億から二十数億ぐ

らいのそういうような規模でございました。とても田上町が単独で合併特例債のよ

うなそういう仕組みも利用されない中で難しいねというようなことで推移をしてき

たそういう経緯がございます。もし当初のそういう考え方に戻す、私の当初の考え

方は、原ケ崎交流センターこれも皆様方にちらっと私の考え方ということで紹介を

したことが過去にあったわけですが、文化的施設がここにできた暁には原ケ崎交流

センターがあきますので、その跡は児童館のようなもので活用したいというそうい

う実は夢を持っておりました。それは今井議員さんが言われるように冬場あるいは

室内で雨天のときとかそういう親子が集うて何かできるようなそういう場が非常に

不足しているということがよく言われておりました。ですから、社会教育委員の皆

さん方とも、燕にありますそういう児童館も実は見学をさせていただいておりまし

た。ですから、当初からそういうものも視野に入れながらいろいろ議論してきまし

たが、なかなかあれもこれもということが全て満たすということは難しゅうござい

ますので、優先順位を決めて今取りかかっていくべきものは何かということで整理

をさせていただいて、地域交流会館そしてプラスして道の駅、これを作るための基

本構想、基本計画、こういうことがまずタイムスケジュールにのっておりますので、

それをまず集中的にやって、具体的なものについては副町長も先ほど答弁しており

ますが、28年度にもうちょっと具体的なものをいろいろ議論する時間的なそういう

若干の余裕がありますので、そういうところを考えて第１次の５カ年の中のこうい

う位置づけでもって今動いていこうというようなことで道の駅等の整備検討委員会

等でも議論を始めたところでございます。

先ほどから池井議員さんからも質問いただいて、こんな内容では議論のしようが

ないではないかというお叱りも頂戴いたしました。私どもはあくまでも外部検討委

員会の事務局を担当しておりますので、当日帰ってきてからのご意見も印象が新鮮

なうちに感想をというレベルでいろいろ感想を出していただいております。ですか

ら、決して議論したその結論というそういうものではなくて、あくまでも委員さん

一人ひとりの感想というレベルでお話を頂戴いたしました。約１時間半頂戴をいた

しました。そういう中でも、町民の方々からも意見集約をしているわけだから、７

月24日それが締め切りになっておりますので、それを受けてもう一度８月上旬、今

予定をしておりますのは８月11日ですが、そこできちっと視察等を踏まえて、それ

から住民の方々の要望を総合的に踏まえて一つの委員会としての考え方を議論しま



- 23 -

しょうよということで今動いておるところです。ただ、今日のこの委員会がそれを

待たずこの日程になってしまった関係で、非常に説明しにくい、あるいはご理解し

にくい部分、踏み込んだ説明ができなかったことは申しわけなかったかなと思って

おりますが、そういう事情であったということをご理解いただければありがたいな

と思います。

以上でございます。

特別委員長（泉田壽一君） 質疑の途中でありますが、ここで暫時休憩いたします。

午前１０時１６分 休 憩

午前１０時３０分 再 開

特別委員長（泉田壽一君） 時間前でありますが、皆さんお集まりですので、再開いた

します。

ほかに質疑ございますか。

３番（小嶋謙一君） 地方創生ビジョンとの絡みをちょっと教えてもらえませんか。こ

の事業と地方創生ビジョンの中に組み込め方といいますか。例えば地方創生ビジョ

ンは新聞によりますと外注へ出していますよね、案とかそういうプランを。その中

にこれ入っているかどうかちょっと確認させてください。

副町長（小日向 至君） 事務的には絡んでは今いません。ただ、どちらもこれからの

まちづくりの核になってきますから、いずれこの議論がある程度進んでこちらの方

向性が決まってくれば、どこかでまた絡んでくるのだろうなと思います。業者に対

する委託のほうには全くかかわっていません。ただ、たまたま同じ業者だったと。

それは理由たまたまそうなった。もっと言いますと、それだけ町のデータを全部持

っていますから、本来であればこっちの職員がこうしてくれと言えば十を悟ってく

れるのですけれども、なかなか一を言ったら0.5しか悟らない部分もありまして、な

かなか面倒なところは今ありますが、とりあえずデータを持っていますので、それ

なりにうまくいくのだろうとは思っていますが、よろしくお願いします。

３番（小嶋謙一君） もう一つ、ではその絡み、先ほどから交付金云々と出ていました

けれども、今のビジョンでは10月に出すと上乗せで交付金がちょっと出ますよね。

その辺ちょっと間に合いませんか。

副町長（小日向 至君） 今説明しています地域交流会館等の絡みとは全く別の次元の

部分でありますけれども、その担当、別の部分の担当というのたまたま総務課の補

佐のほういますから、コメントがあるようであれば。
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総務課長補佐（田中國明君） 今ほど小嶋議員のご質問ですけれども、町のほうとして

はその上乗せ交付が得られるその時期までに作成のほうは考えておりますが、なか

なかそのタイプをタイプ１、タイプ２とありまして、それが本当に受けられるかど

うかというのはちょっと今の段階でははっきり申し上げられませんので、そのよう

なことでご理解いただければと思います。

特別委員長（泉田壽一君） ほかにございませんか。

（その他に関しての声あり）

特別委員長（泉田壽一君） 含めていいです。要するにその他も今後の検討また今役場

の前のここだけの話になっていますけれども、原ケ崎の交流センターも全部含めて

その他でいきます、それも含めて。

14番（小池真一郎君） 私はずっと心配だったのですが、副町長のほうから、このセン

ターも含めてまちづくりの一環として、先ほど小嶋議員からもありました地方創生

も含めて、私は今日まで田上町がこれから人口をふやす、子育てをふやす、そうい

う絡みの中で社文で委員会を開いて竹の友幼児園へ行ったとき、非常にあそこは満

杯状態で大変だと、今後田上の人口がふえる状況を考えたとき、私どもは変な言い

方ですけれども、予想以上にあそこに多くの子どもさんが来てくれたという部分で

は非常に安心しているのですが、今後田上町を考えたとき、どうするのだと。そこ

で私が心配になるのは、交流センターが非常に議論を呼んでおります。学習する教

室が欲しいとか何とかと、今小学校も空き教室がまたいっぱいある。そういうのを

利用することも考えなければだめだし、特に原ケ崎交流センターは竹の友幼児園の

近くにあります。田上に若い人を呼んでくるということでキャッチフレーズなり何

なり考えたとき、田上は子育てで本当にいいところですよとかというようなものを

作っていかないと、なかなかいいものが生まれてこないのだろう。そういう意味で、

この竹の友幼児園これから議論になると思いますけれども、学習教室だの図書館だ

のそんなの私は作るよりも、子育ての施設あたりを考えていかないと、なかなか大

変だろうなというふうに私は考えていますけれども、その辺あたりのこれから構想

の中で田上町をまちづくりの中でどうしたらよくなるかということも含めてせっか

くのこの機会ですので、こういう部分を含めて構想に入れていったらどうかと思う

のですが、その辺の考えは。

副町長（小日向 至君） すみません。担当はわかっているのかもしれません。私ちょ

っと質問の趣旨を整理させていただきたいのですが、今提案している原ケ崎交流セ

ンターについては、一部児童の遊び場として新築する部分は図書機能として大人が
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学ぶ部分で学習の場としていこうというふうには検討している中で、大分古いとこ

ろに手を入れても無駄ではないかという議論もあったというふうに理解しています

が、だからこそぎりぎりの経費でそれを利用することによって、まちづくり等補助

金を受けるための核にしようという話をまずしたわけです。それで３案を提案した

わけです。それよりも、もっと言ったら子育てに重点を置いた活用したほうがいい

よというふうにご意見をされたわけでしょうか。ということは、今まで議論してき

た部分を一旦白紙にして、そういう形で検討せいということでしょうか。そうなる

と教育委員会のほうで……

教育長（丸山 敬君） 本当にそういう趣旨のご発言があるとは予想はしておりません

でした。ただ、先ほどうちの補佐からも説明させていただいたり、住民説明会でも

説明いたしましたが、今の公民館がもう耐用年限限界に近うございます。これから

また台風が接近して横殴りな雨が降ると、あそこの正直場所によっては雨漏りをし

て、公民館職員にとっても非常に環境の悪い中で執務をしているようなそういう状

況で、これは一般質問のところでもお話しさせていただきましたが、公民館の後継

施設としてぜひやはり作っていかなければならぬわけですので、図書館は要らない、

研修室は要らないという話にはなかなかならないのではないかなと。ですから、社

会教育委員の皆さん方もそれをご理解いただいて、やはりホール機能を持ったもの、

図書館機能を持ったもの、研修機能を持った公民館の今のそういうかわりになるよ

うな後継施設ということは必要ですねというそういうことで意見集約をされており

ますので、そういう方向で私ども動いていきたいし、それをしっかり確認をした上

で私ども実は動いてきたつもりでおります。これはやはり公民館がそろそろ限界に

なっておりますので、そこはご理解いただければと思います。

それから、竹の友幼児園が満杯であるということ、将来おいでになるそういう人

口をふやしたい、あるいは交流人口、定住人口もふやしていく、あるいは子育て世

代の方々をぜひお迎えしたいという話になりますと、当然それを支える施設という

ことが必要になりますので、将来的には竹の友幼児園のあの施設プラスアルファな

ものをどうするのかということが議論になってくるのだろうと思うのですが、今の

ところは何とか余り強い待機児童的なそういうのがなくて、ほぼ満杯ぎりぎりなの

ですけれども、何とか運営できているそういう状況があります。おかげさまで子育

て支援センターも大変好評いただいて大勢の方々からおいでいただいておりますし、

その中の方々が気に入っていただいて自分の子どもをぜひここに預けたいというこ

とでまたおいでをいただいているそういう面もあります。町の財政事情もあります
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し、将来の人口予測等も兼ねながら町の総合政策を考えていくところで当然それを

議論していかなければならぬかなと。

ただ１点、今学校空き教室がいっぱいあるというふうに小池議員さんおっしゃら

れましたが、見かけ上はそうです、生徒数からいうと。ただ、今はごらんになられ

るとわかるのですが、授業展開はクラス単位でやっているものもあれば、それをク

ラスを分割してグループ学習等でいろいろ使うということで、あの現有の教室をほ

ぼフル活用の状態でございます。例えば放課後の児童クラブでお借りするにしても、

なかなかその場所を確保するのが難しい状態でございます。それで、今回も両体育

館が耐震でもって工事をやって閉鎖をしなければならぬというようなことがありま

して、そのかわりに児童クラブを開設する場所もその場所探しに実は苦労しておる

ような状況なのです。クラス単位での授業展開というのは非常に少なくなって、い

ろいろグループワークとかそういうような活動が非常に多くなってきておりますし、

またいろいろグループに分かれて２クラスを３展開で授業をやったりということは

中学校でもやっておりますので、今の生徒数であるとほぼフルに活用している状態

であるということをご理解いただければありがたいなと思います。

以上でございます。

14番（小池真一郎君） 言っている意味は十分理解できます。それで、この新しい施設

もそうなのですが、会議室をまた幾つも設けるとか、この今の田上の人口を考えた

とき、本当に会議室というのはこんなにいっぱい要るのかなと、ほかの施設もあり

ます。そういう意味でいけば、本当にこの会議室を有効利用するのであれば、そこ

に図書館機能を入れて子どもの学習教室をすれば、原ケ崎交流センターに新しい建

物を作らなくてももっと資金の活用を考えることも私はできるのではないかなと。

もっと幅広く物を考えて、本当に大変な財政の中でこれから建物を作るわけですか

ら、ただ安易にこれあるから３階建ての建物を作ろうなんていう簡単に考えないで、

もう少し時間をかけて有効利用できるような考えでやってほしいと、これは要望で

すので、今後議論になりますので、答弁は結構です。

12番（関根一義君） 今後の進め方等についても含めまして質問いたしますので、よろ

しくお願いします。まず、先ほど副町長から説明いただきましたけれども、外部検

討委員会が今後どのような動きをしていくのかという説明がございました。外部検

討委員会に対しては、８月中旬にこの構想のたたき台を提示をいたしますと、10月

には基本構想ができ上がらせていただきますと、11月に入ったら基本計画を策定し

ていただきますというふうな大まかな考え方が示されましたけれども、私は田上町
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としては重大な事業を策定していくわけですから、外部検討委員会の議論がどこま

で深まるのかということが大きな要するに要素になるだろうというふうに思います。

私たち議会に対しては、３月の段階で基本構想のたたき台が示されていますけれど

も、基本構想のたたき台についての議論はまだなされていません。したがって、こ

れから外部検討委員会でたたき台の議論がなされると同時に、議会としても、議会

ということになれば私たちは調査検討委員会、特別委員会のことですけれども、こ

の場のことですけれども、この場でもいわゆる構想のあり方についての議論が深め

られていかなければだめだろうというふうに考えていますけれども、そのような考

え方でよろしいのかということについて、まず１点お聞かせ願いたいと思います。

副町長（小日向 至君） 今おっしゃったつもりで作業を進めていく予定です。泉田特

別委員長のほうにも、外部検討委員会今半ばだと、盆前にある程度まとめるから、

盆過ぎにまた特別委員会のほうに説明する時期が来ると思いますがというお話をし

てあります。今お話ししたように、今日皆さんからいただいた意見をそのまままた

外部検討委員会の皆さんにも、議員さんからこういう意見をいただきましたよとい

うのも、今日の部分を参考にしてさっき言った11日の日を予定していますが、そこ

でまた議論していければ議会の意見も外部検討委員会の意見もある程度まとめられ

るかなというような感じで今検討していました。

12番（関根一義君） そこで、ではどのような中身が検討されていくのかということに

ついて質問させていただきたいと思います。当然この外部検討委員会についてはた

たき台が提示されて、それの議論がなされるということですから、まず地域交流会

館の建設、これについての方向性の議論がなされると思っていますけれども、それ

でよろしいのかということと、それから道の駅構想の考え方、これも議論されると

思うけれども、それでいいかと。それから、３点目としては、原ケ崎交流会館の改

修計画の考え方、これについて外部検討委員会で議論が深められると考えるけれど

も、そのような考え方でよろしいかと。あわせて、この事業を推進していくために

は、町の財政計画が示されなければならないということだと思いますけれども、そ

のような町の将来的な財政計画が外部検討委員会に示されるのかどうかということ。

こういうことが示された中で、外部検討委員会としては田上町の今後の将来の都市

づくりのあり方、まちづくりのあり方として提起されてくると思っているけれども、

そういう内容として要するに町長は外部検討委員会に検討をお願いしているのかど

うかということについてお聞かせ願います。

副町長（小日向 至君） まず、外部検討委員会の皆さんにどこまで議論をし意見をい
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ただくかという中の３点として、地域交流会館、道の駅、原ケ崎交流会館これやる

のかとの話で、先ほども似たような質問もあったわけです。笹川議員さんからあっ

たわけですが、この３つがセットになって今言った俗にいうまちづくりにしようと、

これがセットになっていくからこそ、今言いました上限40％の補助金が来るであろ

う道の駅とのというか、社会資本整備事業の中に入れようとしているわけです。外

部検討委員会の皆さんには、さっきもお話ししましたように、当面にぎわいの部分

を優先的にしていただきたいと、にぎわいというのはだから道の駅の部分になるわ

けです。地域交流会館、要は生涯学習センターについては、教育長お話ししました

ように数年前から関係者の皆さんで検討してきた経過もあるから、それをたたき台

としていきたいと。原ケ崎交流センターについては、今までお話ししていた形で進

んでいきたいとは思っています。でも、具体的には最終的には総体的な形で外部検

討委員会の皆さんの意見をいただきたいとは思っています。ただ、お話ししました

ように今集中的に検討していただきたいのはにぎわいの部分になると。今の検討委

員会のほうにお願いしたいなと思っているのは、道の駅の登録をするための構想な

り検討の部分でありまして、来年度以降もっとその具体的な部分、つまり例えばど

ういうお店屋であったり、どういう運営、道の駅の運営ですけれども、運営をする

となるとどういう人がかかわってくるかになってきますと、今の検討委員の皆さん

の見直しをさせていただきたい。今は国の役人であったり県の役人も絡んでいます。

だけれども、本当に身近な問題になってきたら、もっとそれにかかわる人と入れか

わってもらおうかなと思っていますから、その議論の中で少しずつメンバーがかわ

っていくだろうという考え方を今持っています。

もう一つ、財政計画でありますけれども、当然ある程度の様子が見えてくれば、

財政計画を立てさせていただきます。ただ、さっき私がお話ししたのは、ざっくり

考えるとこうなりますよと。財政の話というのは、半年ぐらい前かどうか、泉田議

員からも言われたような経過はあるようですが、ざっくり言ってこの建物、この建

物というのは道の駅の関係する建物が建設するのが三十一、二年ごろですと。そう

なりますと、確かに数億円の金がかかるでしょう。15億円ぐらいと予定しています

と話しました。例えば10億円借りたと、起債で借りたとすると、年間六、七千万円

の償還が生じますが、ちょうどそのころというのはこの役場の借り入れの償還とか

なんかの大物の借り入れがみんな終わっていきますよという話もしましたし、現時

点今は年間5,000万円の積み立てもやっているわけです。それらも考慮すると、何と

かなるだろうというざっくりとしたお話をさせていただきました。
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もう一つ言いますと、借りた借金に対する償還の30％は交付税算入されるという

部分もありますので、ざっくり考えれば大丈夫だろうということで走り出したわけ

ですので、ただこれから具体的にある程度の設計が出てきまして、金額がはじき出

されたときに、どこまで40％補助になるのか、これが国の予算が減ってきて30％ま

で落ちてくるかもしれません。あるいは一体型ということで国なり県が全部ここを

うちが作るわという話がどこまで詰まるかによって大きく金額は変わってくるだろ

うと思いますが、それはもう少しその全体の姿が見えてからでないと財政計画はち

ょっと作れませんが、いずれ毎年11月ごろに議員のほうに地域財政計画、まちづく

り財政計画をお示ししていますが、その時点でお話しすることができればお話しす

ることになると思いますけれども、多分あれはこれから先５年間というような計画

ですから、５年ぐらい先のところに影響してこないと思います。そんな形になりま

す。

あとまちづくりについてもつながるだろうということで、おっしゃるとおりであ

りまして、今人口問題も含めた中での道の駅とはかかわらぬところでのまちづくり

も今やっているわけですが、最終的にはこの内容についても核としたまちづくりに

行こうとしているわけですから、町全体までいくかどうかわかりませんけれども、

いろんな方向に向いた部分での検討はしなければならないときが来るだろうと思っ

ていますけれども、いずれ今まだ様子が見えていないものですから、どことどこに

どうつながりますかということを言い切れない状況でありますので、もう少し時間

いただきたいということを先ほどからお話ししていますので、よろしくお願いしま

す。

12番（関根一義君） どこでどうつながるかなどということを質問しているわけではあ

りませんので、基本的な考え方だけただしておりますので、再度お願いしたいと思

います。

外部検討委員会は、この事業の方向性これについては議論していただけると思い

ます。それに伴う町の財政計画あるいは事業費の総額等々についての内容も踏まえ

て、この方向でいいのか悪いのか、一定の方向を提示していただけるというふうに

思っていますけれども、そういう方向で議論をお願いしてございますか。

副町長（小日向 至君） 外部検討委員会の皆さんに、構想ができた後これらを完成す

るためにはこれだけの経費がかかるから町の財政もこうなるのだよということも議

論してほしいというふうにお願いしているかということでしょうか。

（そうですの声あり）
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副町長（小日向 至君） 明確にはそこまでまだお話ししていません。いずれこういう

形でいけば町の財政はこうなりますという話も最後にしなければだめになると思い

ます。

12番（関根一義君） 最後にしますけれども、そうしますと基本構想ができ上がる10月

の段階では、外部検討委員会は町民に向けてどのような内容が答申されるというふ

うになるのですか。答申という言葉が適切でなければ、言葉をかえて、検討委員会

として検討した結果はとりあえずこうこうこういうふうな結果になりましたという

その中身はどういう中身を期待している、あるいは期待してよろしいのか。

副町長（小日向 至君） 設置要綱には、所管事項ということで、委員の皆様には調査

検討の協議をお願いしますということで、基本構想、基本計画をまとめていただき

たいということと、その他必要とする事項についてお願いしたいということですの

で、最終的には議会議決でお願いすることになるわけですから、外部の人たちの、

これまさにさっき言いました外部の人たちというのは、その分野でのいろんな分野

での知識を持っている方が集まっていますから、そういう部分の情報を得て、それ

をこんな形でまとまりましたということで議会の了解、ここでいえば特別委員会に

なるでしょうけれども、特別委員会のある程度の合意を得られた後に、町民のほう

にこういう形でいきたいという話に進んでいくと思っています。

特別委員長（泉田壽一君） 整理しますか、いいですか。関根委員の質問していること

と、町の執行のほうの答弁の中でちょっと差異があるというのは、結局この道の駅

等整備検討委員会の委員のメンバーを見れば、北陸地方整備局新潟国道事務所副所

長、三条地域振興局地域整備部副部長、要するにこれらを入れているということは、

おのずと道の駅の関係の登録申請を重視しているというか、目的がそっちのほうに

向いているような関係の委員の構成になっているのではないかと。ですから、関根

委員の話している町の財政計画含めた町の本当の中身の考え方の部分と差異がある

のだろうと。そこで副町長の答弁が、だから検討委員会のメンバーを差しかえて町

の直接のことに関して対応できるような変更もあり得るという答弁ですけれども、

ですから、当初のところに差異があるのではないでしょうか。その部分の説明があ

ればかみ合っていくかと思うのですが、いかがでしょうか。

副町長（小日向 至君） おっしゃるとおりでありまして、お話ししましたように日程

的な形から言えば27年度というのは道の駅の登録をするための作業をしたいと。28年

度については、さっき言いましたようにどういう出店されるかによって経営してく

る人たちがいるでしょうと、さっきこういう話を私したわけです。それで、さっき
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も言ったように国の役人なり県の人もいますけれども、用事がなくなればその人た

ちとまたかわるでしょうという話もしたわけです。委員の任期は１年です。それで、

今考えているのは、今年は道の駅の登録もさることながら、国道から直接乗り入れ

の絡みも出てきますから、そういう人たちからも参加してもらっていて十分理解し

てもらった中で書類を出していくほうがベストだろうというのも考えたりもしてい

ますし、よその市町村でも道の駅検討委員会みたいなこういうのを作られていると

きは大体そういう人たちも初めは入っているようであります。問題は、作った後に

どういう運営をしていくかが一番大事なのではないかなと思っていますから、どう

いう人たちが参加してくれて、逆にどういう皆さんがそこに入ってきて運営してく

れるかについては、28年度まさに生の声であり、いろんな検討していかなければだ

めになるのかなと。ただ、お話しされていますように、公の金でやるわけですから、

財政計画なりもうきちっと固めなければだめですし、もともと道の駅を作るという

よりも、これもまちづくりの一環ですから、さっき言いましたように原ケ崎交流セ

ンターあるいは地域交流会館についても、基本的には今まで検討してきた公民館の

関係者の皆さんもいらっしゃいますから、その人たちの考え方を重視しながら、今

言いました道の駅外部検討委員会の皆さんからも意見をいただいてまとめていきた

い、その考え方を最終的にはこの議会特別委員会の中で報告しながら、議員さんの

ほうからの理解もいただいて進めていきたいということをずっとお話ししておりま

すので、よろしくお願いします。

議長（皆川忠志君） 今関根さんの議論をお聞きしているのですけれども、ここの検討

委員会のメンバーの方非常に重い責務といいますか、これを課せられているのか、

あるいは課そうとしているのかというのもあると思うのですけれども、８月11日に

検討委員会やって、それから10月上旬に基本構想と。基本構想をまとめたときに、

もう既におのおのの建物の値段とか、あるいは補助率というのはみんな恐らく決ま

っていますよね、基本構想を立てるときは。交流会館は、これは例えば40％、ある

いは原ケ崎交流センターは40％、道の駅は営利部分を除いて100％というような私は

そういうふうに理解しているところもあるのですけれども、間違っていたらごめん

なさい。そういう中で、それを決めたときに、この基本構想を決めるときにこれを

立てるのにこれぐらいの補助が国からありますとか、その当時の国になるのでしょ

うけれども、ありますと。財政計画はこうなっていますと、だからこれでいきます

かというのは、ちょっと検討委員会の方には酷のような気もしないでもないのです。

したがって、そこはもう検討委員会はそこである程度の結論を出していただきます
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と、ただし財政計画とかそのときのかかる費用とかによって議会のほうに説明した

ら、疑義が生じたということもこれはあり得ると思うのです。ただ単に絵を描いて、

こういうにぎわいの町にしたいよという絵を描くだけの検討委員会だけではなくて、

その後のお金がどうなりましたかということもこれ見ていかないといけないと思う

のです。それを見るのは我々特別委員会のメンバーになるのかは別にして、我々は

チェックしなければいけないというふうになると思うのですが、検討委員会の位置

づけが非常に大変だなと、難しいなというふうには感じているのですけれども、今

後この基本構想が出るときにそういう費用の面とかこういうのも今の段階で言える

かどうかわかりませんけれども、その当時の考え方をぜひ示してほしいなというふ

うには思っているのですけれども、どうでしょうか。

副町長（小日向 至君） 設置要綱には、委員の皆さんにお願いするというのは先ほど

もお話ししましたように道の駅等整備にかかわる基本構想、基本計画に関すること、

もう一つはその他道の駅等整備促進に必要と認める事項について、この２点をお願

いしているわけです。非常に単純なのですが、お話ししましたようにその基本構想、

基本計画の中にどこまで入れ込むかですが、お話ししましたように絵を描いてもら

ってこんな形にしていきましょうやと言ったときに、幾らかかるかもわかりません

という話にはならぬだろうと思います。これやればこんな形でいきますと、当然そ

こで町の財政的に無理な話になれば、縮小するなり材料を落とすなりという形にな

っていくでしょう。その辺、だけれども、それが検討委員の皆さんの中でそこまで

責任持ってくださいというそういう部分ではありませんので、あくまでも今年の検

討委員の皆さんにお願いしたいのは、方向性なりこういう形でいきたいという部分、

それと国の許可が得られるだろうというような形のところまでで、予算もだから経

費についてもこんな感じになりますよとお話しします。来年になりますと、さっき

言いましたように事前に運営するときにどういう問題が起きるとなってきたら、そ

れにかかわってくるだろうと思われるような皆さんと若干検討委員のメンバーが入

れかわることも十分考えられるな、もしかしたら名前若干変えるかもしれませんが、

いずれそういう形でこの事業自体は計画を作りながら５年間ローリングしていくと

いうお話をずっとしてきたわけですので、作りっ放しであと来年以降どうでもいい

という話になりませんから、その皆さんはずっとかかわっていってほしいなという

考え方で今はおりますので、よろしくお願いします。

議長（皆川忠志君） 今副町長の説明は非常にわかるのですけれども、非常にアバウト

で、もうちょっと教えてもらいたいのですけれども、にぎわいの町いわゆる道の駅
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等の県外に出て３つを見学してきたと、そのほかについてはこれは方向性だけ決め

てもらうのですという今言い方されたと思うのですが、その方向性というのは、ど

ういう部分の方向性なのですか。こういうこれだけの建物を建てますよと、これだ

けの原ケ崎の交流センターこういうふうな修繕増築をやるのですよという具体的な

方向性なのですか。それとも、ここにこういう建物を建てますよと、こういう図書

館を作りますよと、そういう方向性なのですか。もうそこである程度の方向性とい

うのではなくて、それはもう固まったということではないですか。そこのところは

10月に可能かどうかはちょっとそこまで要らないのだということであればそれはそ

れで結構なのですけれども、そこの考え方をもう一回ちょっと。

副町長（小日向 至君） 足りないところは補佐から補足していただきますが、誤解を

したような説明したかもしれませんが、まず来年度の国に登録するときに必要な部

分というのは、具体的にこの箱の中にこの場所にトイレ幾つあって、この場所に部

屋が幾つあってというのは実施設計に近いというか、そんな細かいところまでは要

らないと思っています。要はこの絵に見ればこんな感じですよと、ざっくりこんな

大きさなのですよという形であります。したがって、さっき言いましたように、で

はこの店舗の中にラーメン屋さんが入るならもうちょっと広げたほうがいいねとか、

こうしたほうがいいねというのは動く可能性が十分ある。それが来年度になるだろ

うというふうに理解しています。したがいまして、道の駅の検討委員の皆さんには、

そこまでではなくて、こんな感じでこれから進めていきたいよね、方向性はただあ

くまでも町民のための道の駅なのだよねというのは、そういう方向性はいきたい。

何回も言いますが、先回の一般質問の中に椿議員さんが質問したときに、まさに教

育長がお話しされました「近き者よろこびて、遠き者来る」という孔子の言葉を使

われました。まさにそのとおりでありまして、まず地元の人が寄ってきて楽しめる

ようなところでないと、側から来るはずがないよというのが、視察に行ってきても

みんなわかりましたし、そういう方向に進んでいると、そういう方向性をまずきち

っと出していって進めていきたいということですから、アバウトな程度しか出てこ

ないかもしれません。

もう一つ、原ケ崎交流センターについてもこれから説明するかもしれませんが、

あの建物新しく作ろうとしている図書館というか図書室の分についても、実施設計

しているわけではないから、この間説明したのはこんな程度のものを作るとざっく

りこんな感じになりますよという、坪当たり幾らですねという話をしただけです。

古いところについても、今年今作業しているのは雨漏りはどことどこにどんな感じ
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にあるのかと、上から降ってくる雨は漏らないのです。脇から来たり、突風があっ

た時にしみ出たりするわけですから、雨漏りをとめるにはこの場所何カ所直せばい

い。４つ、５つある部屋あのままだと冷暖房がきかないから、では２カ所くらいは

天張り入れてここは完璧なる冷暖房の部屋にし、ホールについては自由に遊んでも

らうためにあのままにしようやという、これをするためにはどの部分をどうすれば

いいのだろうというその調査を今やっています。その調査が出て、この程度の工事

でとりあえずはやめておきたいのですという議員さんの同意が得られれば、そうい

う形でこれから、来年度以降実施設計に入っていって工事に入るということですか

ら、今あくまでもまだまだ方向性の中というか議論の中ですので、余り具体的な部

分ではなかなかちょっと話ができないし、そういう形で国のほうに申請してまちづ

くりをこういう方向性で持っていくのだということでも通る資料だと私は理解して

おります。その部分がこれからどうなるかというのは、来年の春にヒアリングを受

けて、秋ごろになってくると検討していくと、そんな流れになりますので、ずれて

いた部分は補佐のほうで補足してください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今ほど副町長のお話のように、基本的な考え

方はそのとおりでありまして、その考え方に基づいて、当然補助金のヒアリング受

ける際に大体このような考え方でこの施設を例えば整備改修していくに当たってざ

っくりどのぐらいの経費がかかるのだというぐらいの数字については当然ヒアリン

グ申請なりますので、そこはある程度出していかなければだめですが、あくまでも

細かい数字というのは当然実施設計である程度詰まっていくもの、それによって基

本設計の段階からまた実施設計で少し若干変わる部分もあろうかと思いますので、

現段階ではその方向性の部分を少し決めていただいてというのが今年度になろうか

と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長（皆川忠志君） 今日第１回目の特別委員会ですので、今後特別委員会の位置づけ

といいますか、役割を含めてちょっと質問させていただきましたので、よろしくお

願いしたいと思います。

以上です。

特別委員長（泉田壽一君） ほかにございませんか。

（なしの声あり）

特別委員長（泉田壽一君） 第１回目ですので、先ほど副町長のほうから私のほうに事

前に話があった旨のお話ありましたけれども、８月の上旬で検討委員会で町民から

の意見を受けたのと、いろいろの中で方向性を上旬に出すということでありますの
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で、それらを今度方向性が出てくれば今日よりもしっかりした説明がいただけるの

ではないかということで、一応私のほうでは８月の下旬、９月はまた９月議会あり

ますので、８月の下旬ごろに町のほうが執行のほうが方向性が出たということを受

けてまた特別委員会の開催をしたいと考えておりますので、そのようなことでご承

知願います。

では、第１回目の仮称地域交流会館等建設調査特別委員会をこれにて終了いたし

ます。大変ご苦労さまでした。

午前１１時１４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７月１７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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