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午前９時００分 開 会

特別委員長（泉田壽一君） 改めておはようございます。これより第２回（仮称）地域

交流会館等建設調査特別委員会を開催いたします。

新潟日報、三條新聞、越後ジャーナル社より傍聴の申し出がありますので、これ

を許可してあります。

本日の日程といたしまして、原ケ崎交流センター改築に関してといいますか、今

まで雨漏り等いろいろの諸問題が解決せずに今日まで来たわけですが、それが原因

がといいますか、箇所が明確になったということでございますので、その関係で一

回開会が終わりましたら、まずきょうの日程として原ケ崎交流センターに行って、

現場で説明を受けて、戻ってきてからその関係の質疑をやると。それから、日程の

とおり順次説明に入っていくという予定でおりますので、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、おはようございます。ちょっと台風が気になるとこ

ろでありますが、なんとなく左側にそれるようでありますので、恐らくは影響ない

と思いますが、今日仮称でありますが、地域交流会館等建設調査特別委員会という

ことで開催をされたわけでありますが、今ほど委員長さんのお話のように、いわゆ

る交流センターの改築についてはこれまでにも何回か調査をしていただきまして、

問題点もかなり明確になってきたということでございますので、町としては何とか

手入れをしまして修繕をいたしまして、二、三十年はもたせようと、こういうこと

でございます。基本的にはそう考えておりますので、よろしくお願いします。

それから、２番目の協議題の道の駅等整備検討委員会の経過報告につきましては、

これはこれまでにもお話ししてきましたように、町民アンケートあるいは道の駅等

の整備検討委員会をこれまで実施してきまして、何としても地域の、いわゆる町の

ための道の駅ということが基本的な考え方でございますので、そういった基本方針

を定めていきたいということでございますので、なお委員の皆さんからはまた忌憚

のないご意見をいただきまして、建設的なご意見を期待いたしまして、よろしくお

願いしたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

特別委員長（泉田壽一君） ありがとうございました。
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では、これよりバスを待たせてありますので、早速原ケ崎交流センター、そちら

の現場のほうへということでお願いいたします。

午前 ９時０４分 休 憩

午前１０時００分 再 開

特別委員長（泉田壽一君） 時間前ですが、全員お集まりですので、再開いたします。

今ほど原ケ崎交流センターを見学しまして、現場で、現地で説明を受けたわけで

すが、これよりまず原ケ崎交流センターの改築の関係、耐震等を含めた中での質疑

を行いますが、その前に説明をお願いいたします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 先ほどは現地視察ありがとうございました。

実は現場で少し、こちらのほうでお話しすればよかったのですが、現場でちょっと

お話ししなかった内容につきまして、少しお話をさせていただきたいと思います。

先ほど全体の改修の経費ということで、増築にかかわる部分が約１億8,000万程度、

改修に係る経費が8,000万から9,000万程度というふうにお話させていただいており

まして、先ほど来町長から少しお話がありましたとおり、原ケ崎交流センター改修

によりまして、20年以上はもたせたいということの中で、５番目といいますか、原

ケ崎交流センターの改修等に係る内容の５番目のところの雨漏り改修については、

大体100万円から150万円程度、そのぐらいの経費が４カ所の雨漏りを直すために、

これを単体でやればまた足場のお金かかるのですが、一緒に改修を行えば大体100万

円から150万円程度の経費がかかるかなというふうに大体見越しております。

ただ、これから20年以上もたせるという話になってきますと、現状で雨漏りが起

きる可能性がある部分もある程度改修をしてあげないと、ちょっと不都合な部分が

出てきますので、そこで皆様から見ていただきました外壁の改修の関係、それから

トップライトの鎖の改修の関係、それら全部合わせますと、全体で約2,000万円程度

の経費がかかるというふうに見込んでおります。それから、耐震の改修につきまし

ては、診断をした後に工事にという形になりますが、診断と工事等で約2,000万円か

ら2,500万円程度の経費は必要になるのかなというふうに今のところは見込んでいる

ところでございます。あとは皆様のほうから見ていただいて、ご質問等があれば現

状お答えできる範囲の中でお答えさせていただきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。

特別委員長（泉田壽一君） これより質疑に入ります。質疑のある方、ご発言願います。

６番（椿 一春君） お願いします。維持費に関することなのですが、今外壁も断熱材
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を入れたり天井にも断熱材を張って、熱効率をよくするというふうな考えでいるか

と思うのですが、肝心なガラス張りのところは二重にするとか、断熱ですとかエア

コンの将来的な維持コストにかかわるところなのですが、そういったところに関し

てはどういうお考えなのかお聞かせください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 既存の建物の建具といいますか、サッシ部分

につきましては、今椿委員さんおっしゃるとおり、本来ペアガラスだとかそういう

ふうにすれば断熱効果が上がるという話になるのですが、断熱シートといいますか、

シートみたいなの、シールみたいなものを張って、既存の建具の部分で少しでも断

熱といいますか、そういう効果が上がるような仕様にはしてまいりたいというふう

に考えております。

６番（椿 一春君） 今シートというとどれぐらいの断熱効果のあるものかわからない

ですけれども、結構ペアガラスも後づけで、今一般住宅においても後づけのサッシ

ですとか、そういった工法で、中に気密性の空気を持たせることによって、ただシ

ートですと熱を反射させるだけなのですけれども、ペアガラスであればそこに気密

の層ができ、空気の断熱にものすごい効果があるのですが、そういった面に関して

検討してはいかがかと思いますが。そうすると、将来的な維持管理、空調の光熱費

代等、一時的には工事代出るかもしれませんが、長い目で見てはそういった面で経

費の比較を検討していただければというふうなのを提案しておきます。

以上です。

11番（池井 豊君） 委員の間でもちょっと休憩中に話がいろいろ出ているのですけれ

ども、そもそも改修ではなくて建て直しという話も出ているのですが、ここで前提

条件として、これは完璧に改修でいくのだという前提のもと、改修の仕方をここで

議論するのか、またまだ建て替えとかそういう考えの余地もあるのか、そこら辺だ

けはっきりさせてくれないとちょっと議論進まないと思うので、そこら辺の方向性

だけしっかり示してください。

副町長（小日向 至君） 結論から申しますと、現状の建物を有効に利用するという前

提で提案しています。この経過というのは約１年ぐらい前からずっとやってきた経

過の中で建て替えた場合、増築した場合、全面改築した場合という３提案を提案し、

経費的にはこれが一番安く、今日子どもたちが遊んでいるような形で利用できると。

例えば今日子どもたちが遊んでいるような利用をしようとしますと、あの面積は必

要になりますから、かなりの金額の経費が必要になってくるわけですので、現状

8,000万円ぐらいで利用できるような形にし、隣に新しいものを建てて大人のスペー
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スと子どものスペースというようなすみ分けしながら、再利用をしたいということ

をずっとお話ししてきましたので、そういう前提で今日は提案していますので、よ

ろしくお願いしますし、道の駅等、（仮称）生涯学習センター自体をつくるために補

助金を使う社会資本整備事業の絡みの中で、まちづくり事業ですので、核を２つつ

くるということで、役場の前の核と今言った原ケ崎交流センターの核ということか

らみんな絡んできていますので、そういう方向で今走っておりますので、大きな変

更ということはちょっと今考えられません。

特別委員長（泉田壽一君） では、今の説明のように改築ということでの方針でいくと

いうことで質疑ございますでしょうか。

１番（髙取正人君） 改築ということなのですが、現行新築部分にエレベーターという

ことでバリアフリー対応、車椅子の人の利用も考えているかと思うのですけれども、

既存部分のほうなのですが、車椅子利用の方が入られた場合に非常口の確保及び既

存部分が階段になっているのですけれども、スロープとかの増設とかは考えられて

いますか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 既存部分のスロープの設置の関係でございま

すが、先ほどちょっとホールのほうで、現場でちょっとご説明させていただいたの

ですが、一般用の図書の関係について現状で通路から少し段差が、それぞれ30セン

チ程度段差がありますので、その段差を解消するために平面図の②と言われる部分

のところに、通路２というふうに書いてあるところの脇のところに、四角で２つ囲

ってあります矢印なんかをつけてありますが、ここにスロープを設置したいという

ふうに考えています。あとは既存のスロープがございますので、そのスロープを利

用しながら施設を利用していただくような形で考えております。

以上です。

１番（髙取正人君） 既存の通路なのですが、車椅子の方が通られる場合、ちょっと狭

いような気がするのですけれども、こちらはいかがでしょうか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 既存のスロープの幅なのですけれども、今こ

の幅でいいますと1,200程度確保されておりますので、一応最低限の幅、幅員といい

ますか、確保されている形になっておりますので、現状はそのような形になってお

ります。したがいまして、現状のものをそのまま活用したいというふうに考えてお

ります。

特別委員長（泉田壽一君） 今の質疑の中でスロープというのは、平面図のこの図面の

中で何カ所かというのは、該当する場所というのは示せるのですか。この図面の中
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で示せるのですか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今示してあるのですけれども、今現状もスロ

ープになっておりまして、ちょうど既存建物の真ん中のところに通路３というふう

に書かれているところがあると思うのですが、その下のあたりに①というふうに書

かれていまして、その下が少し矢印、右側のほうに矢印が出ていまして、ちょっと

四角で囲われている部分があるのですが、それと右側のほうに同じように通路４の

下のあたりに通路①のすぐ下のあたりにスロープ状、これが実はスロープなのです

けれども、このような形で現状のスロープがありますので、このスロープを利用し

て、皆さん車椅子の方もある程度利用していただくような形の対応をしていきたい

というふうに考えております。

１番（髙取正人君） 建屋内ではなくて建屋外のほう、既存の建物から建屋の外に出て、

それで避難する場合のスロープ等があるかどうかなのです。既存のほうの建物、多

分多目的ルームにとか、一番奥から避難する場合に新設の建物のほうを経由して避

難するしかないというふうであると困りますので、既存の建物にも車椅子を利用し

た方が緊急時に避難ができるように出入り口、非常口の確保と非常口から駐車場ま

でおりるスロープの確保ということです。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 現状ではちょっと今のお話ですが、当然平面

上にはちょっと落としておりませんので、その辺も含めまして改修に当たりまして、

十分検討をさせていただきたいというふうに考えております。

特別委員長（泉田壽一君） 今の質疑の中で建物の前のほうの外廊下のところが全て階

段で上がりおりということになっていますので、それらを共通した中でどこかでス

ロープを設けて、全部一線の中で駐車場なり広いところへ待避できるようなシステ

ムで考えていただきたいと、そういうことでいいのではないでしょうか。

２番（笹川修一君） この施設は子どもたちが使うということですけれども、安全とい

う意味で今現状２階の部分、渡り廊下みたいな感じあります。ああいうものはほと

んど使われていないと思うのですけれども。それとあとは多目的ホールで、ネット

型の什器というか、大きいのがありますよね、その中に。使えないように、多分子

どもたちがするとけがをするのではないかということで使用しないような感じで巻

いていますし、もう一カ所読み書きコーナー、あのところにもそういう什器がむき

出しになっているとか、非常に危ないと思って今日見てきたのですけれども、それ

は全て撤去してもらって、あったらまたけがしますし、また使用しないのだったら

撤去するのが筋だと思うので、それについていかがでしょうか。
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特別委員長（泉田壽一君） 笹川委員、多目的ホールというのはジャングルジムみたい

になっているやつですか。

２番（笹川修一君） そうそうそれ。

特別委員長（泉田壽一君） トラス梁で組まれた、それを言うわけですか。

２番（笹川修一君） ええ。この図面におとしこまれていない。それはどういうふうに

加工していくのか、撤去するのか、壊してさわらせないようにするのかとか、その

辺の安全性が非常に問われると思うので。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） ジャングルジムにつきましては、この建物の

基礎といいますか、この建物を支える重要な躯体といいますか、基礎の一部になっ

ています。したがいまして、ジャングルジム自体はこれは撤去は実はできません。

したがって、ジャングルジムのところを、当初はジャングルジムで子どもたちが当

然幼稚園でしたので上れるような形にしていたのですが、あれですと、勝手に上っ

たりして落ったりするとまた大変ということもありましたので、したがいましてあ

あいう形で少しネットで覆うような形にしまして、入れないような形の対応をとっ

ております。したがいまして、あれでまだ少し危険性があるということであれば、

改修の際に十分その辺も含めてちょっと検討をしたいというふうには考えておりま

す。現状ではあのジャングルジムは撤去することはちょっとできませんので、あれ

はあそこを利用させないというふうな対応をしてまいりたいというふうに考えてい

ます。

以上です。

２番（笹川修一君） ２階の部分、２階というか通路があります。あれについてはどう

ですか。あの辺もほとんど使用させていないような感じに見えるのですけれども、

あそこで落ちたら困ると思うので、そういう意味ではそういう什器というのを全て

撤去するのか囲うとか絶対入れないようにするとか。子どもがやることなものです

から、大人が考えて普通しないだろうということを子どもはやりますから、非常に

危険なのはそういうことになったときに町の施設で事故とかあったときに大変なこ

とに、それをわかっていながらというのが一番困るので、そのためには絶対入れな

いようにするということが、町としては非常に根本的に安全ということは大切だと

思うのですが、その辺ちょっとお答えください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） あの施設については竹の友幼稚園という施設

から原ケ崎交流センターに改修されたときに、今のようなお話といいますか、やは

り小学生だとかの子どもが利用するに当たって、幼稚園の子どもはそういうところ
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に余り上ったりもしないのですけれども、少し大きくなりますと、やっぱり冒険し

たくなっていろんなところに上がったりとかということで、我々も危険性を十分感

じておりましたので、したがいまして現場で見ていただいたと思うのですが、オレ

ンジ色のネットみたいなもので行けないような形で対応してまいりました。基本そ

ういう形で子どもが無理やりばっと取ったりしなければ通ることができないという

ような仕様で一応対応させていただいていました、今のところ。ただ、これからき

っちりとした図書館でありますとか、そういった目的で対応していくということに

なるとあれでいいのか。あの形で少し安全性という部分で欠落するということであ

れば、その辺も含めて対応する必要があるのかなというふうに思っていますので、

そのような考え方でちょっと検討していきたいというふうに考えています。

２番（笹川修一君） その辺はちょっと検討してもらって、あのむき出しではこれから

は通らない時代に入ってきていますので、必ず保護者の方もあれ心配だと思うので

す。そこお願いします。

もう一点、安全性のほうから見て高さ、幼稚園、あの当時はいいのですけれども、

今保護者の方も結構背の高い方がいらっしゃいますから、高さが、入り口から非常

に低いですし、そこの高さ。先ほど川﨑さんもぶつかりましたけれども、やっぱり

そこは安全性というのは、あれ１メートル80ぐらいですか、それはコンクリート削

らないと、コンクリートのところにむき出しであのので、これから身長がというと

きに子どもを連れていく親もやっぱり安全性が大切ですから、構造上今のあれでは

とても建築基準法で通らないのではないかなと。昔だったらいいですけれども、こ

れからは構造上やっぱりそこを何とか、全部とは言いませんけれども、通路につい

ては、必ず通る場所については安全性の確保のためにはコンクリートを削ってもら

って、これをしてください。その辺ちょっといかがでしょうか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 通路は先ほどちょっと見ていただきましたが、

既存の１番、柱の部分、耐震改修にかかわるものということで、現場で１番のとこ

ろの柱を見ていただいたと思うのですが、正直あそこの場所が一番、入り口の部分

が一番低くて、やはり少し身長の高い方は頭がぶつかるような感じになります。あ

れを上げるということになりますと、また耐震の改修の関係の経費が少しかさむこ

とになります。したがって、私どもはできるだけ注意喚起といいますか、利用者か

ら少し天井が低くて利用しづらい、その部分だけは利用しづらいという形になるか

もしれませんが、少し天井が低いという注意喚起をしながら、既存施設を子どもを

中心とした施設として利用していきたいというふうに考えていますので。可能な限
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りやりたいというふうには考えていますが、現状ではなかなかコンクリートを削っ

たりする部分が少し難しいのかなというふうに考えておりますので、その辺はもう

少しできる範囲の中で研究しながら、対応していきたいというふうに考えています。

以上です。

10番（松原良彦君） １つお聞きします。屋根の除雪についてちょっとお伺いしたいの

ですけれども、はじめて屋根の上に上がって私みたのですけれども、雪が降った場

合、ちょうど下にたまるような格好になっているのですけれども、つくってから今

までそんなに除雪難儀しなかったのか、それとも今後あのままでいけば大雪になっ

たときちょっと困るのではないかなと思っているのですけれども、除雪関係今まで

どういうふうにしてきたのか、それをまずお聞かせ願いたいと思います。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 正直言うと私も一回除雪をしたことがありま

す、あの施設です。かなり大雪になったときに、あのとき既に竹の友幼児園がもう

できていたときです。竹の友幼児園を保健福祉課の職員である程度除雪して、あと

うちの原ケ崎交流センターも職員の手である程度除雪をした覚えがあります。おっ

しゃるとおり、銀色の屋根に雪が積もってある程度雪が堆積しますと、下の今皆さ

んが通ってこられた通路の２階のお話を聞いていただいたあの通路のところにも雪

がたまるような形になりますので、そうなりますとどうしても除雪というのはそこ

から施設の前に落としたりとかという感じの対応をする以外にありませんので、前

回もそういう対応をさせていただきましたので、特別除雪のための何か改修をする

ということは今のところは実は考えておりません。

10番（松原良彦君） それに関連してもうちょっとお聞きしたいのですけれども、今ま

では今ぐらいの雪ではもったというのですけれども、もう20年ぐらいはもたせたい

という意向もあるわけなのですけれども、鉄筋も弱っているし、屋根のスレートも

うまくないし、それから屋根の銀色のああいう部分も昔よりは滑りが悪くなってい

ると、だんだん悪い条件が重なってくるので、そこら辺屋根の勾配を強くするとか

何か、そういうのも考えていかないとうまくないのではないかと思うのですが、そ

こら辺はどうお考えですか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今屋根の勾配の話ですが、確かに屋根の勾配

を強くすれば場合によっては施設の今の通路の部分に雪を抱くことがなく、下のほ

うに雪が落ちるということになるかもしれませんが、屋根改修をすることでまた少

し構造上力がかかるという話になってもきますし、また既存の屋根自体も、屋根自

体先ほどちょっと話ししましたが、外壁の改修はある程度劣化が進んでいるので雨
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漏りの可能性があるので外壁は直したいけれども、銀色の屋根についてはまだ十分

活用できるという形で考えておりますので、それをあえてまた屋根勾配を強くする

形で屋根をふきかえるということは今のところは実は考えておりません。また、そ

れによって経費が必要になってくるというふうに思われますので、それはちょっと

今のところは考えておりません。

以上です。

５番（今井幸代君） 一番最初、池井委員よりも改修しかないのか、建て替えの余地も

あるのかというような質問もありましたけれども、そもそも今回の改修案に私はや

っぱり納得ができません。今回気密性を高めていろんな断熱材も入れてということ

なのですけれども、これをやって本当に快適性が確保できるのかというと非常に疑

問があります。今日はたまたま涼しかったですけれども、真夏、真冬、本当に暑い

ですし、本当に寒いです。私８月時間のあるときは交流センター、土曜日お邪魔し

ましたけれども、真夏の暑い日ですと10分として、読み聞かせコーナーにしようと

している遊びの子どもたちの遊具が置いてあるようなところは10分として正直いれ

ません。８月土曜日、私はほかの家族にお会いしたことがありません。友人の小さ

いお子さんがいらっしゃるお母様方に聞いても、あそこはちょっと、暑いし無理だ

よねというのが、率直な利用される方のご意見だと思います。

建物として20年は使えるかもしれないけれども、利用する人が20年間使いたいと

思える施設になるのかというと、私は非常に疑問を持っています。子どもたちの居

場所、遊び場を確保するということで、こういった改修案になっていますけれども、

例えばですが、今学童保育のほうは原ケ崎交流センターでやっていますが、これを

地域交流会館に、学童をあそこでやるのは夏休みと冬休み、長期期間のときですか

ら、それを地域交流会館で実施することによって、人の流れも意図的につくること

もできますし、にぎわいの場所として人を集めたいというそもそもの目的があるわ

けですから、そういったところで活用していくというふうな考えを持てば、もう少

し改修案を違う形にできるのではないかなというふうに思います。仮にこういった

サーキュレーターを置いたり断熱材を入れたところで、本当に真夏、真冬、酷暑、

厳寒、快適に過ごせるような空間になるのでしょうか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今のお話なのですが、正直既存の建物全館全

てがそういう快適といいますか、空調を入れるという形には、先ほどちょっと申し

上げましたが、考えておりません。したがいまして、図面のほうの白黒でもカラー

のものでも見ていただいてもわかるのですが、色がついていない、白になっている
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部分あるかと思うのですが、この場所については基本空調が入りません。したがい

まして、この辺についてはおっしゃるとおり、夏場はともすると気温が上がればあ

る程度暑くなる。ただ、空調といいますか、例えば扇風機みたいなものについては、

当然ある程度対応は場合によってはしたいなというふうには思っていますが、ただ

空調のいわゆるエアコンを入れるという考え方は持っておりませんので、今の今井

さんのおっしゃるように快適になるのかと言われれば、それは完全に全館快適にな

るのかと言われれば、全館快適には実はならないですが、ただ皆さんからある程度

利用してもらえるような部屋については、空調を入れることで既存施設を有効に活

用していきたい、それから児童の閲覧スペース、確かにここの場所は今の形で言え

ばかなりやっぱり暑いです。全てガラス張りみたいな形になっていますから、光も

かなり差し込んできますし、その辺は今後は例えばカーテンで遮光したりとか、場

合によっては先ほどちょっと話がありましたが、断熱シートなんかを張りまして、

少し断熱を抑えたりとか、あとは扇風機で少しある程度対応したり、場合によって

は読み聞かせコーナーのところを利用していただいて、暑かったり寒かったりすれ

ばそちらのほうに、皆さんからその部屋を利用していただくような対応をぜひして

いただければなと。子どもの居場所をある程度確保したいという考えから、既存施

設をできるだけ有効利用したいという考え方のもと、このような考え方に至ってお

りますので、すみません、このような答弁しかできませんが、そのような形で考え

ております。

５番（今井幸代君） 子どもの居場所づくりというところでトータルで２億6,000万円、

改修は8,000万円ですけれども、今回8,000万円を改修費で充てたとしても、また何

年後にはまた改修、また何年後には修繕みたいな形になっていくと、結局長い年数

をかけてかかる費用が正直建て替えというか、今回増築する部分の１億8,000万円プ

ラス図書室機能ぐらいでコンパクトに作りかえたほうが、長い目で見ると経済的、

合理的なのではないかというふうにも私は考えます。多く利用されるところはエア

コンを今入れるというふうな話ですけれども、今現在でもエアコンの入っている部

分が多数ありますし、実際それだけでも、今日はそうでもなかったですけれども、

透明のカーテンをばあっと入れて、本当にこの状態がいいのかなと思うと、やっぱ

り私は疑問だなと思いますし、いかんせんトータルで２億6,000万円をかけて原ケ崎

交流センターを20年間使うということの経済効果といいますか、利用効果、投資効

果が本当にあるのかと思うと、非常に疑問を持っています。それを私の意見として

申し上げておきたいなというふうに思います。
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学童を地域交流会館でやるように方向を持っていけば、もう少しこの改修案も変

えていけるのではないかなというふうに思うのですが、その辺はいかがなのでしょ

うか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今のところ地域交流会館のほうに児童クラブ

の機能を持っていくという考え方は今のところは持っていません。あそこには、後

で説明しますが、多目的なホールなんかも用意をすることにはなっておりますが、

どうしても児童クラブが利用するということになりますと、ある程度決まって、例

えば長期休業中だとかそういった期間ずっとその場所をある程度占用することにな

ってきますので、なかなか地域交流会館のほうはいろいろな例えば団体だとか大人

の方等々がこれからまちづくりのために多分利用する施設となるのだろうなという

ふうに思っておりますので、町としましては地域交流会館と子どもの使う部分、占

用する部分ですが、そちらはある程度すみ分けをして確保していきたいと、今のと

ころ考えているところです。

以上です。

14番（小池真一郎君） 私も今の意見とちょっと共通するところがあるのですが、まず

イメージとして竹の友幼児園というのは暑い、寒い、このイメージが恐らく皆さん

に浸透しているのだろうと。そこで先ほどの改築案の中で冷房施設も含めて全部変

えるという説明がありました。そういう意味で今までのコストと今後こういう改修

をした場合、経費の部分でかなり削減ができるのかどうか、ちょっとお聞きしたい

のですが。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） ランニングコストの関係でございますが、今

現在どういう形の設備を実際にそれぞれのところにするかという部分の今計画段階

ですので、細かい部分までは出しておりませんが、ただ気密性を上げたりするとい

う部分がありますので、当然気密性が上がれば暖房効率、それから冷房の効率もよ

くなりますので、そうなりますと、いわゆるランニングコストは当然下がってくる

というふうに考えております。コストについても検討する必要はあるという考え方

は持っております。

以上です。

14番（小池真一郎君） 私がなぜこんなことを言うかというと、今後交流センターは子

どもたちを多く集めたい、でも経費はもらわない方向で恐らく考えているのだろう

と思います。そうなると、この施設を全部町が維持管理費を出していかなければな

らないという大変大きな問題も出てくるのだろうと思います。そういう意味で１点
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だけお聞きしたいのですが、利用する子どもたちから利用料金というのは考えてい

るのかどうか、ちょっとお聞きしたいのであります。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 児童クラブの利用料の関係でございますが、

今も利用料といいますか、おやつ代を含めまして１日平日は250円、土曜日、長期休

業日の場合はおやつ２回食べていただきますので500円という形でいただいておりま

す。その考え方は今のところは変えるつもりはございません。

以上です。

６番（椿 一春君） 今ほどのランニングコストで私も暖熱費と、あとやっぱり暑い、

寒いという中でいろいろ話を聞いていく中で、やはり今現状の建物はどちらかとい

うと柱があって外壁があって中壁もなく、内壁もなく、従来の掘っ立て小屋という

ような構造であると思います。だから暑いし寒いし。やはりこの建て方も今コンク

リートむき出しのものがあって、非常に冷たい感じがあります。普通コンクリート

建てでも中のほうは木材を使った温かみのあるもの、そういうことによって中の室

内空間も快適さという温度も温かく保たれるというふうに考えるのですが、床だっ

てもコンクリートのところにタイルがじかに張ってある。中に断熱構造も何もない

ので結局もっと真剣に熱効率を考えて、どれぐらいのランニングコストを真剣にこ

れぐらいかかるということをもって、20年間のコストと今ここで改築をした場合と

いうことをてんびんにかけてもっと検討してみる必要があると思うのですが、今

2,000万円かけて改築しても、大体15年もすればまた手直しが必要になると思います。

一般の住宅でもそうですから、そういう途中改善のものと新たに建て替えるという

ことでランニングコストを主眼に置いて検討すべきではないかと思いますが、その

辺の考え、お聞かせください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） ランニングコストの関係なのですけれども、

当然どのぐらいのコストが必要になるかという部分の検討は当然必要になってくる

かと思いますし、てんびんにかけてという話ですが、現状それらの資料についても

少しお示しをしたいというふうには考えておりますが、ただ私どもこの施設できる

だけ、さっきも申し上げましたが、ある程度子どもの居場所として今後も活用して

いきたいということから、ある程度最小限の改修をしつつ、今までの機能を残して

ある程度整備をしていきたいという考え方を持っているものですから、この話をさ

せていただいているのですが、当然コストもどの程度のコストがかかるのかという

部分の話というのは、これから調査をしましてお話をするというような形も場合に

よってはさせていただきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願い
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します。

特別委員長（泉田壽一君） 今質疑がされているのは、冷暖の効果、ランニングコスト

の関係で言われているわけですが、ランニングコストというか熱効率の関係からい

くと、気密性、空気の流通をどれだけ防ぐかということが熱効率の向上に寄与する

わけでして、今現実において幼稚園の前廊下といいますか、外との仕切りのところ

が全て木製サッシ、木の建具になっているということは全く気密性がもうなしてな

いというのが開口部が全部なっています。ですから、そういう部分におきましては、

木製サッシを樹脂サッシにかえて対応するのか、それと冷暖に関しましては、例え

ば寒さをしのぐのであれば、ＧＨＰで床暖をやると。床暖をやれば温かさというの

は上へ上がるわけですから、それなりの効果があるわけです。そうやってみれば今

現実の中でＧＨＰが一番なんだろうということの中身。あと冷房に関しましてはや

はり今言ったように空気の気密性、どれだけ遮熱性をきっちりやるかですので、先

ほど現場で天井をジプトンとか何とかというような、それらしき話もしていました

けれども、やはり開口部とそういうところにおいての気密性がしっかりしなければ、

冷暖というのがやはり担保されないというのが建物の基本ですので、その辺も含め

た中で概算で8,000万円、9,000万円ありきではなくて、やはり予算というものはあ

るでしょうけれども、やはりやるからにおいては全体の今のこの委員会の質疑の中

で言われることは、やるからにはそれなりの効果を必要とすると、やって何にもな

らないようなことはやるなというのがこの委員会の恐らく大勢の意見ではないかと

いうように私受けとめていますので。ですから、金額ありきで走るのではなく、や

はりその辺を精査した中で幾つかの方法論があってしかるべきではないかと。それ

らを比較して対費用効果、投資効果でどうかということの検討のもとが要るのでは

ないかと、そのように私感じて聞いていたのですけれども、それらを含めた中での

対応でいかないと、一つの方向ありきではちょっと違うのではないかなと、そのよ

うな考えなのですが、いかがでしょうか。

副町長（小日向 至君） 以前に原ケ崎交流センターを再利用していきたいという提案

をした時点で、あれだけのものをあえてまた使う必要ないだろうというような話が

議員さんのほうからありまして、こちらのほうからは３つの提案をしていったわけ

です。したがいまして、半年以上前に戻った話をもう一回ここで今度議論すること

になるのでしょうが、これをクリアしないうち前に進めない。これはここに作ろう

としている生涯学習センターと全部一緒になっていくわけですから、根本的な話を

ここで今議論していますから、ここを一旦クリアしてわかったと、多少問題もある
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けれども、行こうではないかという話になるのか、その部分は絶対だめだよという

のなら、この事業自体を根本から見直すという議論になるのかという部分を先に議

論しないと、ここで単純に言えば光熱費がどうだこうだというような部分ではちょ

っとないなというふうに感じております。

もう一回確認させていただきますが、以前の資料今お持ちになっていないかもし

れませんけれども、基本的には、本当は図書館機能あそこに立派なものを作りたい

ということで一番初めは思っていたわけですが、本当に図書館だけを作るとすれば

あの建物を壊すにも二、三千万円かかるだろうという前提から６億円ぐらいかかる

だろうというお話をまずしました。だけれども、６億円かけてあの建物のところに

図書館を作っても、今子どもたちが遊んでいるあの面積は確保できませんよと。な

らば必要最小限の図書コーナーを作って、今ある施設をなるべく利用していきたい

と。だけれども、全く新しく増改築するわけではないのですよと。

もう一つの案というのは、全くあの部分を全面改築していきたいという提案をし

ました。このときも３億8,000万円ぐらいかかるかもしれませんと話した。だけれど

も、あんな建物全面改築したところでどうにもならぬだろうということから、新し

い施設を脇に作って今の施設、最低限必要な部分だけを作っていこうということで

すから、最低限金をかけずに今利用する部分はしたいということですので、完璧な

冷暖房はもともと求めていなかったつもりなのですよ、こっちは。その議論にまた

戻るということになると、まずそっからきちっと議論をしていって了解をいただか

ないと、選挙もあって一部議員さんもかわっていますから、そこから戻ってまたも

う一回この部分の議論をしていかないと、これから説明する役場の前の道の駅等に

ついても影響が出てくるというか、一体のものですから、その辺をまとめていただ

かないと、ちょっと、正直言ってどうしようかなという感じですので、委員長のほ

うからその辺あたりを少し、方向性を少しお願いできれば。

特別委員長（泉田壽一君） わかりました。今までの委員会の質疑の中でやりとりがあ

りまして、冷房暖房に関して快適性という、その快適性という基準というのが一つ

の目安になると思うのです。ですから、省エネの関係で夏場は省エネなどで28度な

のだということで、そこで対応すればそれでいいのだという基準なのか、24度、25度

に下げて快適にするのか。ですから、暖房においてもそうだと思うのです。ですか

ら、全く快適の部分がどこまでが許される範囲でどこまでで抑えてどの程度でやる

かという一つのひな型をつくることが、それに対しての対応、施設の改築に期する

ことになると思うので。ですから、子どもたちの遊ぶところだということの考えの
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中でいけば、冬場も夏場もどの程度の温度の中でどの程度の対応ができると。その

ぐらいでやればこのぐらいの関係だということができていくと思うので。今言われ

たように図書館機能、それから役場の前ののと一体ですので、それらを含めた中で

完璧といいますか、最大限度のところを求めるのではなくて、許容範囲としてどこ

までがというところで話がいくかと思うのですけれども、それを皆さんからどこま

でどうかという意見がありましたらお聞かせ願いたいと。

今の委員会の進行を聞いていますと、やるからには完璧に近いものがいいという

意見もあるようですけれども。そうなりますと、予算的な関係がまた出てきますの

で、恐らく予算の関係、現状全てを総括した中で、悪いですけれども、ある程度の

ところで妥協しなければだめなのかなというところもありますので、その部分に関

しまして皆さん今執行が言われたように、それがないと先へ動けないということで

すので、ご意見をお伺いいたします。その点に関して発言がありましたら、ご意見

ありましたらお願いいたします。

５番（今井幸代君） 子どもの居場所づくりということなのですけれども、そこで言う

今執行のほうがおっしゃられる子どもというのは、子どもって対象にしていらっし

ゃる、ターゲットにしている子どもの層というのをどの辺にまずは考えていられる

のでしょうか。例えば学童の子たち、あそこで地域交流会館占有するということで

だめだということであれば、子どもたちの居場所、今まで夏休みや冬休みは小学校

でも学童やっていたわけですし、やっぱり小学校は各地域の交流の核といいますか、

居場所の核になってくるわけですから、子どもたちの学童、長期休業中の学童は各

学校でやるというふうに考えても私はいいのではないかなと。前に戻るというよう

な形で、それでもよろしいのではないかなというふうに思います。

そう考えると、一般の閲覧スペース１と２を多目的ホールに並ぶような形にすれ

ば、本当に必要なスペース、図書室の機能だけという形になると思うのです。そし

て今ほど検討したら６億円ぐらいだったというふうにおっしゃられておりましたけ

れども、確かに２億6,000万円と６億円、金額的には大きな違いはありますけれども、

恒常的に、日常的に竹の友の駐車スペースは不足しておりますし、冬期間除雪が入

れば雪のスペースがあってさらに駐車スペースも少なくなっている現状があります。

そう考えればここ不必要といいますか、無理に残さずともここを更地にして駐車場

化することで、竹の友幼児園の職員の先生方、利用されている保護者の皆さんたち

の利便性も確保できるのではないかなとも思いますし、快適性がどこにあるのかと

いえば、やはり今庁舎内の設定は28度設定になると思いますけれども、それぐらい
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のやっぱり室温が確保できないと、なかなか町民の方たちが今日は交流センターへ

行こうかというふうに足は進まないのではないかなというふうに思いますけれども。

ここが決まらないと次に進めないというのは十分、十分理解はしていますけれども、

ただこのまま、はいどうぞともやっぱり言えないだろうなというふうに思っていま

す。

教育長（丸山 敬君） それでは、児童クラブに関しまして、なぜあそこに長期休業中

やることになったかの経緯を含めて、ちょっと説明させていただきたいと思います。

確かに今井委員さんがおっしゃられるように過去は各学校でやっておりました。

長期休業中になりますと、今は朝の７時半から６時半まで子どもさんを長期休業中

はお預かりしています。ふだんの平常日は放課後の４時ぐらいから６時半ぐらいま

での短時間です。それをお世話いただく指導員の方々はそんなに多くは必要としな

かったわけです。ところが、長期休業中各学校単位でやりますと、朝から晩まで指

導員の方を手配しなければなりません。そういうことから今は学校単位でやると２

カ所開設することになりますので、それをまとめて１カ所にやることによって、指

導員の方々に何とか今お願いをしてやりくりをしながらお世話いただいている、そ

ういう状況があります。今現在は、かつては小学校４年生、10歳ぐらいまでを一つ

の対象としていたわけですが、子ども子育ての新しい制度になりましてから、小学

校６年生までオーケーということになっておりまして、多い日は70人ぐらい子ども

さんが活動します。それを指導員の方々はお世話をするということから、なかなか

指導員の方々を確保するということは、今非常に難しくなってきています。特にこ

れからはそういう指導をされる方々も子どもの教育の一環を担うのだから、それな

りの資格なり知見を持った方を採用したほうがいいですよというような、そういう

方向に今来ています。そういう状況の中で再びこれを今度学校に分けてやるという

ことになりますと、非常に人員確保等の問題もありまして難しい、そういう状況が

あるのではないかなと、そんなふうに思っております。

それから、もう一点、夏大変暑いという状況があります。ちょっと個人的な話を

して恐縮なのですが、私の孫もこの夏休み中だけお世話になっているわけですけれ

ども、子どもたちが遊ぶ環境としては暑いときは暑い中で汗をかくということが、

実は体の調整機能を維持する上で非常に重要なのです。始めから終わりまで快適な

中にいると汗をかくという機能が退化してしまいます。これはまた健康上、非常に

大きな問題がありますので、私は孫に聞きますと、夏多目的ホールでかなり遊びま

くっていますが、汗びっしょりになりますけれども、暑いからという不満を聞いた
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ことはありません。ですから、先ほど委員長さんがおっしゃられましたように、ど

の辺のところで折り合いをつけてやっていくかということが、やはり空調問題等を

含めて非常に大事になってきているのではないかなと、そんなふうに思っておりま

す。

補足させていただきました。

10番（松原良彦君） 私の意見をもう少し言わせてもらいますと、私も交流センターは

取り壊して新しいのがほしいと、こういう願望を持っています。それで今ここに建

っている建物もそうですけれども、私が町民の方といろいろ話をした関係では、や

っぱり田上町は田上町の身の丈の状況、欲張らない、我慢する、そういうようなと

ころで縛りがあるとすれば、私は身の丈という言葉を重要視してやっぱり建てなけ

ればだめだと思っているのです。そういう意味においてちょうどこういう話が出ま

したからですけれども、どこかでやっぱり妥協点ということは、町民が考えている

ような身の丈という言葉で皆さんが納得するような状況で作らなければならないと

思っています。

以上です。

特別委員長（泉田壽一君） 今話出ていますけれども、参考までに先ほどとの話の継続

の中で、６億円程度かかるという話も出ていましたので、原ケ崎交流センターの今

現状の建物というのは平米数幾つなのですか。それで６億円程度かかるということ

は、平米数がどのぐらいの建物が建つのですか。その辺をもうちょっと具体的とい

うとあれですけれども、積算してしっかりと根拠まではいかないでしょうけれども、

概算で示していただきたいということです。

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） 結局今進んでいるように、ずっと継続した委員会のという

か、話のいろいろな場において継続してきたことの中では、基本的には改築でとい

う方向には。その改築がどの程度どこまでどうやるのか、どのぐらいかかるのかと

か、改築の方式とか中身が具体的に示されずに今日まで来ているわけです。ですか

ら、その改築が示されずに、今日も耐震の部分の関係と、それから天井、天張り、

冷暖の関係でということで話はされていますけれども、やはり皆さんが納得できる

というか、そうだなと言えるまでの資料といいますか、もとが提供されていないと

いうのも、我々委員会側から言わせれば執行に対して求めたいところなのですけれ

ども。

ですから、その話を進めていくのであれば、もうちょっと中身があってしっかり
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明示されたものが提供されれば、そこに検討して話は入っていくのですけれども。

12番（関根一義君） ちょっと私が理解してきたことと、今議論しているのが相当根本

的なところで違いが出ているので、あえて発言を控えていたのですけれども、私は

特別委員会つくった意味というのはこのような議論をもう一度やるというのが必要

だろうというふうに思って、私は特別委員会設置について賛成をしました。という

ことは、私たち要するに継続している議員は、ある程度の責任を持たなければだめ

だと思うのです。ということは、要するに原ケ崎交流センターの改築３案というの

が示されましたよね、示されました。今執行側の説明がなされましたけれども、第

１案は６億円か、第２案は３億8,000万円か、第３案が要するに２億6,000万円とい

う案が示されたわけです。ということは、その前段の議論があったわけですね、前

段の議論。原ケ崎交流センターの改築をもってこのまちづくり案を要するに成就さ

せていきたいという説明があったのだけれども、待て待てという議論になったわけ

です。原ケ崎交流センターについてはそんな効果ないだろうと、要するに改築にそ

れだけの金をかける必要があるのかと、あるいは投資効果あるのかという議論にな

って、そして要するにいろいろ検討案が出されて、ここがちょっとずれてくるとこ

ろだと思うのだけれども、認識が変わってくると思うのだけれども。第３案を選択

したと、議会としてはということになっているわけです。私はそういうふうに理解

しています。

第３案を選択することについて、反対の意見というのはなかったわけです。ただ、

いろんな疑問は提起しつつも、要するに反対意見がなかったということになってい

ますから、議会としての流れからしたら要するに改築の方向にゴーサインを出した

と、それも全面改築だとかということではなくて、最小限の改築にとどめれよとい

うことを条件にしたわけです。最小限の改築にとどめれよというのは何だったのか

というと、要するに学童保育、児童クラブをそこで実施したいということだったの

で、それに対する要するに最低限の改築というのは必要だろうと。したがって、耐

震補強工事というのは必要だと。そのほか子どもたちがそこで児童クラブとして活

動する最小限の補修、これでいこうではないかという、そういう方向で議論してき

たと。私はこれが私たちが３月議会までに議論してきた経過だと思っています。で

すから、これを私たち３月の段階まで、議員している私たちの責任です。

今新たな議会体制になったわけですから、新たな視点でまちづくり案について改

めて要するに意見を提起するというのは、それは大事なことだと思います。ですか

ら、私はそういう議論経過はあるけれども、それは踏まえているけれども、新たに
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これで本当にいいのかと、こんなものだったらやめてしまえという議論があっても

私はいいというふうに今思っていまして、発言するのを控えていたのですけれども、

そこのところをやっぱりひとつ私は要するに尊重していく必要があると思うし、も

う一つはそれが納得できないということであれば、特別委員会の中でもう一度議論

をし直すというふうにして、委員長の采配を求めるということ以外道はないのだと

いうふうに私は思います。

特別委員長（泉田壽一君） ありがとうございました。今関根委員から今日までの流れ

と経過るる説明を補足していただきまして、大変ありがとうございました。

今までの議論を聞いていますと、改築ということでその流れになったと言いなが

らも、やはり個々の議員の中で改築に対しての消化不良があるのではないかと。で

すから、その消化不良がこの場にまた出てきて異論が出ているのではないかという

ような気があります。ですので、その消化不良の部分といいますか、いまいち納得

できない部分に関しましての説明といいますか、質疑の中で求められるわけですが、

それに際しましてもきっちりと執行側がその中に踏み込んで説明できるだけのもの

が至っていないという部分もあるでしょうし、特別委員会の委員側のほうも消化不

良の部分がやはりある程度残っていて出てきているということの中のやりとりだと

思いますので、その部分をきっちりと整理しまして、とにかく３案の改修でいくの

だということの前提がまずあって、それに際して最小限度ということの執行の説明

がありまして、その中でもうちょっと具体的に最小限度というのがどこまでどうで

ということが個々のるる、先ほど現場へ行って一番重要であると言われてきた雨漏

り、今日までずっとそれがなかなか雨漏りしているところがわからずに数年にわた

って苦労してきたわけですが、それがようやくわかったと。ですから、その対応も

方法論もここで見つかったし、できるということですので、それらを含めた中で具

体的に、雨漏りだけではなくて、もろもろのことに関してももうちょっと個々の改

築の計画の中を説明していただけるか、踏み込めるかということなのだろうと思い

ます。

副町長（小日向 至君） すみません。繰り返しになると思いますが、２月16日の全協

のときに、今関根委員さんがお話されたとおりの経過になったというふうにうちも

承知していまして、当初予算で今の既存の建物を最小限に利用するための修正をど

の場所をどのぐらいかけるとそれができるのかという調査費を予算計上させていた

だきました。100万円ぐらい、経費的には。そのぐらいの経費でお願いします。その

結果が今日出たわけです。そして実施設計しているわけでも何にもないわけですか
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ら、現場に行ってこうです、こうですという説明をして、8,000万円ぐらいかけると

今日説明したぐらいの改修はできますと。だけれども、もともとこちらが考えてい

たのは、全面改修して何億もかけようという気はもともとなかったし、議員さんの

ほうがそんな建物ではないではないかという話ですから、壊して捨てるよりはもっ

たいないから利用するだけ利用したいという前提で来ましたから、当初予算でそう

いう調査費を計上し、今日調査して説明した以上のものは実を言うとないのです。

もっとわからないところがあれば説明をもう少ししますが。

これからなのですけれども、こういう方向でいいではないかということになった

ら、今後そういう方向のきちっとした実施設計に入ったときに、もう少し、椿委員

お話しされるように、窓ガラスをペアガラスにすればいいとかという話の議論にな

っていったときに、お金は増えますけれども、プラスしますかと。だけれども、光

熱費、要するに断熱効果というのはどれだけになるかというのもそこでまた積算さ

れますが、現状の状況の中で今ここで設計事務所に積算せいと言っても、それはち

ょっと酷な話ですので、ご勘弁願いたい。

だから、お願いしたいのは、従来の方向性の形で進んでいくぞと。ただし、問題

のある場所についてはそれぞれ修正を加えながら進むぞということを、今日きちん

と確認いただければ大変ありがたいなということでありますので、よろしくお願い

します。

12番（関根一義君） 委員長にお願いがあります。先ほど私は３月議会までの流れにつ

いて、私の受けとめを話をさせていただきました。しかし、その議論というのは全

協の場での議論ですから、議会としてこういう方向でいくのだ、それについてよろ

しいですね、はいわかりましたという、いわゆる決議をするだとか了解を与えるだ

とかというところはしてきていないわけです。全体の討論の流れの中でそれぞれが

受けとめている中身なわけです。ですから、私もそういうふうに受けとめています

から、そんな流れになっていないではないかという声があってもしかるべきではな

いかというふうに思っていまして、委員長、そこでかなり要するに受けとめが差が

あると思うのです。委員長も先ほど話がありましたように。ですから、一回フリー

討論してみる必要があるのではないでしょうか。本当に原ケ崎交流センターの改築

なのか、この案について本当にどういうふうに思っているのだという議論が必要な

のではないでしょうかというのが私の思いです。

特に私は貴重な意見として先ほど来意見は聞かせていただきました。そういう流

れではあるけれども、もっと安全性については要するに金の問題ではないぞという
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意見、笹川委員から指摘強くされたということだと思います。それはそのとおりだ

と思います。２億6,000万円で上がるのだから２億6,000万円の範囲内でやれなんて

いうことは、それはできない。我々としても子どもたちの安全を考えればできない。

もう一つは、将来のランニングコストを計算しているのかと、そういうものをも

含めてこの案でいけるかどうかの議論が不十分ではないかというのが椿委員の意見

だと私は、委員長、受けとめております。今井委員の意見も受けとめました。そう

いう意味からしたら、町長から関根の云々なんていう話がありましたから、あえて

発言させてもらっていますけれども、私たちとしてももう一度スタートラインから

議論してみることも必要なのではないかなというふうに思っていますが、委員長の

判断を求めます。

特別委員長（泉田壽一君） 今ほど関根委員からの意見がありました。全協を重ねて今

日までずっと来ているわけですが、特別委員会を立ち上げて今日が２回目というこ

とで、中身に入っているわけです。ですが、やはり経過の中で皆さんの発言を聞い

ておりますと、やはり温度差といいますか、そこに違いがある程度感じられる部分

がありまして、ですからそれをどういう対応でまとめるかと考えたときに、今言わ

れたように個々の思いは個々の思いとして消化不良の部分も含めてフリートークと

いう形で一回皆さんの意見を出していただくのもこれもまた大事なことかなと。で

すから、出していただいた中で、出しっ放しではなく、その中でまた方向性といい

ますか、先ほど執行のほうからもお話がありましたように、根幹をなすものであり

ますので、それが決まらなければ先へ動けない、先へ進めないということでもあり

ますので、一応今日はこれからの時間は、ではフリートークをやりまして、時間は

いっぱいありますので、午後からもやりますので、午前中はそのような意見の中で。

それから、今日の日程、要請されている説明もまた視察してきた検討委員会の結

果等も全て、それが継続していくというか、先へ続くわけですので、それらも含め

た中で、午前中はこれからフリートークという形の中で皆さんの思惑というか思い

を出していただきたいということで委員会をやっていきたいと思います。

６番（椿 一春君） 今までの議論の経過の中、全協の中で着々と決まっているという

ふうな執行側の認識もあるのですが、私の認識としてはたたき台のたたき台で、何

にもないからともかくたたき台で、仮の案を作って、ともかく検討の題材を作って

いかないと先へ進まないのだという、そういう説明を常に受けていましたので、一

番最初私やっぱり図書館機能が本当に隣に加茂市もあり、図書館というものは本当

に必要なのかというものもあるので、従来どのぐらいの規模で設備をするのか、本
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当に満足するような図書の種類がそろえられるのかという、そういうことも質問し

てきました。今日にもまた言っていることは、将来的なランニングコスト、今本当

に冬は寒く、快適性というもの、公共のものであればやはり大人も入り、子どもも

入る図書館という名前のものですから、やはり空調関係は快適である必要があるの

だろうということと、それでランニングコストの面と改築費用、最小限にやっても

もっとお金をかけたほうがやはりランニングコストがおさまったり、長い目で見て

町の損失が少なければそれでいいのだろうということで、また改築の方法であって

も、こういったほうがいい改築ができる。もしもここまで金かけてできないのだっ

たら、少し規模を小さくしても建て替えたほうがいいのではないかという、そうい

う選択肢がこれからまた議論にあるというふうに私は感じていたので、まだ今委員

長が言われるように本当に消化不良の状態でございます。

以上、私のフリートークです。

２番（笹川修一君） 実は新人として、もう一回ちょっと今までの流れを教えてくださ

いということで、教育委員会にお願いして３名の方やってもらったのです。要はど

ういう流れかわからずに私がなって、いや反対ですと言っても仕方ない。前もって

の議論があってこその出てきた話ですから、それはそのとき私が立候補したわけで

はないので、先輩方が議論したのがそれで今の流れになっておりますよという。そ

れで原ケ崎改修工事とかもろもろあって、今の流れで進んでいますよという流れを

聞いていたのですけれども、実際今日の話聞くと全然違うのだなと、内容がまた違

ったふうに感じましたので、これはどうなのかなと。やっぱりこういう会を今まで

やってこなかったのかなというのが素朴な疑問として、新人として私今思っている

途中です。

もう一点、改築、建物ありきから、一番大事なことは要はどういうコンセプトで、

田上町としてどこを拠点としてコンセプトを持ってここを改築するのか、新築する

のか、そこが一番欠けているのかという見方もしているのです。というのは、よそ

の町と違ってうちはここに力を入れていきますよ。田上の顔としていますよと。私

だったらこれから議会一般質問しようと思っているのですけれども、子育てしやす

い優しいまちですよというテーマで、そのためにここを改築して、そして幼児とか

小学校３、４年とかそこまでの年代をそこで遊んでもらう、また教育してもらう、

そういう施設。私は三条のスマイルランドよく行くのです、孫たちが行きますので。

皆さん栄町に行ったことありますかね。スマイルランドって非常ににぎわって、今

テレビでも結構取材来ています。ああ、いいなと思って。そういうところも非常に
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ありますので、それと要は子育てしやすいというか、そういう環境をメーンに今後

田上の顔として、多少改築ですからそんなにきれいではなくても、中身こんなに違

うのですよということでうたっていけば、全く違った意味である。そうしたら静と

動という内容でコンセプトありますけれども、静ではなくて動でなくて、要はそう

いうキーワードを使いながら、コンセプトをしっかり定めながら、そのために誰が

使うのだということがわかれば、使用者に合わせた建物ができ上がるはずです。

今聞いていると建物が先にあって、誰が使うのかが逆になってくるのではないか

と。そういう施設になってきているのではないか。それはもちろんお金もあります、

予算もありますが、大事なことなのですけれども、でも使用者、その親御さん、小

さな子どもをお持ちの方、全天候型、遊べる場所ないのです。ですから、三条のス

マイルランド、私近くで雨が降っても雪が降ってもいいから使えるのですけれども、

そういうところをどんどん使っていく。また、子育て支援センターというか、そう

いうのもまた私もこの間取材して見てきましたけれども、大分利用されていると。

そういう意味で考えたときにどこに重きを置いた施設にしていくか。これ一番、一

番キーワードだと思うのです。そこをしっかりして、だからこうなのです。だから

多少改築でもそれはやっていきましょうという内容でもいいのかなと。もう一回そ

こだけちょっと根っこの部分なので、ここをしっかりと定めていきたいなと。定め

ていってもらいたいなと思っております。

以上です。

８番（熊倉正治君） 私の考えはそもそも地域交流会館作るというのは、この前に用地

もあるし、その中で都市再生整備計画、これが一番私はもとなのだろうと思います。

言い方をかえれば交付金、補助金ありきの事業で、私はここまで走っているわけで

すから、しようがないというふうに私は認識をします。

ただ、道の駅そのもの、地域交流会館はこの前に作るということと、あと今問題

になっている原ケ崎交流センター、これは以前の私ども議員の任期の中では、先ほ

どから言われているように３つの案を示されて、改築と増築を含めた案でいきたい

という方向で私は走っていたのだろうと、私も認識はしていました。

ただ、その中であの建物そのものが寒いとか暑いとかいろいろ地域の皆さんから

言われていて、あのままで直して大丈夫なのだろうかという、心配はあるのだろう

と私も思いますけれども、ただ補助金、交付金ありきの事業で進むという、言い方

は悪いですけれども、そういう形でいくとすれば、原ケ崎交流センターも私は改築

と増築を含めた計画でこのまま進めていっていいのではないかと私は思います。そ
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うしていかないと、４割の補助がもらえないという状況は多分出てくるのだろうと。

もともと私の前職は事務屋でございますので、そういう言い方にどうしてもなりま

すけれども、この都市再生整備計画にのっとっていくとすれば、この計画でいかざ

るを得ないのではないかなというふうに私は今思っています。

以上です。

11番（池井 豊君） 私は、そもそもこの建物は機能的には最悪な建物だと思っていま

したので、小さくても建て直しというような主張をしてきたと思っています。ただ、

その流れの中で３月予算議会の中で、改修の調査費を盛り込むということを私も含

め認めましたので、私は建て直しがいいと思っていたけれども、改修という流れに

なったのだなと認識しておりました。ですから、この改修計画で、ただ機能的な部

分としてちゃんとしたものを保証するような改修というのを進めていくという前提

ですけれども、今熊倉委員も言ったように、今までのいろいろさまざまな流れの部

分のことを見れば、改修という流れで進んでいくべきだろうと思っています。本当

は建て直しがいいけれども、流れ的にはもうそういうふうに我々が３月議会で認め

てきたという流れもあるので、そういうふうに進めていくべきだろうと私は思って

います。

議長（皆川忠志君） 今日は交流センターの改築ということで説明をするということで

現地へ行ってきたわけですけれども、今ほど関根委員からも３月の経緯お話しいた

だいたのですが、私も１年生議員と一緒で当時はおりませんでした。今ほど予算の

関係でお話はあったのですが、道の駅等の検討委員会というのは外部の検討委員会、

これは町が設置してあるわけですけれども、ここの外部の検討委員会の中でも既に

原ケ崎の交流センターはこうするのだというような説明をされているのです、この

中身からいくと。ということは、町執行側とすればそのときにはもう交流センター

はこうするのですという議会の結論ではないですけれども、私いなかったので何と

も言えませんけれども、議会としての流れの中ではそういう部分だったのだろうな

というふうに思います。

それから、外部を含めた有識者の会議の中でもそのことが流れているわけです。

のであれば、これはもうそんなに時期が迫っているわけではないですけれども、そ

ういう有識者会議との関係も踏まえても、そういう対処をしていかなければいけな

いかなというふうに私は思います。そういう意味では今日の執行側のが賛成とか反

対ではなくて、改築したときに、子どもたちあるいは町民の皆さんがどうやって快

適に利用していただけるかと、こういう議論が今日されるのだろうなというふうに
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思っていたのですけれども、こういうふうになるというのはちょっと私も想定外の

ことだと思っています。

そういう意味ではいろんな意見があってしかるべきだとは思いますけれども、私

の意見とすればそういうもろもろの状況を踏まえたことを、既に進んでいるわけで

すから、やっていく必要があるかなというふうに思います。

以上です。

３番（小嶋謙一君） 今までずっと話をお聞きしていまして、まず今回の調査の結果を

踏まえまして、ちょっと意見を申し上げたいのですけれども、まず基本的には今現

在ある施設を全て利用しなければ、使わなければいけないのかなと今私思っていま

す。例えば私の考えなのですけれども、この平面図を見まして、⑧というのは全て

そこから半分は要らないのではないかと。逆に言うとホールとそれから閲覧スペー

スですか、その２部屋、それから新築する学習スペース、そのものであって、あと

８番というほうはみんな取り壊して広場でもいいし、駐車場でもそれはいいのです

けれども、そういうふうなやり方もあるのではないかと思います。

私のバックには先ほどから上がっている児童クラブがございます。児童クラブと

いうのは先ほど笹川委員も言われましたけれども、スマイルとかそういうのもろも

ろ各地域あるのですけれども、佐藤補佐が先ほど交流会館のほうに入れる必要はな

いのだ、考えはないということをおっしゃいましたけれど、私は交流会館の中に児

童クラブを移すなり、要するに期間限定ですから、そういうところがむしろあった

ほうがにぎわいとかそういうのを確保できるのではないかと思っています。だから、

そういうことでちょっと話前後しますけれども、先ほど現地見たときにシーリング

コスト等いろいろお聞きしました。そしたら設計者のほうから大体300万円、佐藤補

佐のほうから150万円ということですけれども、300万かけてどのぐらいもちますか、

５年間だそうです。５年ごとにそれだけの費用をかけて見ていくというコストもか

かるわけなのです。だから、その辺も総合的に捉えて、まず施設全体を使うのでは

なくて、今あるところでもって半分、少なくともホールとか子どもの遊び場とかそ

ういうのを雨天でも遊べる場所の確保という点で、半分確保して、あとの半分は要

らないのではないかという私の考えです。

10番（松原良彦君） それでは、私の考えを少し述べさせていただきます。

私も一般質問で町長に最低限の改修とはどういうところ、どのぐらいかかるのか、

そういう質問をしたところ、まだこれから検討中、作成するということで、最低限

の改修の費用はどことどこと幾らかかるという返事はもらっていませんでした。で
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すから、今日最低限の改修も出てくるだろうし、いろんなところの人からの問題も

出てくるだろう。それから、町民アンケートの人からもやっぱり同じようにこの建

物はだめだという意見も出てくるだろう。そうなると、やっぱり今日が出発点にな

るのではないかなとは思っています。

それで先ほど私も言いましたとおり、屋根の改修の件、私これは絶対しなくては

だめだろうと、私思っているのです。あの勾配のないようなところに雪が積もって、

そしてまた大風で雨がバシャバシャ降るとどうしてもはね返りの水が中に入ってく

ると、そういう構造を持っているし、そしてまた出っ張った換気塔みたいなのが３

つも４つもあればそこに吹きつける風当たりも強い。だからそういうものをなくす

るのも最低限の改修かなとは思っていたのですけれども、それもなしということで、

皆さんの言うとおり今日反対か賛成か多数決やらないと前に進まないのでしますけ

れども、私もどうしていいか、ちょっと決定する意思が動いているのですけれども、

そこら辺もやっぱり多少前に戻っても仕方がないかな、話がきっちりつくまではや

っぱりそういう点でいったほうがいいかなと思っております。

以上です。

特別委員長（泉田壽一君） ほかにございますか。では、フリートークは皆さんの思い

と意見は出あげたということでいいですね。

（はいの声あり）

特別委員長（泉田壽一君） では、これからそれらを整理した中でこの委員会を進めて

いきます。

日程的に見まして、原ケ崎交流センターの改築の話で今意見が出ているわけです

が、今後説明があると思いますけれども、日程的の中で国に対してのヒアリング、

それから交付金の申請、決定等いろいろ時間的制約と言いますか、全てがレールに

乗った上で物は進んでおりますので、それはそれとして大事な基本でありますので、

それに間に合わない、交付金が決定しない、ヒアリングではねられたということが

ないように進めていくのがこの委員会の務めだろうと思っておりますので、一応話

は話としてどうでしょう、ここまで出あげた中で、あと午前中、残りを執行のほう

で説明、次行きますか、どうしますか。

副町長（小日向 至君） これからの説明の中で、今議論されている施設も含めて全体

の流れも説明しますから、もしよかったら、それら全部お聞きになってから今の話

をまとめるのであればそっちのほうがいいかなと思いますので、時間もったいない

ので、このまま進めさせていただいたほうがいいかなと思いますので。全ての情報



- 29 -

をお聞きになってからのほうがいいかなと思いますので、時間がまだありますから、

説明させていただけませんでしょうか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） それでは、資料ナンバー２のほうに移らせて

いただきます。

住民説明会、住民アンケートの集約結果の要約版ということで、お手元に資料を

お配りさせていただきました。ここでは要約版と書いてありますので、要約させて

いただいたものですので、そのように見ていただきたいと思います。まず、住民説

明会は212名の参加がございまして、42名の方から質問が寄せられております。意見、

それから質問数多く寄せられております。主な意見ということでここに載せさせて

いただきました。まずは道の駅、休憩施設、情報発信施設を含めた地域交流会館に

対するものということの主な意見でございます。現在の403号線が県道になって商工

関係が衰退すると思われるので、バイパスの建設、役場前にそれを作るのは反対だ

と。ある一方ではバイパス沿線上にはこういうものが全くないので賛成であると。

それから、情報発信の拠点施設としてぜひ位置づけてほしいと、大筋は賛成である

と。それから、新しく作る駐車場というのは役場の駐車場と相互乗り入れができる

ようにというようなご意見がございました。

それから、質問については、ホール300人というふうに話をしている根拠はどうな

のかと。それから、道の駅をつくっても集客が上がらないと聞いているが運営上大

丈夫なのかと。それから、にぎわいというのはどういう形で捉えているのかとか、

それから地域交流会館は誰のためにつくる施設なのか、町内者のためなのか、町外

者のためなのかとかという部分。それから、新潟方面からのアクセス、引き込み線

ですが、どんなふうに考えているのか、乗り入れは可能なのか、大型車、観光バス

の乗り入れは可能かというような感じの内容がご質問として出ました。

原ケ崎交流センターに対するものについては、主なご意見としては建物は非常に

不便であると、建て替えたほうがいいというご意見もありました。それから、雨漏

りがあって改修しても大丈夫なのかという心配があると。それから、増築部分に図

書機能を持っていくことはできないのかというようなご意見がございました。

質問については、全面改修、取り壊し後に新築、改修、増築にかかる試算比較を

聞きたいと。蔵書の数をどのぐらいと考えているのかとか、現在の積立金では建設

費は不足するのではないかというようなご質問が出ていました。

それから、その他ということでありますが、これは運営の部分です。図書館の関

係で専門的な人も検討委員会に入れるべきではないかという部分、それから住民説
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明会に来れない人のために資料の公開とかアンケートに回答することはできないの

かというご意見。それから、子どもたちのことを考えるのであれば、原ケ崎交流セ

ンターの完成を先にしたほうがいいとかというご意見。それから、住民説明会での

質問、意見については何らかの形で広報してほしいというご意見がありました。

それから、ご質問については、既存の公民館、民俗資料館、今後どのようになる

のかというようなご質問。それから、検討委員会のメンバーの構成、それから住民

説明会での町民の意見、それからアンケートの集約というのは誰が行うのかと、最

終判断を下すのは誰かという部分。それから、補助金の獲得状況はどのような感じ

の見込みであるのかと、町の持ち出しの金額はどうなのかと。それから、道の駅を

整備しないと補助金は出ないのかというようなご質問が住民説明会の会場の中では

ご意見、ご質問等がございました。

それから、住民アンケートでございますが、資料ナンバー３のほうをちょっと見

ていただきたいと思うのですが、道の駅に関する意見集約結果、アンケート集計結

果ということでありまして、こちらのほうにどのような意見をいただいて、現状に

対する町の考え方ということで、それぞれまとめてあります。これを全て説明して

おりますと、時間がちょっと足りませんので、こちらに要約したものをそのまま幾

つかピックアップしてございますので、その説明で説明とさせていただきたいとい

うふうに考えております。

まず、住民アンケートですが、投書の数54枚、54人分だと思いますが、いただき

ました。皆様のお手元にある下線を引いた内容については、敷地面積、必要となる

経費等から見まして、現状では少し難しいのかなと思われるものについて表示をさ

せていただいております。まず、休憩機能、道の駅に関するものというご意見でご

ざいます。トイレ、男女とも数を多めにしていただきたいと、できれば少しゆとり

のある広目なつくりにしていただけないかと。洋式だとかウォシュレットとかオス

トメイト対応、人工肛門の洗浄の対応という部分ですが、そういった対応もぜひし

てほしい。それから、多種用スタンドということで、例えばガソリンとか充電式、

水素などを設置してという話がありましたが、ガソリンスタンドとか水素スタンド

のところは下線が引いてありますが、ガソリンスタンド、通常の民間のスタンドも

ございますし、水素については設置が何億というお金がかかるという話ですので、

なかなか設置も難しいのかなというふうに考えております。それから、町に大きな

イベントがない、広場は無駄ではというようなご意見。駐車スペースは少し広目に

とってほしい。それから、足湯の設置、それから子どもの遊べるスペース、大型遊
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具の設置だとか、大型トラックがなるべく入らないようにと、人が集まるところに

安全確保のために入らないようにしていただきたいというご意見がありました。

それから、情報発信に関するものですが、ご意見ということでにぎわいの核とし

まして町内のいろんなもの、農産物だとかそういったものの販売をぜひしてほしい

と。食を少し出して食べられるような施設があるといいと。それから、道の駅は投

資効果が重要で集客があっても収益がなければ継続は難しい。次、ふれあい動物園

の設置。それから、コンビニは必須だろうと、直売所も含めて設置したほうがいい

だろうというご意見。それから、人の動線ということでアプローチ雁木を広くとっ

て、直売所、フリーマーケットで活用してはどうかと。それから、障害者雇用の場

を設けてはというような情報発信の中でのご意見がございました。

それから、地域交流会館に関するご意見ですが、いろんな大きさの部屋を設置し

ていただきたいと、それから大ホールには電動式の机、椅子をというふうになって

おりますが、電動式は少し経費の分で今難しいかなというふうに捉えております。

それから、音を気にせず防音があるようなスペースを設置してほしいという部分、

絵画展示とかダンスなどもできるホール、多目的利用をしてほしいと。ホールは現

状では狭いので、附属の部屋、更衣室だとか控室だとか収納なんかも設置がいるの

ではないかと、研修室はここまで要らないのではと。公民館利用団体の意見も踏ま

えて、早い段階でそれらを参考にすべきだろうというお話がございました。それか

ら、冷暖房の完備、トレイは洋式でと。それから、できるだけ同じような機能の部

屋は作らずに、役場、保健センターの有効活用もぜひ考えてほしいというような話

がありました。

原ケ崎交流センターに関するものという話ですが、ご意見です。全館冷暖房をと

いうご意見もありました。これはホールが冬寒く、夏は暑いという話でありまして、

ただ完全な空調でなくてもある程度利用者が不便のないよう空調を備えるべきだろ

うと。図書館機能は児童から高齢者までがゆっくり閲覧思考できる環境をと、児童

コーナーだけ空調がないのはどうかと、読み聞かせコーナーはぜひつくってほしい、

ここには空調設備を入れてほしいというようなご意見もありました。それから、子

どもの数が減少しているので、施設を拡充する意味がないのではというようなご意

見もありました。既存施設が古いと、増築には反対だと、建設するなら駐車場に単

独あるいは公民館跡地に設置したらどうかというようなご意見もありました。天井

の低さは構わないけれども、雨漏りは直してほしい。それから、施設内に飲食がで

きる場所があってもいいのではないかというご意見、それから施設がなかなか誘導
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サインがわかりづらいので、改修の場合は誘導サインをわかりやすく設置してほし

いというご意見がありました。

それから、その他に関するものということで、ご意見ですが、マイクロバスによ

る町内巡回をと、これは地域交流会館ができたときにそのような感じの巡回をぜひ

やっていただけないかというようなご意見がありました。それから、この施設の建

設に当たって助成金を受けても町の財政負担が大きいので、道の駅、それから地域

交流会館の設置は必要ないだろうと、これは現公民館の改築のほうが403号線沿いの

衰退を防ぐことになるというようなご意見がありました。補助金活用の目的ではな

く、住民、子どもたちのための道の駅を考えてほしいと。田上に移住したいと思う

ぐらいのそういったものをぜひつくってもらいたい、そういう成功者の意見を聞い

てほしいということです。それから、道の駅だけでは十分な利用活用にはつながら

ないだろうと。いろんなのサッカーグラウンドとかそういう施設をつくってはとい

う話でしたが、これは少し難しいかなというふうに考えています。それから、町民

全員、健常者、それから障害を持った方、お年寄り、それから子どもが集まれる場

所として全員が利用できるような施設にしてほしいと。道の駅の中に障害者の就労

の場を設けてというような形のご意見がありました。一応要約した内容については

以上であります。

引き続き話をさせていただいてもよろしいでしょうか。

特別委員長（泉田壽一君） はい。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 資料ナンバー３は先ほどお話ししましたとお

り、皆様後で、要約したもので説明させていただきましたので、３の説明は割愛さ

せていただきます。

引き続きまして、資料ナンバー４ということですが、今まで道の駅等整備検討委

員会を３回実施しております。１回目は４月の28日、道の駅等整備に係る経過説明、

今後のスケジュールということで、議員の皆様のほうにお示ししております資料を

そのまま委員会のところでお話をさせていただいておりますので、同じ資料になる

のですが、経過説明、今後のスケジュールについてお話をさせていただきました。

そこであったご意見について、要点をここに入れてあります。まずご意見の中では

原ケ崎交流センターに図書機能、図書館整備をしたいという説明があったけれども、

説明を聞く限りでは学習室、児童が中心のものなのかと。せっかく整備するもので

あれば、受験生、大人などがゆっくりした環境で安心、集中して勉強できる場所も

必要ではないのかというご意見がありました。下には一応答えということで一般用
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の図書を置きたいということで図書館機能を強化したい。それから、これは全ての

方が利用できる学習室をあわせて設置したいと。学習室は既存の施設では機能的に

不足するので、増築により設置したいと考えているという形でお話させていただい

ております。

それから、原ケ崎交流センターは小・中学生が安心して過ごせる場所にしてほし

い。ただ、既存の建物については旧竹の友幼稚園であり、そのまま残すことは負の

遺産だと思っていると。建物の中を改修しても雨漏りしたりしている状況では不都

合だと思う。改修及び増築で決定したのであればやむを得ないが、どのような経過

なのかということで、先ほど来ちょっと話がありましたが、施設を全面改修した場

合、取り壊し後新築した場合、既存施設の最低限の改修、それから必要な機能の部

分を増築するという３つの案で検討してきましたということのお話をさせていただ

いております。議員の皆様からも施設を全面改修しても３億8,000万円もかけて、そ

れだけの価値があるのかというご意見もいただいておりますというお話も、検討委

員の皆さんのほうにはさせていただいております。新築の場合は６億円の経費がか

かるということで、地域交流会館の整備も合わせて計画をしている都合上、なかな

か経費的には厳しいという部分のお話をさせていただいております。それから、既

存の機能であります児童クラブを含めた子どもの居場所がなくなると、したがいま

して必要最小限の改修、それから必要な部分を増築するということで、それプラス

安全上必要な耐震の診断、雨漏り、それから用途の変更などによる最小限の改修を

行いまして、既存施設で不足する学習室を増築で整備したいというふうに考えてい

るというようなお話をさせていただいております。

それから、（仮称）地域交流会館を整備した後、現在の公民館の建物はどうするの

かということで、書いてありますとおり、安全性の問題もありまして、取り壊しを

考えておりますというお話をさせていただいております。

それから、403号バイパスからの直接乗り入れについては可能であるのかどうか、

それから集客能力を上げるためには直接的乗り入れは必要であるということで、今

公式ではなくて非公式でありますが、公安や県との協議を進めているところでござ

います。したがいまして、そういった直接的な乗り入れは当然必要かというふうに

思っていますので、スムーズに入れますように協議をしていきたいというようなお

答えをさせていただいております。

それから、コンビニエンスストアの参入部分についてはどのように考えているの

かという話でありますが、コンビニエンスストアについては現状では設置が正式に
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決定したものではない。ただ、にぎわいを創出する部分としてのたたき台として図

面上配置しておりますと。委員の皆様のほうからほかににぎわいの部分についてご

意見等があればぜひお聞かせいただきたいというような形のやりとりをさせていた

だいて、第１回目は終了してございます。

それから、第２回目の会議でありますが、６月30日の日に第２回目の会議を開催

しております。これは６月29日、６月30日に道の駅等整備検討委員会の視察を実施

しております。視察については福島県磐梯町の道の駅ばんだい、それから栃木県塩

谷町の道の駅しおや、それから栃木県栃木市、旧藤岡町になりますが、道の駅みか

もという３カ所の施設を視察をさせていただいております。

そこで皆様のほうにも施設の配置の案ということで前回のときにお示し申し上げ

ましたが、配置図の案を提示させていただきまして、まずは配置案の提示をした理

由について少し説明をさせていただきました。まずは既存施設と一体利用を図りな

がら全体の配置を考えたということの説明をさせていただきました。それから、（仮

称）地域交流会館を総合保健福祉センター側に配した場合に、総合保健福祉センタ

ー側との間に駐車場を設置するとか、それから乗り入れ道路は現在の役場と総合保

健福祉センターの間の構内道路につなげるといいますか、ぶつけるという形で配置

させていただいたり、にぎわいの部分については国道403号線沿いに配置し、トイレ、

道の駅については少し離して設置するとかというような、こういう内容の説明をさ

せていただきまして、皆様から視察をしていただいた後、ご意見等をいただきまし

た。

ご意見は要点でありますが、下に書いてあります。まずは道の駅の売り、セール

スポイントを決定する必要があるだろうと、それから施設の配置は動線をスムーズ

にするために、動線の確保は必要だろうというようなご意見がございました。それ

から、場合によっては一度に整備を実施するのではなく、にぎわいの部分について

は第２弾、第３弾で町民が中心に集まるにぎわいの場所として位置づける必要があ

るだろうということであります。これは４ページのほうに書いてあるのですが、田

上町には商店街というのは特になく、駅２つあるけれども、駅前がにぎわっている

わけでもないと。したがいまして、道の駅にどのような機能、役割を持たせるかに

よって整備する内容は変わってくるが、地域の方が集まってにぎわいを持たせると

いうような形がいいだろうと。従来の道の駅とは違うかもしれないが、町民が集ま

ってにぎわう場所としてこの場所を考え、そこに情報発信、休憩の機能を設けてい

けばよいのではないかというようなご意見がございました。それから、この場所は
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立地条件が非常にいいと。ただ、視察をさせていただいて責任者の重要性というの

をやはり感じた部分があったので、それらについては早急に決定し、物事を進めた

らいいのではないかというようなご意見がございました。それから、観光との連携、

それから快適に利用できる動線確保、当然雪国ですので、雨、雪、冬になれば雪が

降りますので、そういったものを解消できる、そういった動線をある程度確保がで

きればいいのではないかというようなご意見がありました。それから、直売所は売

る品物を考えてもらいたい。それから、清潔なトイレは人を呼ぶということであり

ます。そのようなご意見がございました。それから、動線には雁木を配置、清潔感

のあるトイレは売り上げにも影響すると、トイレ同じ話ですが、そのようなご意見

ございました。それから、にぎわいの部分の施設はにぎわいの様子がわかるように

ということであります。

今回の配置ですけれども、道路に対してにぎわいの部分の施設が背を向けること

になっているので、道路利用者からすると、どういう施設があるかというのがちょ

っとわからないので、やはり利用者から見て建物が正面になるような配置をしたほ

うがいいのではないかというようなご意見がありました。それから、直売所の参加、

品物提供の様子もあるが、もう少し規模は大きくならないのかというようなご意見

がありました。それから、コンビニの計画はいいけれども、スムーズな動線を考え

た施設配置、大型の駐車場は端のほうに設置したほうがいいだろうと。入り口付近

にあると、やはり圧迫感を感じたり安全性の確保という部分が難しいので、駐車場

は端のほうに設置したほうがいいのではないかということ。それから、先ほどちょ

っとお話ししましたが、早目に核となる人づくり、施設配置は利用のことも考えて

というご意見、それから障害者トイレは多機能に、利用者の動線を考えた雨にぬれ

ない対応をと、これはさっきの動線の話と一緒です。

それから、その下、障害者用トイレのところに「オスメイト」と書いてあります

が、これ「オストメイト」の間違いですので、少し直していただきたいというふう

に思っています。

それから、７ページになりますが、障害者支援を道の駅整備の全面的な売りにし

てはどうかというようなご意見もございました。それから、特産品の早期検討、駐

車スペースのゆとり、女性トイレの配慮ということであります。特産品があるとい

うことになりますと、人の入りがかわってくるだろうということから、そのような

関係のご意見がございましたし、駐車スペース、広い、少しゆとりのあるスペース

はやはりまた訪れる方が車をとめやすいという状況になるものですから、また来る
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というようなお話もございました。したがいまして、そのような感じの配慮をした

ほうがいいのでないかと。女性のトイレは少し数を多くするような配慮が必要では

ないかというようなご意見がありました。

その下は同じ話ですので、割愛をさせていただきますし、８番の女性トイレの数

の話も先ほどちょっと話をさせていただきましたので、ここでは割愛をさせていた

だきます。

その下で四角で囲った部分です。一番最後に委員の方々からのご意見を受けまし

て、改めて委員の方々に説明した内容です。委員の方々からのご意見等々を踏まえ

た中で、それから住民のアンケート、それから住民説明会等々を踏まえた中で、町

としましては、まずは町民のための施設整備を行いたいというふうに考えているも

のです。それはそもそも町は老朽化した田上町公民館の代替施設、それから町民の

生涯学習の拠点として生涯学習機能を持った施設整備を以前より検討してまいりま

した。したがいまして、役場前の敷地のところに整備する（仮称）地域交流会館は

町民同士が交流、それからサークル活動などの発表の場となる、まさしく町民の施

設であるというふうに思います。

それから、道の駅等のにぎわいの創出、ここでは例えば直売所だとかコンビニの

設置という形で位置落としておりますが、国道403号線の商店等のバイパス開通後の

影響も考え、例えばこの場所に誘導を検討するなど、店舗の誘導ということですが、

田上町の全体をまちづくりを見据えて整備を行うことができればなというふうに考

えているものです。したがって、今後は関係機関との協議を行いながら、町民から

親しまれる、喜ばれる施設にするにはどうすればいいのかを十分検討し、施設の整

備を行いたいというふうに考えております。検討委員の皆様のご意見の中にも町民

のための施設にすべきであるというご意見もございましたので、町の考え方と大き

く変わるものではないというような認識をさせていただきましたというような話を、

委員の方々には結びでさせていただいております。

５番もいってよろしいでしょうか。

特別委員長（泉田壽一君） ５番にかかわるのは、具体的に今度計画のほうに入ってい

くわけですので、これは午後から１時15分から再開してからということでお願いし

ます。

午前中の委員会はここで暫時休憩といたします。午後は１時15分から再開いたし

ます。

午前１１時５６分 休 憩
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午後 １時１５分 再 開

特別委員長（泉田壽一君） 時間前ではありますが、会議を再開いたします。

午後からは、資料ナンバー５から説明をお願いいたします。

佐藤補佐。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） それでは、引き続き私のほうから説明をさせ

ていただきます。資料ナンバー５になります。

午前中資料ナンバー４で道の駅等整備検討委員会の委員の皆様のほうからいろん

なご意見をいただいたり、町民のアンケート等々をいただきまして、それで委員の

皆様のほうに町民のための施設整備を行いたいというようなお話を検討委員会の中

でさせていただいております。

そこで、道の駅の整備の関係で、整備または配置を考えるに当たりまして、まず

は町の基本方針案をまず決定したいということで、このたび資料ナンバー５という

ことで作成をさせていただきました。

まず、基本方針案でございますが、「近き者よろこびて、遠き者来る」ということ

で、これは孔子の論語でございますが、資格で囲ってありますとおり、近くにいる

民が喜び、幸せである、すると遠くにいる民もそれを聞いて集まってくると、その

ようにすべきという意味で、政治の要諦といいますか、物事、ここでは政治のこと

でありますが、最も大切なことということで、まずは町民に喜ばれるものでなけれ

ばだめだという考え方の中で、先ほど少し話もしましたが、この施設整備というも

のは老朽化した公民館、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

として（仮称）地域交流会館を整備するという考え方のもと、当然町民同士の交流、

それからサークル活動の発表場となる町民のための施設であるということが言える

と思います。したがいまして、町民に喜ばれる形でなおかつ町外の方からも場合に

よっては交流をしていただくというような考え方で施設の整備の基本方針を定めて

いきたいと。

それから、また道の駅等のにぎわいの創出の部分についても、先ほど説明しまし

たとおり、403号線の商店街のバイパス開通後の影響等を考えまして、この場所への

誘導を検討するなど田上町の全体のまちづくりを見据えて整備を行いたいというも

のでありますので、このような基本方針にしていきたいというふうに考えておりま

す。

それで、下を見ていただきたいと思うのですが、施設配置の考え方ということで
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あります。先般議員の特別委員会のときにも話させていただきましたが、皆様のほ

うＡ３の横の図面があったかと思います。その裏見ていただきたいと思うのですが、

表のほうではなくて裏になります。裏の左上のほうに田上道の駅計画案と、ここで

括弧書きで視察研修等の提案資料ということで、これを先般特別委員会のときに道

の駅等整備検討委員会のときに委員の皆様にお配りしたものをそっくり議員の皆様

のほうにもお渡しさせていただいて、これをもとに一応検討委員会の視察、何もた

たき台がない中で視察をするということになりますと少し目的とかがちょっと薄れ

てしまいますので、それらを持ちながら視察をさせていただきまして、例えば大型

駐車場であればできれば道のほうに、道の端のほうに設置したらいいのではないか

とかといういろんなご意見をいただいた中で、最終的に表のほうにあります田上道

の駅計画検討案ということで、この正面のほう見ていただきたいと思うのですが、

そのような形の計画案にしたいというふうに考えております。

まず、配置に当たっては、コンセプトの前に全体的な考え方をまとめたものを左

側のＡ４の縦の裏のほうに書いてある１番から８番までの部分少しごらんいただき

たいと思うのですが、まずは基本的な考え方として、役場総合保健福祉センターな

どの既存施設、駐車場を可能な限り一体利用するための施設配置をしたいというこ

と。それから、進入道路は敷地の有効利用を図るため、可能な範囲で加茂方面寄り

に配置をしたいと。進入道路を設けることで、どうしても敷地が分断されます。し

たがいまして、加茂方面に振ることでできるだけ要は右側の面積といいますか、施

設を整備するほうの面積をできるだけ広く面積をとることで有効的な配置ができる

のではないかというような考え方で考えたいというふうに思っております。

それから、地域交流会館の配置については、全体の動線を考えまして、にぎわい

の創出の部分、これは直売所とか休憩施設、情報発信施設と近い位置で配置しまし

て、商工会側に設置したらいいのではないかと。それから、にぎわいの創出部分に

ついては、バイパスから様子がわかるような施設配置にしたいと。これは、バイパ

スで車運転している方がこの様子がわかるような感じに配置してはどうかというよ

うな考え方です。

それから、利用者の動線を考えてがんぎ等を設置検討したらどうかということ。

それから、大型車両については、さっき話しましたとおり、できるだけ地域交流会

館とかにぎわいの部分から少し離れた位置にスペースを確保したらどうかと。それ

から、普通車の駐車スペースというものは、限られる敷地面積のため、既存施設も

有効に、既存の駐車場も使いながら有効活用していきたいというふうに考えていま
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す。それから、１台当たりの駐車スペースについては、とめやすいように配慮した

いというふうに考えています。それから、トイレの位置についても、できるだけ駐

車スペースから近い位置に配置したほうがいいのではないかと。それから、女性の

トイレの数に配慮したいとかいう部分でいろいろと書いてあります。一応１番から

８番まではそういう考え方の中で、では具体的に右側の図面のあるほうをちょっと

見ていただきたいと思うのですが、先ほどの説明と少し重複する部分もありますが、

ご容赦いただきたいというふうに考えています。

まず、全体のコンセプトでありますが、まずは地域交流会館、見てのとおり田上

町商工会側に配置しておりまして、そこを中心にコンビニ、店舗なんかのにぎわい

の施設、それからトイレ、情報発信施設をこのような形で割と一体化させるといい

ますか、同じようなところに集めることで人の集まりやすい空間を少しつくりたい

なというふうに考えています。それから、安全性を確保するために歩行者通路を計

画、歩行者が行き来、ある程度スムーズに行き来できるようにそういった通路を確

保したいというふうに考えています。

それから、真ん中に憩いのスペースとありますが、ここは人がここで少し休憩を

したり、それからここで店舗、それからコンビニ等で例えば物を買って飲食ができ

る、少し休憩ができるような場所というふうな位置づけで考えておりますが、この

辺で人が集まったり少し休憩したり、にぎわったりする部分のスペースとして一応

考えております。

それから、道の駅全体の店舗ですが、コンビニとか店舗の関係については、403号

線のバイパス側に向けることで店舗利用者等のにぎわいの様子を伺うことができる

ということで、要はにぎわっている様子が見えるということで、寄ってみたいなと

いうような感じを作り出したいというふうに考えております。

それから、このコンビニ、店舗１、店舗２、店舗３の隣に斜線で、いわゆるゼブ

ラになっているところがあると思うのですが、ここは建物があるわけではなくて、

ここは全くフラットな状態、何も建物がない状況になっています。したがいまして、

既存の駐車場とこちらの新しく作る駐車場が一体感を持った中で施設のつながりを

持たせると、広がりを持たせるという形の空間になっておりまして、場合によって

はこの斜線の部分にも臨時的な出店スペースというものを、例えば軽トラックで物

を運んで軽トラ市をやるとか、そういったものも場合によっては可能なのではない

かというようなことで施設の配置を入れております。駐車スペースについては、こ

こでは一応100台新しく新設するという形で考えております。それこそこの駐車場の
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台数については、国道403号線開通後の車の通行量をベースに駐車場の数を決めると

いう形になっていますが、現状ではいろんな考え方がある中で115台ぐらいの台数に

ついて駐車スペースをある程度とることができるというような考え方で整備をして

おりますが、何せ既存の建物、既存というか、限られた約１万平米の建物の中での

施設配置になりますので、今のところ100台ぐらいの駐車スペースという形で落とさ

せていただいております。

それで、ちょっと左のほうから簡単に説明しますが、まず（仮称）地域交流会館

で囲っている枠組みのほうをちょっと見ていただきたいと思います。老朽化した公

民館の代替施設、町民の生涯学習の拠点として、多目的ホール、研修室、和室、集

会室を整備したいというふうに考えています。ここでそういう機能を設けることで

地域交流会館利用者の立ち寄りがまずは道の駅の店舗のほうにも帰りここを通って

いくことになりますので、そういった町民の方が利用するようなことが考えられま

すし、そのような形にしたいというふうに考えています。

それから、大型の駐車場ですが、大型の駐車場については進入道路からすぐ左側

に１、５、７と表記されていますが、バイパスからすぐ入りました左側に大型駐車

場、観光バス、マイクロバス等がとめるスペース７台ほどここに用意させていただ

きたいと思っています。ここで駐車スペースが不足する場合には、役場の駐車場を

休祭日の場合は利用してもいいのかなというふうに考えています。

それから、右のほうになりますが、道の駅等の建物になります。ここでは、役場、

それから地域交流会館利用した町民の方がここで全ての商品が提供できるかどうか

というものはこれからになりますが、日常的な買い物ができる場所を提供したいと

いうふうに考えていまして、農作物の直売所、コンビニを整備し、地域における産

業の活性化も実はここで少し図ることができればなというふうに考えています。

それから、３番目になりますが、道の駅と（仮称）地域交流会館の正面を歩行者

通路、ここでちょっと歩行者通路、幅で６メートルの幅員を確保しているのですが、

こちらのほうに歩行者通路を確保することで歩行者の動線を強化したいと。ここに

は、がんぎ等を入れまして、雨風がある程度しのげるような形のものにしていきた

いというふうに考えています。

それから、さっき読みましたゼブラの部分、コンビニのすぐ脇のところですが、

ここは臨時的な出店スペースということで一応考えております。

それから、普通車の駐車場ですが、通常2.5メートル横幅あるのですが、とめやす

くするために場合によっては３メートルぐらいの幅員を確保して、利用者からとめ
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やすいような形で配置することで多くの方からここの駐車場利用しやすいねと、ま

た来ようねという感じになるような感じでできれば配置をしたいというふうに考え

ています。

実は、この計画案につきましては、さきの道の駅等整備検討委員会の中で説明を

させていただきました。ただ、説明をしていただいた中で、ここにありますトイレ、

それから情報発信、休憩施設について、こちらのほうに建物があるとやはり国道を

例えば走ってきた車がいわゆるコンビニだとか店舗、にぎわいの部分の死角になっ

てなかなか見えづらくなるのではないかというようなお話もありました。したがい

まして、現状でそういうご意見もありましたので、大きく配置のほうは変わりあり

ませんが、少し配置をこれから検討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。

資料ナンバー５については以上であります。

それから、引き続きまして資料ナンバー６のほうに移らせていただきます。資料

ナンバー６ということで、都市再生整備計画素案羽生田地区ということでありまし

て、実はこれがちょうど真ん中ちょっと下ほどに注書きで表記されていますが、こ

れが来年、平成28年度に予定されております社会資本整備総合交付金、国の交付金

のヒアリングに当たって国のほうに提出を求められる書類です。全くのサンプルと

いうか本当のサンプルですので、細かい数字については確定したものでもありませ

んし、このような感じの書類をまず出さなければだめだということでちょっとごら

んいただきたいと思うのですが、まず１枚はぐっていただいて２ページちょっと見

ていただきたいと思います。ここでは、まずは例えば計画期間、この計画について

は５年間の計画ということになるのですが、まず５年間の計画の中でどういう目標

でどのようなまちづくりを行うのかと、それから町の課題はどうかとか、将来のビ

ジョンはどうするのかというような感じのものについてそれぞれ国のほうに書類を

出さなければいけません。そこで、先ほど来少し話をしておりますとおり、まずは

地域交流会館、それから原ケ崎交流センターの２つの事業について事業をしまして、

まちづくり、２つの核を中心としたまちづくりをやりたいということで考えている

ものでありまして、そこで今回この資料を用意させていただいたものです。

配置について、８ページちょっとごらんいただきたいと思うのですが、８ページ

に具体的に田上町の羽生田駅を中心とした半径１キロメートル範囲の中でこの計画

がなされると、このまちづくりがなされるということを国の交付金の計画書に上げ

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、ここでは役場前の
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（仮称）地域交流会館、道の駅も含めた地域交流会館の整備、それから原ケ崎交流

センターの整備、この２つの核を中心としてまちづくりをやることで国の交付金が

活用でき、まちづくりが進められるという形で町のほうでは考えているものであり

まして、したがいましてこの（仮称）地域交流会館の整備と原ケ崎交流センターの

整備というものは両輪のものでありますので、そのような形で皆様からご理解をい

ただきたいというふうに考えております。

資料ナンバー６については、説明は以上です。

最後になりましたが、資料ナンバー７について説明をさせていただきます。こち

らのほうは、道の駅を含めた（仮称）地域交流会館及び原ケ崎交流センター整備検

討に係る今後のスケジュール案ということでありまして、書いてある内容について

は住民説明会、アンケートでこの期間こんな形で町民に係るものについては実施を

させていただきましたということと、それから道の駅整備検討委員会については、

８月の11日まで既に終わっております。その後道の駅の整備検討委員会については、

都合３回ほど、４回、５回、６回……４回、５回ぐらいで道の駅の整備に係る基本

構想、基本計画案の最終案の決定をしたり、それから原ケ崎交流センターに係る改

修計画の最終案の決定を11月から12月ぐらいまでにかけましてこの辺で決定してま

いりたいというふうに考えているものであります。

裏をはぐっていただきまして、では平成28年度、先ほど28年度の交付金の話をし

ましたが、28年度の予定としましては、国の交付金の希望照会が28年５月に予定さ

れております。その後交付金のヒアリングが10月、事業採択が３月という形になっ

ていまして、平成29年度以降のスケジュールにつきましては皆様のお手元にスケジ

ュール案を提示しておりますが、29年度で建物の実施設計を行い、30、31年度で地

域交流会館整備を行いまして、原ケ崎交流センターの整備についてはその翌年とい

いますか、翌年、32年度に実施設計を行いまして、33年度に整備を行うというよう

な感じのこの５年間のスケジュールという形で考えております。国のほうといいま

すか、県のほうに何回かこの交付金の関係でご教示いただきたいということで何回

か伺っておりますが、県のほうからは事前にこういったいろんな計画ができれば、

早く持ってきてもらえば早く国のほうと協議をさせていただいて滞りなく事業が進

められるよう配慮もしたいということで県のほうからもお話をいただいております。

私どもも当然担当として滞りなく事業を進めてまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いをしたいというふうに考えております。

雑駁な説明でございましたが、資料ナンバー５、６、７の説明については以上で
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説明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。

では、５、６、７、これを一緒に質疑に入ります。質疑のある方ご発言願います。

６番（椿 一春君） １つお願いいたします。

資料ナンバー６の８ページのところで、道の駅と原ケ崎交流センターを渡るとこ

ろの歩く歩行者動線というものがあるのですが、今ここところどころ歩道があった

りなかったりという状態なのですが、そういったところはここで歩道としての動線

ということなのですが、その辺の安全確保のために歩道を設けるとかそういった考

えはどうなのかお聞かせください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） ちょっと先ほど申し上げましたとおり、これ

は実は全くの内容、それから数字、表現というものは確定したものではなくて、こ

の半径１キロの中でまちづくりを進めるということで考えておりますので、これか

ら国のほうとのヒアリングの中で２つの施設の整備を行うに当たって、やはり町民

の方が例えば利用するに当たって安全性を確保できるのかとかスムーズに移動がで

きるのかというような話も場合によって話として出てくる可能性もあるので、とり

あえず参考までにこんな形で落とさせていただきましたが、実際にこういう歩行者

の動線といいますか、歩行者の歩道を整備するという考え方は現状では今のところ

は確定しておるものではございませんので。ただ、必要に応じてその辺は施設整備

をした後にやはり安全を確保するためにそういうものが必要だということであれば、

そういう方向になっていくのかなというふうに思っていますので、現状では確定を

していないということでお願いをしたいというふうに考えています。

６番（椿 一春君） 現状の確定していないというのはわかりましたが、これからのこ

となので考えていけばいいと思います。

それから、先ほどの町民アンケートの中で、にぎわいのところの交通手段として、

ここ住宅街からやっぱり少し離れているところで、町民を対象にしてということを

念頭に置くということは、やはりそれなりの便利な交通手段というのですか、今こ

こではマイクロバスとなっていますが、マイクロバスだとちょっと私も大きいよう

な感じがするのですが、高齢者がだんだん多くなってくる町なので、そういった方

がいつでも来れる、ここで楽しめる施設というものも考えていかなければだめだと

思いますので、歩道ですとか高齢者の方でもここにぎわいの町へ来れるようなこと

についてどういうふうにお考えなのか、２点目ですが、お聞かせください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 住民説明会の中でもそのようなお話ございま
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したし、あと先ほどちょっと話もしましたが、アンケートの中にもそのような話が

ありました。その内容については、今後の課題とさせていただきたいなというふう

に考えています。その住民説明会で意見言われた方は、買い物難民などという話も、

高齢者になると足がないからなどという話もされていましたし、その辺は課題なの

かなというふうに考えていますので、ちょっとそのような形で検討させていただき

たいというふうに考えています。

５番（今井幸代君） すみません、憩いのスペースについて質問させていただきたいの

ですけれども、一部屋根つきというふうになっているのですが、雪国ですし、どち

らかというと雨、風、雪のほうがこの地域はやはり多いわけですし、そうすると屋

根だけだと冬期間なかなかここででは食事をしたり飲食スペースとして活用できる

のかというと非常に無理があるのかなと思います。屋根をつけることはいいとは思

うのですけれども、これ壁、風を防げるようなものがないとやはり冬場の活用は難

しいのではないかなと思いますが、その辺はどのように考えていらっしゃるのでし

ょうか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今のところ屋根はつけなければだめかなとい

うふうには考えておりましたが、壁の部分については現状では考えておりません。

壁をつけるということになると、また建物みたいな形になってきますので、そうな

りますとまた経費もかかる部分がありますし、これは細かい部分なので、実際に細

かい設計が決まる段階でまたもう少し議論してもいいのかなというふうには考えて

いますので、よろしくお願いしたいと思います。

５番（今井幸代君） 今後ということでわかりました。

すみません、ちょっと戻るのですけれども、１点確認させてください。午前の話

とちょっと係るのですけれども、原ケ崎交流センターの資料で資料ナンバー１なの

ですけれども、裏面、多目的ホール改修後のイメージ図というふうにイラストとい

うかイメージ図を見ると、テーブルと椅子が設置をされて、あとここで少しゆった

りとするスペースになるのかなということなのですけれども、そうすると今のよう

に子どもたちが遊んだりするようなスペースとは違ってくるということなのでしょ

うか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） あくまでもそういう利用もできるという、す

みません、イメージ図の部分が何かひとり歩きしているというわけではないのです

けれども、そういう部分もあるかと思うのですが、実は改修した後にやはり先ほど

ちょっとアンケートの中にもありましたが、少し飲食というか、食べ物を食べたり
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とかする場所がやっぱり欲しいという話もありましたので、ではそこがどの場所に

なるのだろうというふうに考えたときに、やはりホールの部分なのかなというふう

に考えていたもので、そこでしたがってここに丸テーブルとか椅子とか置きまして、

場合によってはここを片づけられるという少しそういう空間を設けておけば、皆さ

んがそこで少し休憩もできるのかなというふうに考えておりましたので、子どもた

ちが利用するということになればまたそれはそれで当然また撤去、移動してある程

度スペースを確保するという形でいいのかなというふうに考えております。

５番（今井幸代君） そうなると、例えばでは学習スペース等で本読みに来られた学生

さんたちが戻るのも面倒だからお昼を持ってきてここでお昼は食べて勉強したりし

ようという子たちと学童の小学生、幼児園の子たちがここでわっと遊ぶのが混在す

るというような形になるのですか。そういうものが実際としてできるのでしょうか、

少しイメージしにくいのですけれども。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 当然時期によって変わってくると思います。

正直言うと、今の現状で言いますと、夏休み中といいますか、長期休業中はもう児

童クラブの子どもたち朝から晩までずっと利用していますので、その場合はこんな

形の利用はまずできないというふうに考えています。

ただ、平日子どもさん学校行かれているときは、小さい子は来ることはあると思

うのですけれども、それ以外にそんなに子どもがわさわさと来ることは多分ないと

思いますので、そうなればこういった利用も場合によっては可能なのかなというふ

うに考えておりますので、できるだけ施設を有効利用したいというように考えてい

るものですから、このような配置も考えられるのかなということでのご提案という

ことでございます。

３番（小嶋謙一君） この交流会館の建物なのですけれども、これ２階建てでしたよね、

この図面では３階ですけれども。実は、子育て支援の面からこの交流会館のほうの

活用ができないかということで、実は私今回９月の定例会で一般質問に出そうかな

と思っていたのですけれども、むしろ交流会館のことだからこの委員会のほうで一

応要望なのですけれども、聞いてもらえばと思って今ここで発言させてもらいます

が、実は町でやりました子育て支援ニーズに関する調査、それから私が地元でとっ

たもの、聞き取り調査、アンケートも含めまして大分この辺重複しているところで

ありますけれども、ちょっと紹介しますと、親子が安心して集まれる場所、身近な

場所、イベント場が欲しい。多い順から言います。それから、子連れでも出かけや

すく、楽しめる場所を増やしてほしい、それから子育てに困って……これはいいか。
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あと多いところで言うと、保育園や幼稚園にかかわる……これもいい、ごめんなさ

い。それから、安心して子どもが利用、相談にかかれる場所、こういうところも交

流会館に入れたらいいと思いますし、要するにお母さんたちが困っているのは、雨

降りとかそういうところでちょっとした時間、どうやってその時間をつぶすかとい

うところ、場所が田上はないのです。だから、この交流会館の中で、今お聞きしま

したら２階、３階とそういったあれありますので、その中で１つのコーナーといい

ますか、そういうものを設けてもらえないかということなのです。ひとつその点検

討をお願いしたいと思うのですが。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 先ほどお話ししましたとおり、地域交流会館、

多目的ホールとかいろいろな研修室といいますか、いろんな活動ができる部屋を幾

つか用意したいというふうには考えておりますが、子どもを優先できるかという形

になりますと、現状ではなかなか難しいのかなというふうに考えていますので、そ

うなりますともともと、先ほどから話しておりますとおり、原ケ崎交流センターの

部分でそういった子ども、もともと子どもが活動できる場所を確保したいというふ

うに考えているものですから、そちらはどちらかというと優先順位が高く活用がで

きるかというふうに考えています。

ただ、全く地域交流会館にでは子どもが何でも遊んだりできないのかと言ったら、

そうではないので、ただでもいつもいつもではそれを確保できるのかと言ったら、

そうでもないので、その辺はちょっと難しいというか、そこの地域交流会館のとこ

ろで子どもが優先的にそこで活動、活用できるかということになりますと少し難し

いのかなと。現状ではそういうふうに考えています。

３番（小嶋謙一君） 優先的にではなくて、コーナーといいますか、その一角をそうい

うところの場所を私は提供できないか、もし何かあったときはそれを外せばいいわ

けなので。

それと、あとこれにぎわいの場云々と言っていますけれども、条件として一番こ

こは地の利はいいのです、皆さん集まりやすい。もっと言うと、原ケ崎へ行くより

この場所が本当人が来やすい場所だと思うのです、交通の便から言っても、もろも

ろ、場所も明るいし。そういうところをむしろそういう子育ての場として提供して

やるべきではないですか。

（何事か声あり）

教育長（丸山 敬君） 先ほどのところでも説明されておるわけですが、地域交流会館

はあくまでも公民館の、今の使っておる木造のあの古い公民館の代替施設としての
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機能を中心にして考えてきているわけです。

ですから、詳細設計は今後の課題になりますので、一応何もないと議論できませ

んので、３階ぐらいでホール等あるいは研修室、従来今まで公民館で活動している

そういう活動を最低限保証はしていかなければなりませんので、そういう意味で図

面等で概略ですけれども、そういう機能をつけてあります。

今小嶋委員さんからのご指摘のようなもしそういうこれからの議論の中でそうい

うエントランスホールとかそういういろいろな各階のそういうゆとりのスペースみ

たいなものが確保できるのであれば、そこを何かそういうことを利用できるような

そういう配慮ということは可能かと思うのです。

ただ、あくまでも公民館の代替、社会教育施設ということで、この中身について

は社会教育委員の方々が中心になって議論いただいて今詰めに入っておるところで

すので、その辺との話し合いをする中でこういう要望もありましたよということは

紹介をさせていただいて、今後そういう中身についてのグランドデザインを固めて

いければなと、そんなふうに思っておるところでございます。

以上です。

３番（小嶋謙一君） ありがとうございました。ぜひ検討をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

議長（皆川忠志君） すみません、今の話にちょっとかかわるかもわからないのですけ

れども、この資料の５、これ図形というか平面図といいますか、この計画をずっと

見させてもらうと、先ほどにぎわいとか町民のためのと言いつつも、ここのお店は

確かにあります。それから、情報施設120平米、情報施設と休憩所で120平米、10メ

ートル、12メートルの広さですよね。話を聞いていくと、憩いのスペースも屋根だ

けだと。これで本当に交流の場と言えるのかどうか。

先ほど今井委員のほうから雨風、それは雨はしのげるでしょうと。だけれども、

風とか、１年中の施設なわけですよね。交流の場とか言いつつも、ゆっくり休める

ところはどこなのでしょうと言ったらないのです。

きのう私たまたま見附のパティオへ寄ってきたので、なおさらそういうちょっと

イメージが大き過ぎるのもあるかもわかりません。ただ、交流の場とか町民のため

の施設ですよね。そうすると、ここは買い物に来たら黙って帰れよと、もうすぐ帰

りなさい。いや、いや、それは憩いの場なのですと言ったら、では憩いの場はもう

少し本当に憩いの場になるのかどうか。今の話からいくと、交流会館もそういうふ

うな一面があってもいいのではないかなという感じがするのですけれども、その言
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葉と実態が本当に伴っていくのかどうかというのは、ちょっとこの図形見ると不安

になるのです。その辺の考え方をちょっと教えてください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） おっしゃるとおり、ここに憩いのスペースと

いうふうに書いてありますが、実はこれは国の交付金の県とかの協議に当たって、

実はこの図面とかで一応協議を実はし始めています。

したがって、ここはここに利用する方が休憩できたり、少しそういったみんなが

集まって憩いの場としてこの場所を考えているのですよという形で交付金の関係は

位置づけをしているものですから、憩いのスペースなどという形の何かよくわから

ない感じの位置づけになっているかと思うのですが、実は先ほど申し上げましたと

おり、コンビニとか店舗で物を買って、ちょっとこの辺に例えば椅子とかテーブル

とかがあって少し休憩ができるというぐらいの実は位置づけでしか正直なところ考

えていません。ここでものすごく長い時間人がいて、本当に憩いが確保できるとい

う感じの位置づけでは今のところは考えていません。ここの中で少し飲食を、例え

ば物を買ってここでテーブルのところで少し休んで物を食べたりして、それでまた

車で帰っていっていただくとか、実際に憩いといいますか、交流を図ったりする場

所というものは地域交流会館の場所、そこを皆さんから有効に活用していただきた

いというふうに考えています。地域交流会館のほうには、ホール、それからいろん

な研修室、いろんな部屋とかもありますし、先ほど教育長からの話もありましたが、

ラウンジといいますか、ちょっとエントランスみたいなものも設けるような形でも

当然なろうかと思いますので、そちらで少し中で休憩していただくというのも可能

かと思いますので、そのような形で今のところは考えているところでございます。

説明になったかどうかわかりませんが、以上で終わります。

議長（皆川忠志君） 説明にはなっている、よくわかりました。

ただ、ここはこういうふうになっていませんとか言ってそこで断定されると困る

のです。これは、議員、我々がこういうふうにしたらどうかという案を言っている

わけだから、それは考えていませんとか、そんなこと言われたら困る。そういう意

見もあるけれども、これは交流会館の１階をこういうふうに開放しますと。交流会

館と道の駅が一体化して町民のための憩いの場で交流の場にするのですというそう

いうコンセプトならいいです。だから、そういうふうにおっしゃったと思うんです

よね、結論とすれば。だから、そこはそういうふうになるようにしてください、ぜ

ひ。そうでなければ交流会館と言って、建物だけ立派で中が使えないのではこれは

話にならないのです、やっぱり魂入れてもらわないと。そういう面でお話ししてい



- 49 -

るので、もしこの憩いのスペースがもう少し使い勝手がいいのであれば、これはも

うもっとここのエリアが生きてくるわけだから、そういう面で考えてほしいと、こ

ういうことなのです。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） すみません、ちょっと私のほうの説明が下手

くそでちょっと申しわけなかったのですが、今のお話は十分私のほうはよくわかり

ましたので、当然これから具体的に実施設計、建物も含めて憩いのスペースの部分

も実施設計に入っていくことになろうかと思いますので、利用者の方が利用しやす

いような感じの配慮は十分していきたいというふうに考えています。

２番（笹川修一君） 道の駅を含めた地域交流会館の整備に当たるという内容で今回出

ていますけれども、昨年からの流れ聞いていてもいつの間にかすりかわっていると

いうか、一番今回メーンなのは地域交流会館が私はメーンだと思ってずっと聞いて

いたのです。地域交流会館で何をしてどういうふうにするというそこに含めて道の

駅という内容が出てくると思っているのです。

これ今日の内容を聞いていても、道の駅が設計図、レイアウトこうですよという

内容なのです。これ地域交流会館、この中身をここが一番主軸なのだと私は思って

いるのです。だから、もう老朽化で、50年もたつからもう作るのはもう当たり前だ

と思っていますし、またそれを田上の町の顔として作っていく。特にアダルト、シ

ニアの方のそこの交流だと私は思っているのですけれども、そのためには内容はこ

うなりましたと。そこの内容をもう一回、先回出ているのですけれども、その内容

がここに反映されて説明があればもっとわかりやすいかなと。これが地域交流会館

を作るためにずっとやってきたわけですよね、私はそう思っていたのですけれども。

それをすりかわって道の駅、道の駅ということに皆さんそう感じている方は大半で

はないかなと。もちろん道の駅も私も必要かなとは思いますけれども、もう地域交

流会館の中身をこういうふうにして、ここは違うのですよと、そのためにいろいろ

と流れがしてきて、そこの場所も用意してきたわけですから、それが全然出てこな

いのは非常に寂しいかなと。そこをもう一回メーンに出して、それに補完するもの

が道の駅、そういう要素も持ちたいなということで、そこがほかの市町村と違うと

ころかなと。道の駅だけするととんでもない道の駅がみんなできているわけですか

ら、もう町の方はみんなそれを頭に描いているわけなので、田上のやり方も違うか

なと、そういうふうに私感じているのです。

ですから、あくまでもそこは主軸をぼやけさせないように、ここが今までと違う

のですよと、そのためにお金をかけて、またそれをうまく２つ合わせて交付金を持
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ってくるのですよと。財源としても何とかできますよという内容だと非常にわかり

やすいのかなと思いますが、どうでしょうか。

教育長（丸山 敬君） おっしゃるとおりでございます。実は、歴史的にも時間的にも

時系列で見ると社会教育委員の方々をお願いして、当初はここのところに文化的施

設を作るということで、平成24年、25年、県内の施設等を視察をさせていただいて、

社会教育委員の方々はその中でまとめとして、図書館機能、研修機能、ホール機能

を持ったものをやはり作ったほうがいいというようなそういうまとめを私どもいた

だいておるわけです。そういう中で動いてまいりました。ですから、笹川委員さん

がおっしゃられるそのとおりなのです。

ただ、ちょっと誤解を招いたのは、道の駅等整備検討委員会というようなこうい

うネーミングで道の駅がどうしても前に出てきてしまったために何か話がそっちが

中心みたいになっていますが、そうではなくて、等がついているわけで、実は等の

ほうが本当は中心になっておりまして、後で交流というようなことから余り公民館

的なそういうネーミングではちょっとイメージが悪かろうということで、仮称では

ありますけれども、地域交流会館という名前にしました。中身は、公民館の代替施

設です。

こちらのほうは、実は何で具体的に出てこないのだというお話ですけれども、今

も社会教育委員の方々が中心になって一生懸命今議論していただいております。９

月４日にも社会教育委員の会議を予定しておりまして、この中身等については社会

教育施設なものですから、そちらの方々から中心になって今議論していただいて、

ある程度そこは整理がつけばまた皆様方のところにお話することができますので、

もうちょっとその辺時間いただければなと、そんなふうに思っておるところでござ

います。

以上です。

２番（笹川修一君） そうなりますと、やっぱりそこを利用する方というのは町民の方。

その利用する町民の方が地域交流会館を利用して、そしてそこで少しでも道の駅使

って、その方々が集いとかそういう意味で場所が合うようにするとまたずっと流れ

が見えてくると思うのです。道の駅だけ議論して、これだけ議論すると全然違う議

論に今なってきているのではないかと。では、一緒に利用者の方、つまり主軸は利

用する方、お客さんは誰なのだということで、誰がそのためにそれを利用するのだ。

利用する方々が道の駅をまた利用すると。それ以外の方もそれはほかからも来ても

らうのももちろんいいのですけれども、主軸をそこからずれないようにするために
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どうするかということが一つの話の流れにずっとなってきたほうが私はやっぱりそ

のほうが利用者の方がああ、よかったねということになると思うのです。だから、

そこがぶれないようにしてもらえたらと思っています。

以上です。

教育長（丸山 敬君） ぶれないようにということで、改めて今日説明させていただき

ました資料ナンバー５で、基本的な方針案ではありますけれども、「近き者よろこび

て、遠き者来る」と。まさに近き者というのは、町民の方々がまず喜んでいただく

と。そういううわさを聞いて周りの人たちがそんなすばらしいところなら行ってみ

ようかというふうにして集まってきていただければなおありがたいなということで、

あくまでも目線は町民の方々中心の、そして公民館の代替施設ですので、今もたく

さんの方々が公民館活動で、なかなか条件の悪い建物ではあるのですけれども、そ

ういう中で精力的に活動していただいておりますので、今度こちらにそういうもの

ができればもっと使い勝手のいいあるいは誇れるようなそういう場所ということに

なって利用がますます活発になってきていただければありがたいな、そういう思い

で今社会教育委員も一生懸命知恵を出して議論しておりますし、社会教育委員の方

々の中には利用者の方々、若い世代を含めて世代構成も考えたそういう社会教育委

員の中で今大変ご苦労をおかけして議論させていただいているところでございます。

もう少し時間をいただきながら整理をさせていただければなと、そんなふうに思っ

ておるところでございます。

以上です。

12番（関根一義君） では、私のほうから２点ほどお願いします。

基本方針の案が示されましたので、基本方針にかかわるところで何点か意見言わ

せていただきますので、これからの検討委員会等あるいは担当の教育委員会等の検

討議論の中で生かしていただければ幸いだと思っています。

１つは、基本方針のコンセプト、大変学のある表現でよろしいかなという思いで

見ました。「近き者よろこびて、遠き者来る」と、こういうことですから、町民の利

用がスムーズにできるような、町民が喜ぶようなそういう施設でなければならない

と。

あわせて、せっかくこういう施設を作るわけだから、近隣住民との交流の場とし

て位置づけていかなければだめだというふうに思っていると思いますので、こうい

うネーミングというものは非常にヒットしました。

そこで２点ございます。１つは、地域交流会館の関係ですけれども、私は今まで
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ずっと議論をしてきていまして、地域交流会館の機能について私は３つの機能を町

長考えてくれたなというふうに受けとめていました。いや、それは間違いだよと言

ったら指摘してほしいのですけれども、１つは先ほど来議論していますように公民

館機能、これは当然公民館の代替施設として建て替えるわけだからそういうものは

機能としてちゃんと完備されるだろうということ。

それからもう一つは、先ほども話しましたけれども、近隣住民との、もちろん町

民、住民が主ですけれども、交流会館的な機能、こういうものがあるなと。それも

ちゃんと要するにコンセプトの中に入って、それから具体的な施設検討の中にも入

れていただけるのだなというふうに思っていました。

もう一つ私が思い描いたのは、これは町長から何回か答弁いただいているのです

けれども、私はせっかく作る地域交流会館だから、そこに防災機能を持たせるべき

ではないかという議論を私はしてきたつもりなのです。１つは、災害時の避難場所

としての機能。それからもう一つは、今盛んに議論がやられている、要するに原発

の事故時における、長岡市が指定されていますけれども、長岡住民の一時避難場所

としての機能。そこにあわせて町長は、この間の議論の中で災害拠点という考え方

を示しました。したがって、要するにこの地域交流会館というものは、３つ目に町

民のあるいは行政としての災害拠点機能というものが含まれるなというふうな思い

でいました。

ぜひこの３つの機能をきちっと位置づけて地域交流会館を建設するという方向を

目指していただきたいというのが私の強い主張です。ぜひお願いしたいと思います。

そこでもう一つですけれども、道の駅の関係でございますけれども、道の駅と地

域交流会館のこの発想が逆転したとか混乱したとかという話私どもしてきましたで

すけれども、執行側は要するに整理されてきたと思うのです。今どういうふうに表

現しているかというと、地域交流会館も含めた道の駅整備事業というふうに言って

いますよね。これは、適切だと思うのです。道の駅整備事業というものは、道の駅

だけ作るのではない。直売所だとかコンビニだとかというふうなそういう販売店的

な道の駅機能だけを作るのではなくて、私たちが進めようとしている道の駅整備事

業というものは、１つの核としては交流会館を作る。そこに道の駅機能、情報収集

だとか、要するに交通利用者の休憩所だとかそういうもろもろの施設を具備すると

いうふうなこともあわせて道の駅整備事業というふうに言っているわけですから、

これを強く打ち出していくべきではないかというふうに思っています。

町長も前回でしたか、町長から話がございました。国も注目しているのだよと。
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なぜかと。道の駅整備事業は、田上町が行おうとしている道の駅づくりというもの

は、従来他のところでなかったような、要するにそういうことがイメージされてい

ると。行政機能とタイアップした要するに道の駅整備事業がやられようとしている

と。これには、要するに国も注目をして、何とかうまくいくように手伝いしてやっ

てくれと、こういうふうに言われたのですというふうに町長言われました。ここを

もっと強調すべきではないかというふうに私は思っています。

ですから、ほかのところに今現在道の駅が開設されていますけれども、そういう

ものとは趣の違った新たな、要するに住民交流の場としての道の駅が作られようと

しているのだというふうなことをもっと強調してほしいなというのが２つ目です。

３つ目ですけれども、この道の駅等の建物というところにあるのですが、直売所、

コンビニも含めてですけれども、ここの打ち出しがちょっと弱いのではないかと私

は思っています。もっと田上町の産業振興、中期活性化、これに寄与させるための

要するに道の駅、直売所建設ということを打ち出してほしいなというふうに思うの

です。そうしますと、これから要するに具体化していく段階では、どういう要する

に範囲のエリアの、要するに対象としてどういうエリアの生産者との交流が必要な

のか。そういうものも含めて考え方が拡大していってよりよい方向に行くと思いま

すから、ぜひそういう位置づけを明確にしてほしいということを３点目に申し上げ

ますので、これからの基本構想の策定の議論のところに生かしていただきたいとい

うふうに思います。

以上です。

教育長（丸山 敬君） 今本当に関根委員さんからご指摘いただいたとおりのことを実

は今考えておりまして、この作業と同時進行で基本構想等も今議論しております。

その中ではきちっと防災機能、こういうものもやはり必要であろうということで、

今それも検討している最中です。原子力防災を含めて、特にやはり屋内待機という

ことになりますと、きちっとやはり密閉性の高いそういう空間というものがどうし

ても必要になりますので、もう最新のこういう建物というものはまさにそういう面

では十分機能の果たせるそういう場所になるのではないかなと。

ただ、１点不安があるのは、水害に関してはここはどちらかというと低地でござ

いますので、もし信濃川の堤防が破堤をすると一気に水浸しになると。ここが少し

不安があるかなというそれのみでございまして、あとはほかの自然災害については

十分機能できるそういうところではないかな、そんなふうに思っておりますし、ま

た直売所等産業振興に果たすべきということも実は遠回しではありますけれども、
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資料ナンバー５の真ん中ほどを見ていただくとわかるかと思うのですが、こんなふ

うな表現でその趣旨を実は表現させていただいておるわけです。道の駅等のにぎわ

い創出について、国道403号線の商店等のバイパス開通後の影響等を考えて、この場

所へ誘導を検討するなどという表現で田上町全体のまちづくりを見据えて整備を行

うものとするというふうに表現をさせていただいております。なかなかわずか１万

平米ぐらいのこういう敷地しか今ないところですので、ここで全ての機能を盛り込

むということは不可能なのですけれども、ここの拠点が第一歩になって、その周辺

にいろんな波及効果として、こういうところにほかの商店の方々もそんなににぎわ

うのであればというようなお気持ちでお集まりいただいて、この辺を中心にして新

たなそういうまちづくりができる、これは将来的な話になりますけれども、そうい

うことがもしできていけば本当に今関根委員がおっしゃられるような一つの産業振

興の大きな拠点になってくる。また、地域再生の本当にかなめになってくる、そう

いう場所になってくるのではないかな。ぜひそういうふうに育てていければなと、

そんなふうに思っておりますし、またもろもろのこの建物ができたりあるいはそう

いう場所を作って終わりではないので、やはり私どもも視察させていただいて大変

勉強させられたのは、道の駅の駅長さんを中心にして運営面、経営をどういうふう

にやるかということが実は非常に大きな役割をしております。そういう意味で、非

常に早い段階から将来の駅長を想定した方がメンバーに入りながら議論をしていっ

てやっている、そういう道の駅もありまして、そういうところは大変にぎわって成

功しているというふうに紹介をされましたので、これも大変私どもも勉強していか

なければならないかな、そんなふうに思っております。

まだまだ本当に緒に着いたばかりの、今ようやくグランドデザインが描きかけて

きているわけで、それに肉づけをしながら国のほう、ヒアリング、そういうものに

向けて何とか精いっぱい努力をしていっている、そういう状況でございますので、

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。

10番（松原良彦君） 私のほうから１つお聞きしたいのですけれども、日本人の悪い癖

でなぜ早く言っておかなかったなどというそういうようなことも言われますので、

この道の駅計画、検討案、この図面を見ながら私ちょっとお話ししたいのですけれ

ども、まず一番最初、こういろいろと時間がたってくると本体建物とそれから出店

者の店のほう、両方向で同時進行していかないとだめだと思うのです。というのは、

やはり基本設計の中にそういうものは入っていかないと、実施設計になっても結局
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基本構想はこうだからああだというようなことが言いかねないので、ちょっとお聞

きするのですけれども、例えばこのコンビニ、今150平米。先ほど新しくできた店の

店長に聞いたら、うちは今183平米、同じ同業者、同じ名前の店で220平米、こうい

うものを作って今やっていると。ということは、明らかに50平米ぐらいずつ少ない

わけです。そうすると、私たちがこれ作った５年後にはもっと大きいものも必要に

なるかもしれないし、小さいものでもよかったかもしれない。これは、作ってみな

いとわからないのですけれども、あくまでもこれは検討案のたたき台ですから、そ

れはそれでいいとしても、はるかに面積が初めから小さいのが計画されていると。

身の丈というのは私の信条ですので、これでもいいかなとは思っています。

そして、野菜の直売所、これだって100種類ぐらいのものは最低置いておきたいな

というふうに考えているけれども、これもなるかならないかわからない。ですから、

建物のほうの進行と出店者のほうの希望でしょうか、商工会のほうからもそういう

話が入っているのですから、どちらも対応できるようにそこら辺を兼ね合いを考え

てもらいたいのですけれども、そこら辺どう考えているかちょっとお聞かせくださ

い。

教育長（丸山 敬君） 外部の検討委員の方々にお願いして今精力的に検討いただいて

いるそのメンバーの方々は、今ご指摘の直売所の関係の方とか農協の方あるいは商

工会の方々、そういう方々からメンバーに入っていただいて作業をしておりますの

で、当然そういうお考えの中には同時進行でおくれのないように対応できるように、

そのためにそういう代表の方々からも入って精力的に議論させていただいていると

ころでございます。そういうメンバーの方々通じてほぼ同じような共通理解のもと

で作業が進行しているのではないかなと、そんなふうに思っておるところです。

また、面積等ご指摘ありましたけれども、大体いろんなところ、広ければそれに

こしたことはないのでしょうけれども、１万平米というトータルの中で最大限駐車

場も確保しながら道の駅のスペースということで、大体この提示させていただいた

面積は標準的な面積は大体この程度なのです。どんどん拡張していなさるところも

あるようですけれども、標準的なところでまずスタートをさせている。これが私ど

もが考えている身の丈に合ったスペースから始めているというところでございます。

以上、補足させていただきました。

９番（川﨑昭夫君） １つだけちょっと参考等にお聞かせください。

先ほどからずっといろいろ資料提供されて説明されているのですけれども、これ

は私だけの感じかもしれませんけれども、原ケ崎交流センターに関しては非常に教
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育委員会の方々勉強されて改築、増設等いろいろ考慮されているのが感じられるの

ですけれども、この道の駅、地域交流会館の資料に対しては、どうも教育委員会の、

言い過ぎかもしれませんけれども、考えが余りにも強く出ていて、商工会とか、そ

れから先ほど関根委員のほうからも言われましたが、防災関係とかいろいろ絡んで

くると思うのですけれども、その辺総務課、地域整備課、産業振興課の方々の意見

が何か、保健福祉課のほうは障害者に対するいろいろサービスとかいろいろ労働関

係とかいろいろ声も出ているのですけれども、その辺の声は余り表現的に出てこな

いのでないかなというような感じがしてしようがないのですけれども、今私その中

身の中どんなふうに、検討委員会のほうは大筋わかりましたけれども、執行側の総

務、それから地域整備課、産業振興課、保健福祉課の方々の考えがどのくらいこの

資料の中に含まれているのか、ちょっと参考のために教えていただきたいのですけ

れども。

副町長（小日向 至君） 役場の職員を中心にしたプロジェクトチームもあります。そ

の中には今言った各課の代表も入っておりますし、その中でこの話を進めてきてお

りますので、皆さんそれ餅屋、餅屋のところでみんな検討している。

この間もお話ししましたように、進入道路とか道路の関係は地域整備課でありま

すし、商工会の関係については産業振興課と、財政関係については総務課という形

で、それぞれの分野の中で検討している内容であります。

もう一点、誤解をしていただきたくないのですが、今日お示ししました検討案の

この形というものは、方向性はこの形ですが、実施設計によって建物の形も大きさ

も変わってきます。それはなぜかと言ったら、これからどういうラーメン屋が出る

か、どういう野菜を売る店が出るか、希望によって変わってくる内容でありますし、

さっき言いましたように、交流会館につきましては今まだ検討中でありますので、

先ほどお話しされましたような内容、町民がどういうふうな形で使えるかという内

容につきましても考慮しながら次のところに出していきたいと。

ただ、さっき関根委員お話しされていました３つの基本的な部分につきましては、

これから作る基本構想、基本計画の中にきちっと盛り込んでいって、それ幹になり

ますから、枝葉の部分はこれから検討ということになりますので、まず幹の部分で

これで行けということであれば、これから枝葉で行きますので、ぜひその枝葉の部

分というものは視察か何かでもまた検討していただきたい。この幹の部分を進める

に当たり、一番朝から議論になっています原ケ崎のあの例の部分についての方向性

についてもまあまあわかったと、それで行けやというお墨つきをいただかないとど
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うもまだ、こっちはこれでいいと思っているのだけれども、いや、違うぞというこ

とで、非常に不安になりまして、むしろ不安というよりは仕事が前に進まなくなる

ということですので、それだけはきちっとぜひお願いできればということです。

９番（川﨑昭夫君） まあまあ原ケ崎交流センターのあれはいろいろ中身を精査した中

で、先ほども関根委員が言われていましたけれども、こういった議会、３月からの

定例会から我々元いた議員にはそういう説明があって、そのようにずっと進んでこ

られたのは間違いないのですけれども、その辺を踏まえてこれから耐震問題でもこ

れでいいのかというようないろいろ問題、我々素人なのですけれども、素人なりに

あちこち見られた方もおられると思うのですけれども、その辺の意見がこれから出

ようかと思うので、それはもうそれでいいと思いますので、教育委員会の説明は本

当に、俺は先ほども言ったけれども、もう本当に真剣になってやっていただいた中

身かなと私は感じていますけれども、どうも本当に交流会館に関しては、窓口は教

育委員会、これはこの立場上そうでなければならないかと思うのですけれども、そ

の中にやはり本当にこれでいいのかというのを決めていくには、早く、普通の企業

だったらプロジェクトチームを立ち上げて本当に真剣で執行側のいろいろの問題点

を提示しまして、この辺はちょっと我々も勉強しなければだめなところなのだけれ

ども、皆さんどうでしょうかというような形でもって一つのプロジェクトチームと

しての、逆に執行側から問題点がちょっと検討したのだけれども、この辺はどうか

ねというような逆に聞こえてくるようなこともあってもいいかと思うので、その辺

もっと、特に総務課のほうは金も持っているし、防災に関してはもう天下一の窓口

ですから、その辺を本当に重要視しまして、道の駅だけにこだわるのではなくて、

やっぱりそういうところも重点的に今後考えていかなければならないかなと私はそ

う思っていますけれども、その辺いかがなものでしょうか。

副町長（小日向 至君） ２年くらい前から検討始めてきて、職員だけで始めてきて、

ようやくここまでたどり着いて、職員のほうで考え、それを外部の人からの意見も

聞いて基本方針案のところまでたどり着いたというのが経過ですから、何も検討し

ていないわけではないので、まさにこれを作ってきたのがベースは職員の中での検

討で作ってきたのがこれでありますので、そういうことでありますので、よろしく

お願いします。

５番（今井幸代君） 困らせている議員の一人なのかもしれませんが、今回のこの原ケ

崎交流センター、そして地域交流会館、道の駅とあるわけですけれども、原ケ崎交

流センター、午前中説明をいただきましたが、今遊びのスペース、レンズの家とか



- 58 -

がある遊具が設置している場所は子どもたちの児童書を置く閲覧のスペースになり

ますし、奥のレンズの家の部分は読み聞かせのスペースになるわけですよね。そう

すると、子どもたちの遊ぶ、そうやってにぎやかに遊べるスペースというものがや

っぱりなくなってしまうというふうな面もあると思うのです。多目的ホールのほう

は、ラウンジとして活用したり、遊ぶことも可能だという部分もあるとはおっしゃ

っておりますけれども、では休日遊びに行ったときに、遊ぶ場所というよりは、や

はり静の空間という形で本を読んだり勉強したりするというのがやっぱり中心にな

ってくると思うのです。そうすると、子どもたちの動の空間がどこになってくるの

かなと考えると、やはりこの地域交流会館やこの道の駅のこのスペースになってく

るのだろうと思います。

先ほど補佐のほうから憩いのスペースについて少し話がありましたけれども、こ

こはそんなに重要視していないのだというふうにおっしゃられていましたけれども、

非常に重要な部分だと思います。外で遊ぶ場所、ＹＯＵ・遊ランドもありますし、

公園もありますし、外で天気のいい日に遊ぶ場所というものは、田上町だけでなく、

近隣の市町村見てもたくさんあるのです。ただ、町民の皆さん、子育てをしていら

っしゃる方々が言うのは、雨のとき、雪のときに天気を気にせずに元気に遊べる場

所が欲しいのだと。元気に遊べる場所というものは、子どもたちは元気に遊べるけ

れども、親御さんは親御さん同士で少し話ができたり、少しお茶をしながら子ども

たちが遊んでいるところを見ていられるような空間が欲しいということなのだと思

います。そうすると、だだっ広いところに遊ぶスペースを準備しましたと言っても、

なかなかそこに雨風をしのいで少し快適性がないとなかなかやっぱり人が寄ってこ

ないのだろうと思います。であるならば、こういった形で原ケ崎交流センターの改

築進めていくということであれば、地域交流会館もしくはこの道の駅の中にしっか

りと子どもたちが冬場でも遊べるような遊具の設置であったり、少しながらの快適

性というものも持ち合わせた形で施設整備をしていただきたいなというふうに思い

ますが、その辺がはっきり明確なご答弁ではなくても方向性としてそういう方向で

行くということであれば納得できる部分もあるかなというふうに思いますが、その

辺考えがあれば教えていただきたい。

教育長（丸山 敬君） 前からも地域交流会館は、今の公民館の役割の代替施設ですよ

と申し上げています。公民館も例えば講堂をフルに講演会とかそういうだけで使っ

ているわけではありませんで、卓球とかあるいはエアロビクスとか空手とかいろん

なそういうものに使っていますし、あいていれば子どもの遊び場にもなっておりま
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す。それも当然この新しくできるところでそれを継承していかなければならぬと思

っておりますので、例えば１階の多目的ホール、これは椅子をそのまま常設して配

置をするというスタイルにしてありません。そういうことを考えておりません。あ

くまでも多目的ホールですので、軽い運動もできるようなそういう多目的に使える

そういうホールを想定しておりますので、あいておればここも遊び場として、子ど

もの運動場として十分使えます。

ただ、イベントをやったり展示があったり何かするときはちょっとご遠慮いただ

くことになろうかと思うのですが、あいておれば今も公民館の講堂はそういうふう

に使っておりますので、当然そういうことを想定しておりますので、これはこれか

らのいろんな運営の工夫ということになろうかと思いますので、その辺は十分社会

教育委員の皆さん方も承知しておりますので、そういう形で取り組んでいければな

と思っております。

また、行政との、先ほど川﨑委員さんからもその辺のものはよく見えない部分が

あるぞというお話なのですが、幸いなことに私どもが担当しております教育委員会

は、全ての会議に顔を出させていただいておりますので、私どもがそのつなぎの役

割をきちっと果たして、社会教育委員の皆さんとかそういうところにこういう議論

があったと、こういうお話もありましたよということをつないでいく中でいろいろ

機能をまた補強していくようなことが十分可能でございますので、そういう大事な

橋渡しの役割を私ども教育委員会がしばらくは担っていかなければならぬなと、そ

んなふうに思っております。そういう努力を精いっぱいしていきたいと思っており

ます。

よろしくお願いいたします。

特別委員長（泉田壽一君） もうどのぐらいあります、意見。ないですか。

では、質疑も出尽くしたということで、皆さんのほうに私のほうからちょっとお

伺いいたしますけれども、今後のスケジュールということで、11月から12月中旬で

基本構想、基本計画最終案決定、道の駅等の関係、原ケ崎交流センター改修に係る

ということでありますので、私どもとして、この特別委員会としてこの特別委員会

での議論でいいのか、はたまた視察等が必要であるのか、その辺も含めて皆さんに

私どもの特別委員会の対応としてその辺をお伺いいたしたいと思います。

今日の意見が最後ということではなく、視察等が入ればまたその後の中でやって

最終的な最終案のほうに私どもの特別委員会の意見をそこに加味してもらえるとい

うか、入ることもあるだろうと思いますけれども、どのような今後の対応、日程で
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行けばいいか、ご意見がありましたらお願いします。

（何事か声あり）

11番（池井 豊君） 日程的にほかの常任委員会やら一部事務組合やらいろいろあった

り、またバスの手配も大変みたいな話なので、日帰り程度の視察で可能であれば視

察はあってもいいと思いますけれども、ちょっとそこら辺その程度の対応でお願い

できればと思います。

２番（笹川修一君） 今回日にちの問題をはっきり出さないと前へ進まないのではない

かなと思うのです。それをまず決めないと、計画もせっかくここまで計画立ててい

て前へ進まない状況ですから、まずいつをどうするのかを決めないと。視察はもち

ろんいいのですけれども、そちらのほうがまず、ゴールイメージ、いつまでにどう

やって決めるのか、ここに決めるのか、それともどうなのかというのは、やっぱり

そこ決めないと町として今後動きがとれなくなってしまうと困りますので、そこを

きちんと今この場で決めたほうがいいのではないでしょうか。

特別委員長（泉田壽一君） この日程に合わせていくと私どもがだからこの秋でやらな

ければだめだということです。

ですから、11月、12月にかけて、来年に入れば、先ほど説明があったようにそれ

が確定した後に交付金の希望照会、ヒアリング、事業採択に向けて何月、何月と決

まっているわけですから。ですから、日を決めるのではなくて、そこで決まってい

るわけですから、私どもの意見が言えるのはここでもう視察をして年内の中で11月、

12月で最終案決定というところにその事前に私どもの意見を出さなければ、決まっ

た後ではだめですから。それで皆さんにお伺いしているわけなのです。

議長（皆川忠志君） この資料７番に今８月11日の道の駅の整備検討委員会、これ終わ

っていますよね。そうすると、次は10月の上旬から中旬と。この中身、内容を見る

と、道の駅等の配置計画が最終案で、あと道の駅の基本構想……これは道の駅だけ

ではなくて、交流会館もあるわけですよね。それから、原ケ崎交流センターの協議

を経て、11月から12月中旬にかけてどちらも最終案をやると、こういうことですよ

ね。

これの前提になるのは、結局は今まで執行側が考えてきたとおりの案で進めてい

きたいといった場合のこれはあくまでもスケジュールだと思うのです。もしこれを

覆すということであれば、これはもう検討委員会の方はこれはもういいよと、今ま

でやってきたのだからこれでいいよと言ったときに議会で覆すということはなかな

か難しいのではないかなというふうには思うのです、実行上は。
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したがって、もし我々がこの委員会としてもし見学等あるとすると、ここの10月

上旬前の９月の早い段階で我々としての結論めいたもの、これは執行側からも今日

こういう話になるとは思っていなかったはずですから、そこのところはそうだと思

います、そういう危機感もないし、我々もそういうふうに思っていないのだから。

だけれども、そういうふうになったわけですから、なるべく早く委員会としても、

特別委員会としても方向性をこういう意見もある、こういう意見もある、併記でも

構わないと思うのですけれども、そういう面は早く出したほうがいいのではないで

しょうか。

特別委員長（泉田壽一君） では、９月から10月のはなにということで、視察の必要性。

必要がないということであれば。

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） 視察のほうはいいと。

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） では、それはないということで。いや、わかりました。皆

さんの意見をお伺いして。

この次の日程においては、では執行のほうからの説明はこれで一応みんなあった

わけです。そうすると、10月の上旬から中旬において基本計画、配置計画等の最終

案等を協議するということで、それが最終決定するのは11月か12月。その前に、11月

から12月中旬までの最終決定の前に我々この特別委員会からの意見があれば意見は

付さなければ……

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） だから、意見をその前に付さなければ最終決定……

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） ということになるわけですから、その前に意見を付す必要

があるわけで、そうなりますと９月で……

（何事か声あり）

教育長（丸山 敬君） 先ほども申し上げましたように、９月４日に社会教育委員会を

予定しておりまして、もう少し踏み込んだ議論というものをさせていただこうとい

うふうに思っております。

そこで、可かどうかと言われると、社会教育委員の皆さん方のまたご意向あるい

はいろんなまた町民要望等を踏まえられていろいろな立場からご発言いただくこと

になろうかと思いますが、今のところではある程度そこで整理がつけられればとい
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うふうに考えて作業を進めているところです。

以上です。

（何事か声あり）

特別委員長（泉田壽一君） では、これにて（仮称）地域交流会館等建設調査特別委員

会を終了いたします。ご苦労さまでした。

午後２時５２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８月２５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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