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町 長 佐 藤 邦 義 産業振興課長 渡 辺 仁
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議会事務局長 中 野 幸 作

書 記 渡 辺 真夜子

８ 傍聴人

な し

９ 本日の会議に付した事件

（１）重点道の駅等に関連した今後の事業予定について

（２）その他
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午後１時３０分 開 会

特別副委員長（川﨑昭夫君） 時間ちょっと早いのですけれども、会議を開催させてい

ただきます。

今回第５回（仮称）地域交流会館等建設調査特別委員会ということで会議を始め

たいと思います。

会議の前に、まず皆さんにお知らせしたいのですが、今日の委員の出席は13名で

ありますけれども、実は泉田委員長のほうから今日体調不良ということで欠席の届

けが出ておりますので、私副委員長が代行することになりましたので、よろしくお

願いいたします。

私もちょっと腰が悪いので、座らせて進めたいと思いますが、よろしいでしょう

か。すみません。

それでは、前回第４回の委員会では、基本構想、基本計画の説明がありまして、

委員会のほうも確認したところでございますが、また１月末には皆様ご存じのとお

り、国交省のほうから全国で38カ所の重点道の駅の１つに田上町が選ばれたという

ことで、非常に名誉あることだと思っております。このことによって、国、県から

支援が決定されたことになりました。それで、平成28年度は、こういったことを踏

まえて実質的に作業に入らなければならないことだと思います。また、執行側のほ

うでは、国、県、大学等の関係機関による協議設置が必須と考えられておられるみ

たいですので、町の活性化のために執行側、それで今まである検討委員会、それと

協議会、特別委員会が一丸となって取り組んでいかなければならないと私は思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、町長ご挨拶お願いいたします。

町長（佐藤邦義君） 議会前の大変お忙しい中、今日は仮称でありますが、地域交流会

館等建設調査特別委員会ということでご出席をいただきまして、大変ありがとうご

ざいました。

今ほど副委員長さんのお話のように、道の駅についてはもう既に重点道の駅で一

体化ということで国、県、町で協議をしていくということになっております。今日

は、今日資料を見られて特にあれと思ったのがあると思いますが、資料２の２のと

ころにまちおこしセンターという名前が原ヶ崎交流センターの上のところに書いて

ありますので、おや、どうしたことかと思った委員がおると思いますが、実はいわ
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ゆるこれまでの仮称の交流会館と原ヶ崎交流会館のいわゆるまちづくりの拠点のこ

とについて県と交渉していく中で、どうも原ヶ崎交流会館という名称ではだめだと

いうことになりました。といいますのは、ご承知のように、今地方創生でコンパク

トシティーということでできるだけ同じような施設は１つにしなさいというような

国の指針で、県もそうでありますので、そういったことで、それでは別な方向でと

いうことで名前を変えなければいけない。これは、県の指示でそうなりましたので、

後ほど担当のほうから詳しく説明申し上げますが、今日お話しする内容については、

今までの話の中で協議の中と大きく変わっておりません。まちおこしセンターとい

いますから、それではどんな町おこしするのだというようなことがあるいは今日の

テーマになろうかと思いますが、そういったことで資料２の２が大きく名前が変わ

っているということでお願いしたいと思っております。

委員の皆さんご承知のように、道の駅については実は一体化になりましたので、

本来は国、県が全てやるわけでありますが、何せ新潟県は最初だということで、果

たしてどこまで新潟県がお金を出して整備するかというのは、これからの協議でご

ざいます。それとは別にこのまちづくりの２つの拠点の整備というものがこれから

また40％の補助金がどうしたら獲得できるかというようなことで今国とやりとりし

ながら話を進めているところでありますので、今日その辺あたりを担当のほうから

説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

以上であります。

特別副委員長（川﨑昭夫君） ありがとうございました。

それでは、協議題に入ります。

１番目、重点道の駅等に関連した今後の事業予定についてということで、執行側

ご説明願います。

教育委員会事務局長（福井 明君） それでは、私のほうから今日ご説明をする内容に

ついて概要をちょっとお話をしたいと思います。先ほど町長のほうからも話が出て

おりましたが、今回ご説明をするのは２点ございます。

最初は、２月１日に全員協議会で道の駅（仮称）たがみが重点道の駅に選定され

たことに伴いまして、その辺のご報告を申し上げたところでございますけれども、

この重点道の駅に選定されたことによりまして、国道403号バイパスを管理をしてお

ります県の支援が受けられることになったということになります。その支援という

ものは、県が道の駅の整備に係る一部を負担をするという形の一体型での整備が行

われることになりましたので、県と町がこれから一緒になって道の駅の整備を行っ
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ていくことになります。

ただし、どの部分をどちらが整備をしていくのか、どの部分をどちらが整備をし

ていくのかにつきましては、これから県と協議をしながら答えを出していくような

形となりますので、よろしくお願いをしたいと思います。また、県が実施をする部

分につきましては、原則的には県が管理をしていくということになりますけれども、

その用地につきましては県の名義になります。したがって、その用地につきまして

は、県がその一部を取得をしていくという形になっていきますので、この辺もあわ

せてご理解をいただきたいというふうに思います。

それから２点目につきましては、先ほど町長のほうもお話がありましたように、

原ヶ崎交流センターを（仮称）まちおこしセンターへ名称変更をするということに

ついてでありますが、今回の事業につきましては、以前からお話をして説明をして

おりますところの上限40％の交付となる社会資本整備総合交付金の都市再生整備計

画事業で実施をするということになっております。その辺を今まで説明をしてきた

ところでありますけれども、この事業の目的につきましては、地域の歴史だとか文

化、それから自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実現しという

ことで、こんな形での目的になっているわけでありますが、この事業については２

つ以上の拠点、実施をしなければならないというふうなことになっております。そ

うしないと採択にならないというお話をしてきているかと思います。

その上で、どちらも原ヶ崎、今回（仮称）地域交流会館と原ヶ崎交流センターの

２つを事業化をしていくわけでありますけれども、こちらが県との協議の中でどち

らも同じような名称となっていることやその機能も同様であるというようなイメー

ジとなっていることから、今回交付対象事業のそのメニューの中から田上町が目指

す方向に近い、より近い事業を選択していかなければならないために、原ヶ崎交流

センターを（仮称）まちおこしセンターということに改めまして、地域資源である

タケノコなどの活用を行って６次産業化のきっかけづくりを行って町おこしにつな

がる事業を展開していくのだということで、この施設をそういう位置づけにしよう

というふうになりました。その利用を視野に入れて整備していきたいというふうに

考えておりますので、今回こういった形での２点ということでご提案申し上げる次

第でございます。

私のほうの概要は以上ですが、なお詳細の説明につきましては、この後佐藤補佐

よりご説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。
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特別副委員長（川﨑昭夫君） ありがとうございました。

それでは、今日資料、皆さん配付されている資料ナンバー４まであると思うので

すけれども、教育委員会のほうからのあれなのですけれども、資料１、２、３、４

ごとに一応説明いただいて、その後質問に移るという形をとっていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） それでは、私のほうから説明をさせていただ

きたいと思いますが、それぞれ資料を説明した後に皆様方からご質問とかご意見等

々いただればというふうに考えております。よろしくお願いしたいと思います。

それでは、お手元にございます資料ナンバー１のほうごらんいただきたいと思い

ます。先ほど福井局長のほうから概要について説明がございましたが、この実は資

料ナンバー１につきましては、以前の特別委員会で委員の皆様のほうに提示させて

いただいた資料であります。これは、今回また再度提出させていただいた理由につ

きましては、１月末に重点道の駅ということでこの田上町の道の駅整備が重点道の

駅として採択をされたということで、先ほどお話がありましたとおり、新潟県が道

路管理者でありますので、一体型として町に協力しながら道の駅を整備を行うとい

うことが決定となりました。

そこで、以前にこのような資料を出させていただいております。ちょうどお手元

にあります赤く塗ってある部分については、一応私どものほうで県のほうに一体型

ということで、このトイレだとか情報発信、それから駐車場の一部を県から整備を

していただきたいという、詳細について具体的な詰めはこれから行いますが、おお

むねこの範囲について県が、先ほど話させていただきましたが、県が町から用地を

取得しまして、そこで県の事業としてここの整備を行っていくという形になります

ので、ご承知おきをいただきたいというふうに考えております。これから詳細に入

りますので、改めて範囲が決定しましたらまた皆様のほうにご報告をさせていただ

きたいというふうに考えているところでございます。

それから、あくまでも、先ほど重点道の駅に採択されたというふうに申し上げま

したが、この道の駅の整備に係る交付金が全て採択されたわけではございません。

ここに平面図ございますが、道の駅には一番黄色の部分の左側に大きい建物ありま

すが、（仮称）地域交流会館でありますとか憩いの広場等々あとそれから駐車場なん

かも町の整備する部分についてはこれから、今事前協議中ではありますが、28年度

に正式に国のほうに交付金の申請をしていくことになります。したがいまして、ま

だ採択されたという状況ではございません。したがって、これからその辺を国、県
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と詳細について詰めていくことになろうかと思っていますので、ご承知おきをいた

だきたいというふうに考えております。

国は、重点道の駅の整備に向けて具体的にどのような交付金の活用ができるかな

ど側面から支援をしていくと。この道の駅については、そういう立場でございます

し、県は先ほど話しましたとおり、一体型として整備をしていくこの全体の中の県

の負担分、一部を整備するという形です。それから、残りは町が国の交付金等を活

用しまして整備をしていくという流れになりますので、そのような形でご理解をい

ただきたいというふうに考えております。

資料ナンバー１の説明については以上であります。

特別副委員長（川﨑昭夫君） ありがとうございました。

ただいま資料ナンバー１について説明終わったのですけれども、ご質問ある方。

２番（笹川修一君） では、ちょっと確認ですけれども、この赤い印が約２億円という

ものがこれ一体型として県が出していただけるということでしょうか。その色別に

よってその際金額がある程度おおよそ。黄色の部分は、国とのこれからの交渉とい

うかなると思うのですけれども、決定しているのはその赤い部分だけは……決定で

はないですね、ある程度これは方向性としてこんな感じにするといいのか。

要は、先ほど一部というものは、その赤い部分を示しているわけですか、局長が

言っているのは。ちょっと確認です。

教育委員会事務局長（福井 明君） 私のほうで一部と言ったのは、ここの中で地域交

流会館も含めたものが一体として道の駅になるわけですから、これの一部という意

味でこの赤い部分は私どもで考えている部分だと。これから県のほうに交渉してい

く中で、この赤い部分が少し色塗りが変わってくる場合があります。その辺は、ご

了解いただければというふうに思っています。

11番（池井 豊君） これから今日詰めていくということなのですけれども、この例の

県の一体化のピンクの部分なのですけれども、何か妙に例えば一番下の駐車場の95、

96、97、98。98のところだけがぽこっと出ているとかまたは上のほうのＥＶ専用、

ＥＶステーションのところなのですけれども、ＥＶステーションとかこういうもの

なんかも県の一体化の中でやってほしい部分ではあるのですけれども、このピンク

のエリアを指定した根拠とか考え方というところだけちょっとお聞かせください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今ほどのご質問でありますが、一応一般的に

道路管理者が一体型で整備をするという形になる場合は、トイレとまず情報発信に

ついては道路管理者が基本的にはここに403の通行量を勘案して基本的にはトイレと
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情報発信施設は道路管理者が整備をするという形になりますし、あと駐車場につい

てはここに少し書いてありますが、駐車場46とかトイレとかという形で書いてあり

ますが、これは一応この交通量を勘案しまして道路、道の駅を利用する方が大体車

を使ってここに駐車するというのが46台ぐらい。あと残りは、地域交流会館とか私

どもの町の施設がありますので、町の施設を利用する方が利用する駐車場が残りの

50ちょっとぐらいは必要というか、そちらのほうに含まれるだろうということで、

この確かに四角については非常に何か入り口が全て赤い形でかきかきとなっていて

ちょっと何となく変なイメージで捉えられるかもしれませんが、一応駐車の台数を

勘案してこのような線引きをさせていただいたという形です。

以上です。

（ＥＶはの声あり）

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） ＥＶについては、おっしゃるとおり、道路管

理者のほうにこの辺もお願いしていきたいというふうに考えています。ただ、たま

たま駐車場の台数という部分だけの話で単純にすみ分けといいますか、させていた

だいただけですので、これから本格的な協議に入りますので、当然そういう電気自

動車を利用した方もここを訪れることになろうかと思いますので、この辺の件につ

きましても県のほうに要望してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

特別副委員長（川﨑昭夫君） 要するに、今後の要望によってはもう少しエリアが増え

るとかそういう話なのですよね。具体的にこの今案だけで、将来的にまたこれから

県に……

教育委員会事務局長（福井 明君） 今副委員長のおっしゃられるとおりでありまして、

これから県と詰めていかなければなりませんので、先ほど私答え合わせをしていか

なければならないというのは、このエリアがどこまでの範囲を県が持ってくれるの

か、これについてをこれから町と県が協議をしていくということになりますので、

今こういうふうに書かれてありますが、最終的にはこの形が変わるかもしれません

ということをお含みおきいただければというふうに思います。

以上です。

議長（皆川忠志君） では、１点確認させてください。

②のにぎわいの創出のブルーのところなのですが、面積が500平米ということで、

これプラスアルファがあるのですけれども、前回730と書いてあるのですが、これは

前回と指定している地図上は同じだと思うのですけれども、その面積の変更は何か
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理由があるのか、それが１点と２点目は概算経費ですけれども、これ全ては町の負

担ということになっていました。これは、動くのはありかなとは思っているのです

が、前回は１億2,500万円から１億5,000万円だったのですけれども、今回は１億

5,000万円から２億円ということで5,000万円ほど増えていますよね。費用は、変更

されるのはあるとは思うのだけれども、ここはどうして5,000万円も増えたのか、こ

の町の負担額ですよね。この理由を教えてください。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） すみません。以前ちょっと出したものと少し

内容が変わっている点でございますが、すみません、ちょっと前回計画図として出

させていただいたものは、少しイメージ的な部分で出させていただいたのもありま

すが、コンビニから店舗１、店舗２、店舗３で500平米、それからすみません、斜線

の部分が大体230平米ほどあるということで、前回用地の面積ということで730とい

う形で出させていただいたのですが、建物の面積としては大体500ぐらいを想定して

いるということで、すみません、ここは500平米プラスアルファなどというとちょっ

とわかりづらい表記させていただいていますが、そのような形でちょっと直させて

いただいておりました。

あと概算経費についても、これから具体的にここはある程度木造の建物をイメー

ジしておるのでございますが、店舗の規模によりまして経費も変わってこようかと

思いますので、概算経費につきましてはちょっと私前回提示した額よりも少し多く

なっているかもしれませんが、この経費についてももう少し細かい部分精査しなが

ら必要な経費をこれから詰めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

以上です。

議長（皆川忠志君） そうすると、500というものは網線のコンビニから右側のほうが500

だと、こういうふうに理解してくれということですね。

それから、概算経費はわかりましたけれども、もうそろそろできるだけ精密にで

きればお願いしたいなと。ひとり歩きするわけではないのだけれども、お願いした

いなというふうに思います。

それからもう一点、同じ面積で右側の黄色の部分なのだけれども、これ全部足す

と7,649平米ですよね。ここも前回は6,129平米だったのだけれども、これも同じよ

うな何かあれですか、何か差し引きあるのですか、1,000平米も。これどこか歩行者

通路とか何か広げているのですか。それとも前回と、前回というのは11月の16日だ

よね。ここの土地の面積とあれ、何かすごいばかに広いなというふうに思ったので
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すけれども、ここの違いは何ですか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 面積ですが、（仮称）地域交流会館2,500平米

程度というふうに書いてありますが、１階の面積が1,210ということで、この面積と

それから広場とそれから駐車場とか車両用通路、歩行者用通路ほかということで、

それを全部足すことになるのですが、すみません、ちょっと230平米程度実はコンビ

ニのさっきの町で整備するという、店舗ではない、網を斜線で入れていたところが

230平米ということで、すみません、ここはちょっとダブっておりまして、この面積

については黄色の部分は先ほどここに4,449と書いてあるのがこれが4,219のすみま

せん誤りですので、ちょっと直していただきたいというふうに考えています。

申しわけありませんでした。

（何事か声あり）

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 駐車場車両用通路、歩行者用通路の私が4,449平

米程度というふうに書いてあるものについては、先ほどコンビニとか店舗の脇にち

ょっとしまというか網で入れている面積が230平米ありますので、その部分が少し重

複した形になっていましたのでという形でご理解いただきたいというふうに考えて

います。すみません。

（何事か声あり）

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 4,219です。

（何事か声あり）

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） はい。

特別副委員長（川﨑昭夫君） 補佐、いいそうです。

では、要するに4,449が4,219と少ないということですよね、③の部分ですけれど

も。訂正でいいのですか。

（はいの声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） では、皆さん、それ4,219ということで訂正お願いいたし

たいと思います。

５番（今井幸代君） 確認なのですけれども、今4,219に面積ご変更いただいたのですけ

れども、概算経費のこの駐車場車両用通路、歩行者用通路ほかと、ここは変わらな

くて大丈夫なのですか。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 金額は概算ですので、今考えられる数字とい

うことで、大きくは変わらないというふうに私ども考えております。

以上です。
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特別副委員長（川﨑昭夫君） ほかにありませんか。

（なしの声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） では、ないようなので、次、資料２のほうへ移りたいと

思います。

説明お願いいたします。

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のほうの説明をさ

せていただきたいと思います。

先ほど国のほうの交付金の事前協議ということで現在事前協議をしておるという

お話をさせていただきましたが、資料ナンバー２、左のほうは道の駅の関係であり

まして、先にすみません、先ほど資料ナンバー１でもちょっと触れたのですが、道

の駅の関係のオープンまでの流れを少しお話しさせていただきたいと思います。先

ほどと重複する部分がありますが、よろしくお願いしたいというふうに考えており

ます。

１月末に重点道の駅のほうの採択を受けまして、県が一体型で取り組むという形

になっておりますので、先ほどちょっと話しましたが、駐車場の一部、トイレ、情

報発信の一部を県から整備をしていただき、残りは町が交付金等で整備を行うこと

となります。重点道の駅に採択されたということで、国、県、大学等の関係機関に

よる協議会を設置をしなければだめだというふうに国、県から言われておりますの

で、新年度に向けて協議会を立ち上げたいというふうに考えております。

その協議会というものは、先ほどちょっと申し上げましたが、重点道の駅の整備

をするに当たりまして、支援とか助言、それから指導等を国、県から受けまして、

計画的に事業を推進してほしいということでその協議会を設置していくことになり

ます。これは、31年度末まで設置をずっと継続で設置をしまして、31年度の大体年

度の途中に道の駅の登録申請を行いまして、道の駅が32年度オープンという流れに

なります。

道の駅の関係については、以上であります。

それから、交付金の事前協議ということで今事前協議を実はしておるところであ

ります。地域交流会館の関係だとかもろもろいろんな形で整備をしていくことにな

るわけですが、そこで県から交付金の採択のハードルが非常に高くなってきている

というお話を受けております。したがいまして、先ほど前段うちの福井局長から話

がありましたとおり、したがいまして整備する施設をその交付金のメニューに合う

ように位置づけまして、交付金を活用しながら整備をしたいというふうに考えてい
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るものであります。詳細については、後ほど説明を申し上げます。そこで施設の名

称を変更してこの事業を行っていきたいというものであります。

それはなぜかということでありますが、資料ナンバー２の上のあたりに交付金採

択事前協議中ということで四角に囲ってありまして、その中でということで幾つか

ぽちを入れてあります。県からいろいろな形で話を実は受けています。主な理由と

しましては、国の交付金額に対して、予算に対しまして各市町村からの申請額が非

常に多くなってきていると。要は、まちづくりのために各市町村からこういうまち

づくりをしたいので、ぜひ国の交付金が欲しいということで、その要望額が非常に

多くなっているという状況があります。それは、合併している市町村が合併特例債

ということで特例債を活用してまちづくりをした市町村がかなり多くありましたが、

平成27年度で合併特例債というものを受けられる期限というものが終わっています。

したがって、28年度からはそういったまちづくりに対するその交付金というものは、

この社会資本整備事業交付金、都市再生の整備事業にかなりの市町村が手を挙げて

集中しているという状況に今後なります。したがって、なかなか厳しい状況にある

よと、ハードルが高くなってきているよというふうに実は話を受けています。

それから、国はこれから大量に以前に建設されました公共施設等が更新時期を迎

えるということで、その中で依然として市町村の財政状況が厳しいと。それから、

人口が減少しているという状況の中で、建物の集約化だとか統廃合等を含めまして

公共施設をきっちりと管理するようにということで指導があります。これが今町の

ほうで作っております公共施設等総合管理計画の策定を義務づけをしています。し

たがって、要は同じような施設の建設はよほどのことがない限り難しいというふう

に言われております。したがいまして、私ども当初（仮称）地域交流会館、それか

ら原ヶ崎交流センターということで２つの施設を利用者を少しすみ分けしたりとい

う形で交付金の申請を上げていきたいというふうに考えておったところであります

が、やはり同じ地域交流施設であるとみなされるということを県のほうから言われ

ています。国はどう判断されるかわかりませんが、県のほうからそのような話を受

けています。

それから、箱物の整備だけではなかなか交付金の採択にはなりませんよと。それ

以外のまちづくりにつながる整備ということで、例えば地域交流会館とそれから私

ども原ヶ崎交流センター、今まちおこしセンターという名前の施設にしたいという

話をしていますが、そこを例えば人が動くために歩道とか看板、サイン等々例えば

そういうものを設置しまして人が歩くための動線の確保、それからいろいろなまち
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づくりを行う視点から計画的な整備が求められているという状況が実は県からその

ようなことを言われております。したがいまして、交付金を活用して整備を進める

という大前提の考え方に変更というものはありませんが、交付金のメニューを変え

まして整備をしていきたいというふうに考えているものであります。

そこで、皆さんお手元のほうにお配りしましたこの都市再生整備計画事業のこの

リーフレットの写しを少しごらんいただきたいというふうに思います。その中面で

すが、２ページになります。この中の表で交付対象、市町村または協議会が実施す

る以下の事業ということで表になってございますが、一番左、基幹事業、提案事業

ということで、基幹事業というものはいわゆる平たく言えばハード事業ということ

ですし、提案事業というものはソフト事業的な部分ということになります。この基

幹事業に採択されれば上限40％の交付金が受けられるという形で、そういう形にな

っています。

そこで、その上から９番目ぐらいのところに高次都市施設ということで黄色のマ

ーカーがついてあります。そこで、私どもはこの高次都市施設の中に左側に対象施

設等ということで、ここには地域交流センター、観光交流センター、まちおこしセ

ンター、子育て世代活動支援センター、複合交通センターとかということで、要は

交付金のくくりの中でその高次都市施設というものは、こういう施設について交付

金の対象になりますということでここにメニューが書かれてあります。そこで、（仮

称）地域交流会館については、ここであります地域交流センターという建物と同じ

機能を持つということからこの地域交流センターのところの高次都市施設という部

分のメニューを使って整備をしたいということでずっとお話ししておりましたが、

こちらは変わりありません。

ただ、原ヶ崎交流センターについては、その下に既存建物活用事業というふうに

書いてある交付対象事業があります。この既存建物活用事業というものは、今ある

建物を活用しまして、上にあります高次都市施設の対象施設等のメニューにありま

す例えば地域交流センターだとか観光交流センター、まちおこしセンター、建物を

活用してこういう施設として利用していくという部分について交付金の対象になる

よという形になっています。

したがって、町は、先ほど県から同じような施設がなかなか作ることが難しいと

いうふうに言われておりますので、ここで既存建物活用事業を使うという考え方は

変わりませんが、原ヶ崎交流センターのほうこの対象施設等の中のまちおこしセン

ターというくくりの中でそういうふうに位置づけて交付金を活用しながら整備をし
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ていきたいというふうに考えているものであります。

そこで、ではまちおこしセンターというものはどういう意味合いなのかという話

でありますが、ここの資料にはちょっと載っていないのですが、まちおこしセンタ

ーの定義を若干簡単に話させていただきたいと思います。

ＮＰＯとか商工団体等によります地場産品等の開発、それから研究、それから展

示等とか需要の拡大に向けた拠点となるセンター施設という国は位置づけをしてい

ます。そこで、この施設に必要なものというのは、あくまでもそういった新しいブ

ランドとか地域資源を活用しましたそういった新しいブランドの企画開発、そうい

うものを検討するための部屋、それを設けるということを必置としているというこ

とでありますので、私どもはここの原ヶ崎交流センターを今までどおりまちづくり

の核となる施設だということで、今までも例えばまちづくり団体のあじさい塾であ

りますとか農、商、工連携ということで特産品の今開発ということでいろいろと取

り組んでいる協議会もございますので、そういう協議会の方々がそこでそういった

企画開発をするためのそういった研修室といいますか、部屋をそこに設けるという

形で、そこをまちづくり団体との共同事業、それから人づくりの拠点としてまちお

こしセンターという名前で整備をしていきたいというふうに考えているものであり

ます。

それで、資料ナンバー２の一番右側の四角に囲った部分の少し上の部分からちょ

っともう一回説明させていただきたいと思うのですが、まちおこしセンターとして

位置づけたい背景ということで、ここには地域資源の活用、田上の人材、それから

財産を活用したまちづくりが可能であろうと、それから農業などの６次産業化のき

っかけづくりができるのではないかということでこのような形で整備をしてまいり

たいということで考えています。

少し四角の中読ませていただきますが、現在の原ヶ崎交流センターの周辺には、

幼児園とか中学校などの文教施設のほか、原ヶ崎運動広場などがあり、毎年広場の

脇の竹林を活用しましてまちづくり団体主催でタケノコ掘り体験などを行い、町お

こしにつながる事業を行っています。そういうことから、そういった意味で今後の

まちづくり、町おこしにつながるその（材・財）が多く、現在の原ヶ崎交流センタ

ーを（仮称）まちおこしセンターと位置づけることで団体等の活動を活発にすると

ともに、人材を育成しまして、重点道の駅として平成32年春にオープンを控える中

で町をＰＲできる最大のチャンスを迎えるということから、ぜひ町のいろんな（材

・財）を活用しまして特産品の開発、研究等をやっていきたいというふうに考えて
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いるものであります。この施設をこのように位置づけることで、いわゆる６次産業

化を図るきっかけづくりとしたいということを考えているものであります。この施

設については、本格的に特産品を作るということではなくて、あくまでも試しにそ

んなものを作って、こんなものどうかなとかこんなもの特産品にならぬかなという

ことで企画研究するだけの建物という位置づけです。したがって、本格的に特産品

を生産していくということになれば、それはまた６次産業、別な農林水産業の補助

金等を活用しまして実際整備をしていくことに場合によってはなりますが、あくま

でも企画開発研究をするための場所だと、人が集まっていろんな話をしてまちづく

りにつなげる施設にするという位置づけで考えているものであります。

それで、具体的にでは平面図ちょっと見ていただきたいと思うのですが、資料ナ

ンバー２の２をちょっと見ていただきたいと思います。では、どのように変わった

のかということでありまして、もちろん田上町まちおこしセンターということで名

前は変えてあります。それから、下のほうに特産品開発研究所なんかということで

丸く書かれております。あとは基本的には、大きくは変わっていません。考え方と

しましては、増築棟と言われる左側の建物がありますが、こちらは主に使用する団

体ということで、先ほどまちおこしセンターという形で活用していきたいというこ

とでありましたので、今考えられる利用する団体は、まちづくり団体の例えばあじ

さい塾であるとか農、商、工連携協議会というものが主に利用する団体というふう

に捉えています。

そこで、先ほど話しましたとおり、まちおこしセンターというものは会議や研修

を行うスペースは必置というふうに言われています。したがいまして、これを増築

部分に求めたいというふうに考えておりまして、それが研修ルームというふうに書

かれているものであります。ただ、使用しない場合は、従来どおり子どもたちが例

えば学習する場所だとかというような位置づけで利用したいというふうに考えてい

るものであります。

そこで、この研修ルームというところに真ん中にちょっと線を入れてあるのです

が、増築棟の研修ルームは可動間仕切りによりまして別の団体が一度に２つの団体

というかが利用できるように配慮をしていきたいと。したがいまして、片方例えば

団体が使っていても、片方は例えばフリーで、先ほどの子どもたちの学習という話

がありましたが、片方はフリーであけておくことも可能かなというふうに考えてお

りますので、このような配慮をしたいというふうに考えています。

それから、特産品の開発研究所でありますが、大体の大きさというものは、ここ
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はいわゆる簡単な厨房みたいなものを少し外にプレハブかないしは木造の建物でこ

の辺にそういう建物を小さいものですが建てまして、そこで特産品の開発研究を行

うための試作品づくりというような感じのものをここでそういう機能を持たせたら

どうかなというふうに考えているものであります。

それから、あと既存建物については、図書コーナーとそれからホールを一体利用

する方向で考えておりまして、それ以外は大きな変更はございません。

まちおこしセンターの関係の内容については以上でありますが、それらを踏まえ

て資料ナンバー２の１をちょっと見ていただきたいと思います。これは、先ほど来

少し話していますが、この都市再生整備計画事業に提出するための整備方針概要図、

要は羽生田駅を中心とした半径１キロ以内に田上町としてどのようなまちづくりを

していくかというものを落とし込んだものです。全てこの事業を今のところ必ずや

るということには、地域交流会館の関係の整備、それからまちおこしセンターの関

係については、基本的には２つの核でまちづくりをしますよという話ですので、こ

れは必ずやるということになりますが、それ以外については全てやるという形には

まだ最終的な国との交付金の事前協議終わっていませんので、これでオーケー受け

られるかどうかというのはまだちょっと決まっておりませんが、基本的には今ここ

に書いてありますとおり、（仮称）地域交流会館整備事業、これハード事業です。そ

れから、その前の広場の憩いの広場整備事業、これについても広場整備ということ

で、これもハード事業になります。それから、あじさいロード整備事業ということ

で、ここが羽生田駅、それから今の原ヶ崎交流センターまでの間を人が行き来でき

るような感じの動線の確保、例えば歩道を少し人間が歩く箇所を緑色でちょっと道

路を塗って、そこで人がある程度安全に歩くことができるというような感じの道路

整備、それから歩行者の誘導サイン事業については、歩行者こっちへ行くと例えば

地域交流会館へ行きますよとか駅まで何キロですよとかというような感じの誘導の

サインを入れてまちづくりをしたいというふうに考えているものであります。

それから、原ヶ崎交流広場と書いてありますが、これは運動広場のことでありま

して、ここも今竹を使ったまちづくりをやっておりますので、ここの広場の中にス

スダケといいますか、竹を焼く窯を少し設置したり、その作業をする小さな小屋を

作ったりとかというような感じの整備をここでやっていきたいというふうに考えて

いるものであります。

それから、まちおこしセンターについては、先ほど申し上げましたとおり、一応

特産品の開発研究をするための施設というような位置づけでここに整備をしていき
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たいというふうに考えているものであります。

それから、黒い丸については、これはいわゆるソフト事業でありまして、これも

一応今上げておりますが、全てやるということになるかどうかはこれからまた国と

協議をして最終的に決定していきたいというふうに考えております。

それから、点線で関連事業というものがありますが、これはあくまでもこの都市

再生整備計画事業で事業を進める事業ではなく、ほかの例えば補助金とかでこうい

うものもまちづくりとしてできるのではないかというようなことをこの範囲の中で

一体として町でいろんなことを考えながらまちづくりを進めますよというために一

応落とし込んだものでありまして、今こういった図面を作りながら国と事前協議を

している段階でありまして、なかなか国も先ほど申し上げましたとおり、なかなか

補助金の額が限られているということの中で、非常にハードルが実は高くなってい

まして、正直大分手こずっているという実は状況になっております。

一応資料ナンバー２につきましては、説明のほうは以上で終わります。

特別副委員長（川﨑昭夫君） ありがとうございました。

説明終わったのですけれども、皆さん検討時間も必要だと思うので、休憩とりた

いと思います。

午後２時２０分 休 憩

午後２時３０分 再 開

特別副委員長（川﨑昭夫君） 時間ちょっと早いのですけれども、休憩前に引き続き会

議を再開いたします。

資料ナンバー２の関係で説明終わったのですけれども、ご質問ある方お願いいた

します。

２番（笹川修一君） 今ほど聞いている内容は、非常にびっくりしているのですけれど

も、今までやってきたというのは何なのだという思いました。それ誰とやってきた

のか。国交省からお金もらうのですから国とやっていたとばかり思っていたけれど

も、急に県が言ったらちょろちょろ、ちょろちょろとして、誰と今までやってきた

のですか。それが聞きたい。そのために私たちがここにいて何度もやってきて、何

で今ごろになって変わるのか。そこがまず１点目。

２点目、町おこし、非常にいいのですけれども、では何をやるのかと。一番最初

に私はコンセプトのときに、農業ということ出ているので、どういう方向性を持っ

て考えているのですかと後で質問しましたよね。そのとき、いや、これはと、まだ
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方向性はというのは出ていないという話でしたけれども、何で今ごろ農業が出てき

て。農業はいいのです。ただし、これはさっき言うとお試しコーナーという話でし

たよね。お試しコーナーとは何なのだと。常時せずにそういうものを作って、建物

だけ作ってどうするのだと、聞いていて。

そして、何で教育委員会がそれで話しているのかなと。非常に不思議に思ってむ

かむかしながら聞いていたのです。だって、何をやるのですか。

私先回の委員会のときに農業としてどういう方向性を過去５年間とかやるのです

かと言ったときに、課長はいろいろとお答えしてくれましたけれども、町としてど

うなのかというのは一向に出ていません。それを急に町おこしだ云々と。ただし、

それもお試しだという言葉になっていたら何をやろうとしているのか全然わからず

に聞いていました。まず１点。

それと、交流センターが２つあるからだめだと県から言われたと。それで、がら

っと変えましたという内容ですよね。これ交流センターでなくてもいいのではない

ですか。子育て支援センター、子育ての世帯活動支援センターというものも入って

いますから、子どものために本当はそこをやればいいのではないですか。だって、

それは方向的にそんなに今までと変わりないですから。大人の分はこちら、子ども

とか支援センターは向こうと。子育てのためには、やっぱり町おこしというか、子

どもはやっぱり大事ですから、そういう意味で重点的にそこ作っていったらこれは

補助金の対象になるのではないですか。そうしたら方向もそんなにぶれないと。私

自身もやっぱり三条のすまいるランドとかああいうものを前質問しましたよね。あ

あいうものはいいのではないかと。教育長もそれなりのことはお答えになっていた

だきましたけれども、何でここでぶれるのかなと。ぶれる必要ないのではないです

か、きちんとやれば、そのために何年かやってきたのですから。ここでぶれるとい

うことはどうなのかというのは、非常に私思いますので、お願いします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 私のほうで全部お答えできるかどうかちょっ

とあれなのですが、ちょっと幾つかをご質問いただいた点についてちょっと回答と

いいますか、お話しさせていただきたいと思います。

なぜ今になって方向性が変わるというか、県から言われたぐらいで何で変わるの

かという話が一番最初たしかあったかと思います。ちょっと方向性の話で、私はち

ょっと説明しなかったのですが、資料の資料ナンバー２のところにちょっと白抜き

で交付金の採択のためのハードルが高くなってきているというそこの下のあたりの

ところに地域交流会館のすみ分け、それから原ヶ崎交流センターのすみ分けの内容



- 18 -

について少し記入をしています。ただ、県は町が地域交流会館は住民のための施設、

それから交流施設という位置づけで整備をしたいと。それから、原ヶ崎交流センタ

ーについては、同じような、住民のための施設なのだけれども、どちらかというと

青少年だとか児童が利用する施設だという形の考え方で整備をしたいのだという話

をさせてもらっていましたが、県は町の考え方に一定の理解は示していただいてい

ます、正直。ただ、先ほどちょっと申し上げましたとおり、判断が国が判断するこ

とになるので、前にも増して採択が非常に厳しい状況になっているので、明らかに

この施設はこういう目的の施設、この施設はこういう目的の施設だよという形をと

らないとなかなか交付金の採択というのは。片方は交付金の採択を受けられても、

もう片方については非常に厳しいですよという話を県はしておるものですから、こ

れからまた事前協議の中で今度具体的に県、それから国のほうに話をしてまた詰め

ていけばまたその辺理解が得られることになるかもしれませんが、現状ではなかな

か厳しいと言わざるを得ないという県のお話がございましたので、少しそのような

交付金のメニューをちょっと変更するというような位置づけで整備をしたいという

ふうに実はちょっと考えているところであります。

それから、お試しコーナーというか、お試しコーナーというよりも、実はこの（仮

称）まちおこしセンターの整備については、基本的に本腰入れて特産品を開発する

施設という意味合いで国土交通省のほうでその交付金を活用して整備をしてもいい

というものでは実はありません。ということであれば、例えば農林水産業関係の交

付金を活用してそういう特産品開発のためのそういう交付金のメニューが私細かい

部分までちょっと存じ上げない部分もあるのですが、それはまた別の補助金を活用

して整備をしてくれということでありまして、あくまでもこの国土交通省のほうの

関係については、町おこしをするために、町をＰＲするためにそういった特産品の

開発を研究する場所をある程度この交付金で整備をしてもいいよということであり

ますので、町はとりあえずそのきっかけ作り、そういった特産品開発、研究するた

めのその施設、研修室を設けてそういったそこで研究すめための場所としてまちお

こしセンターを位置づけていきたいというふうに考えているものであります。

それから、先ほどお話のありました都市再生整備計画事業の中で、高次都市施設

の中に子育て世代活動支援センターという項目があるので、むしろそちらのほうの

センターの位置づけに近いのではないかというお話がございました。たしかそうい

うお話だったと思います。実は、私のほうもそういうことでの活用ができないもの

かなというふうに実はちょっと考えてもみました。ただ、この子育て世代活動支援
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センターというものは、このセンターの中にいわゆる今幼児園で子育ての相談機能

といいますか、子育て相談センターでしたか……すみません、子育ての支援センタ

ーというものが竹の友幼児園の中に子育て支援センターの機能がありますが、この

子育て支援センターの機能がこの世代活動支援センターの中には必須であるという

ふうに実は言われておりまして、今竹の友幼児園の中にそういう機能があるもので

すから、また同じような機能をここにまた持たせても実はどうなのかなという部分

もちょっとありましたものですから、ここで今現に原ヶ崎の運動広場等々で町おこ

しのそういった団体が活動を今一生懸命されているという状況もあるものですから、

ここで人づくり、まちづくりのためのそういった施設としての位置づけをこの今の

原ヶ崎交流センターの中に持たせたらどうなのかということでここのメニューのま

ちおこしセンターというメニューを使ったらどうなのかなということで実は今日ち

ょっとお話をさせていただいた次第であります。

あとほかに……

２番（笹川修一君） 一番最初は国とやっていたかどうかをまず聞いたのです。国とや

っていてこういう事業がスタートして、その計画でもってどうするか、建て替えす

るかそれとも改築するかということで議論が始まっていたわけです。そのためにお

金が安くなって。私は新米ですから、そういう流れしか知らないのですけれども、

その流れでもってこういうふうにしていきますよということをさんざん議論したわ

けです。

いや、新たにしたらどうだとか改築したらどうかと。ただ、お金がかかるから仕

方がないよねということで改築でもしていったらどうかという話があったわけです。

だから、国とやっていたと思ってずっと聞いていたのです、お金出してくれるのは

国ですから。それがすりかわっているのは何なのかという。全然理解できないと。

それと、ここの研究所というか特産物品、それは補助金をもらいたいためにそれ

をしたわけでしょう、今の話だと。ただ、いっときの補助金のためにこれを作ると。

その後どうするのだというものは、全くないわけです。方向性は、農業として見れ

ば、田上町の農業としてＴＰＰ絡みとかいろいろ出てくるのだから、方向的にどう

するのだということが一番大事なのですけれども、そこが何にもなくて、これを作

ってどうするのだという話なのです。

ですから、方向的に田上の農業としてこういうものにしていくのだと、そのため

にこういうものは必要だというのだったらわかるのです。ただいっときの補助金で

作って、それをずっと使えるかどうかわからないと。使わないときは子どもたちに
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やればいいのではないかと。それもおかしな話なのです。

それと、幼児園の私も昨年行って聞いていますけれども、子育て世代支援センタ

ー、あそこは非常に毎年毎年どんどん使われていて、狭いのです。狭くて、どんど

ん、どんどんあそこを使っている方は多いのだから、そのために先回私一般質問し

ているのです。だから、実際見ているし、どういう流れかもわかっているし、子育

てのママさん方が非常に大変だと。だったらこの支援センターやって、もっとやっ

て、子育てに。田上町は、子育てについて優先してやりますよということがいいの

ではないのですか。

だから、今までの議論と全く違うからどうなのかということを言っているので、

お答えになっていないわけです。これは、教育委員会が言う話ではないと思うので

すけれども、これ町長どうでしょうか。町長からお願いします。

副町長（小日向 至君） すみません、今町長と打ち合わせしたので、ちょっと説明申

し上げますけれども、まず今まで道の駅の関係で協議してきたというのは県なので

す。国のほうにも重点道の駅の関係で何回もお願いに行っていますのとここで言う

補助金の部分とはまず違うという部分を一つ理解していただきたいのです。

だから、国にも協議したり、県にも協議したように聞こえていたかもしれません

が、まず重点道の駅の分についてのお願いなり何かというものはほぼ国のほうに依

頼していったという経過があったわけです。この補助金の絡みの部分につきまして

は、県と協議をしてきた経過があって、今までの県との協議の中では、もう１年も

前からですけれども、静と動という捉え方で、同じセンターでも何とかすみ分けが

できるのだろうということで進んできた経過もあります。その経過の中で、いよい

よここに来てせっぱ詰まってきた中で、どうもさっき説明をしましたように、合併

特例債が切れたりなんかして大半の市町村から同じ部分での補助金が出てきて今２

倍以上になってきていると。このままのすみ分けで説明していっても、この資料自

体は県が国に持っていって県の職員が説明するのです。町が直接国に説明するわけ

ではないのです。なものですから、県のほうももう少し間違いなく対応できるよう

な形でいこうとするともう少しはっきりしたすみ分けのほうが説明しやすいほうが

いいだろうと。そういう話を今年の１月ごろになってから実言うとありました。そ

こで、こちらのほうも従来の考え方と町民に説明した部分と大きく変えるというこ

とはなかなかできないし、そういうふうな考え方もありませんでしたので、ここか

ら本音の話になるのですが、さっき言いました都市再生整備事業計画の交付金の概

要見ますと、さっき言いましたように子育て支援センターというものも１つあった
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のですが、竹の友幼児園に今あるものをそっちに移すと子どもたちとそこにいる保

育士との関係とかそういう部分が離れてしまったりして不都合が出てくるだろうと

いう部分も検討しました。まちおこしセンターという形であれば、もともとこの事

業というものは町おこしのためにやっている核を２つ作るとういうことの部分です

から、大きく変わらないだろうということで、国にはこういう今説明した建前で資

料を作り、お願いして、従来どおりの形でいきたいと。

したがって、本音のところを言いますと、お金をもらうためにそうやってやって

いるのかというふうになるかもしれませんが、従来町民に説明したあるいは議会に

説明した形でこの事業を進めるために、若干方向性は変わっていますけれども、利

用方法については大きく変わらないと。

さっき言いました研究所らしきものを話はしていますけれども、これから国のほ

うに県が行ってまちづくりの必要性の説明をするときは、今までの経過、実績があ

ってこれからどうするのだという部分の説明をするわけですけれども、裏づけも必

要だというふうに言われています。したがいまして、田上町のまちづくりの基本は、

10年以上も前から、20年以上になるのでしょうか、前から竹林、竹、町の竹やぶを

竹林によみがえらせて、そこから生産できるタケノコも一つの目玉にしようという

ことと竹林にするために伐採しなければだめになってきた竹をどう再利用しようか

というところの課題をずっとやってきていたわけでして、それらに取りかかってき

て一生懸命やっていたのがあじさい塾というまちづくり集団の実績がずっとあった

わけですし、今もすす竹等々でやっておりますし、農、商、工連携の中でもそれら

の取り組みもやっているものですから、ではそういう実績をそっくり、過去の実績

をそっくり活用し、これからも今進めようとしている部分を表に出して国のほうに

申請すればこういう形でヒアリングは大丈夫だろうなと。そこには、最低必要な原

ヶ崎交流センターの近くにある竹やぶ、竹林があります。あれは、既にあじさい塾

がお借りしてそこでその竹林によみがえらせるために伐採したりなんかしています

し、中学の子どもたちも年に１回参加して竹切りをしていたりしていますから、そ

のままそっくりあの環境を利用し、あの辺あたりにすす竹の窯を設置したい。今川

の下のところにすす竹の窯を現実にこれあじさい塾が作ったようでありますが、数

十万円ぐらいで作ったようであります。それらがありますし、それらをそんな形の

ものを作り、それで今問題になっているのがタケノコの時期、値段が高いときにタ

ケノコは売れるように。幾らでも売れるのですけれども、値が下がったときの対応

がなかなかできないという課題も１つありますので、そういう値が安くなったとき
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のタケノコをではどういう形で加工して保存しながら売れるような形に持っていか

れるかという、瓶詰にしろ缶詰にしろ干しタケノコにしろ、そういうものを少し研

究する場所として持っていったらどうかなと。それがうまくいくようだったら改め

てまた農林関係の補助金を使ってやっていけばいいではないかというその取りかか

りの場所にまずしたいと。そうすると、そんなに大きな施設は要らぬだろうという

ことで、今想定しているのは役場の食堂、厨房、今もう使っていませんけれども、

役場にある厨房のちょっと一回り大きいぐらいの部分でいいだろうということです

から、今言った部分については大きなお金はかけないでいきたいなと。従来どおり

の目的で利用したいなというふうに考えて今回こういう形で突然。突然の話ですか

ら、何だこれはというふうに思われたとは十分そう思うのですけれども、そういう

趣旨で説明を申し上げましたので、笹川委員さんお話しされるように、では町の農

業問題まで全部拡大してどうするのだというそんな大きな部分のところまでは考え

ていない部分の提案ですので、ご理解いただければなと思っています。

２番（笹川修一君） 一番先は、では県とずっとやっていたの。何で１月。その前にも

ずっとやっていたわけですから、何で１月になってからこういうふうに変わるのか

が全然よくわかりません。

それと、国の予算が合併特例法終わるというのはみんなわかっているわけですか

ら、今さらわかっているわけではないですよね、合併特例法が。その辺は踏まえて

全部計画というか立案されていて、まだ今後についてはオリンピックができるとか

云々とかそういう意味で経費増になるかもしれませんし、ある程度そういうものを

踏まえて進めていたと思うのです、私そう思って聞いていたのですけれども。

それと、農業について、これは全くではそこだけ竹林とか竹はそれはいいのです

けれども、やっぱり方向性をきっちり出すことによって農家の方も変わってくると

思うのです、今一番不安なのはそこですから。そこをないがしろに、ただここだけ

作って、では皆さん、農家の方は何なのだと。そんな話は全然聞いていないし、何

でこの研究所だと。ある日突然降って湧いたみたいな話で農家の方もびっくりぽん

です。それはそうでしょう、こんなもの何にも知らないのですから。議員だって知

らなかったのにみんなこうやってずっとこうやっていたよと、こういうようにする

のだよということでみんな何カ所かまでやったわけでしょう。それを踏まえてやっ

ているのですから、それなりのことは方向的に出していくべきだし、町としてどう

なのかというのは。また、多分町長のこれからの方針のものも出るはずだと思って

いますから、そのためにはこれは方向的にどうしていくかというのは、やっぱり今
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現状の田上町にとっては必要、最大級に必要だと私思っております。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 県との協議の関係でございますが、基本的に

は事あるごとに一応こんな施設を作りたい、例えば地域交流会館の内容としてこの

ぐらいの例えばホールを作ったり、あと既存施設を活用してここに図書館的な部分

を建設したいとかということで、詳細の部分ではなくて、大体ざっくりしたところ

では県との協議を実はしていました。

ただ、あくまでも県も例えば都市再生整備計画というその計画を図面とか考え方

も含めてある程度県が、先ほど副町長から話がありましたとおり、この計画を説明

するのは県が市町村からその書類を受理しまして、県が国のほうに行ってその書類

説明を、書類というか内容の説明をすることになります。したがって、この説明が

ある程度の資料ができないと具体的な協議は県がなかなかできないというお話があ

って、そこで実際この計画というものはなかなか概要が詳細の部分で固まってきて

おりませんでしたので、大まかな方向性の部分のみ協議ということで事前協議をず

っとしてまいりました。ようやく昨年の終わりごろにある程度方向性も固まってき

ましたので、そこで具体的に今度都市再生整備計画事業の事前協議ということで今

協議に書類を出したりしながら今本格的な協議を今進めているところであります。

したがって、笹川委員さんお話のように、本来であればもう最初から国とかの協

議をもう本来であればもうしていたはずではないかとかというお話もあったかもし

れませんが、あくまでも県を通じてしか書類が出せませんので、県の担当者とのや

りとりの中で、県の担当者としては今こういう流れになっているので、なかなか国

からの、国との具体的な話はしたわけではないけれども、今までの例を見るとちょ

っと採択がこの部分については難しいかもしれないねというお話がありましたもの

ですから、今そういう形で少し位置づけを変えて交付金を活用しながら整備をして

いきたいというふうに今考えているところでありまして、直接国との協議ができれ

ばよかったのですが、国は直接市町村が行っても、県を通じて書類を上げるもので

すから、相手には実はしてくれません。したがって、県とやりとりしてある程度こ

の書類でいいねということになれば、そこで初めて県が国に書類を持っていって説

明をしていくという形になりますので、ようやくその辺のテーブルまでたどり着い

たという形になっていまして、そこでちょっとこの部分については難しいかもしれ

ないという話があったものですから、先ほど申し上げたとおりで、そのような形で

対応してまいりたいというふうに考えているところであります。

ちょっと答えになったかどうかわかりませんが、以上で終わります。
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８番（熊倉正治君） 私は、ある程度理解はしました。いい悪いは別です。

それで、私が心配するのは、基本構想、基本計画、この関係は委員会も作って策

定もされてきたと思うのですが、今度重点道の駅になることによって国、県、大学

等による協議会の設置、この辺との整合というのはどういうふうに考えればいいの

か。

あとそれと、今までずっと話をしてきたのは、道の駅の整備ということで、そこ

の前の整備というものが中心だったと思いますが、まちづくり交付金というか、今

言う都市再生整備計画事業に乗ると、当然旧竹の友幼稚園とか向こうの整備もずっ

と入ってくることで、最初からそういうものにはなっていたとは思いますが、具体

的にそれも今度踏み込んでやっていくということになるというふうに私は思います

し、そうなのでしょうが、その中で図書館という機能があったのがちょっと方向が

違う話になっているというあたりが一番今問題になっているのかなというふうに私

は今議論聞いていてそう思ったのですが、その辺がこの基本構想、基本計画を作り

ながらそういう話も若干はしていたと思いますし、住民説明もやっていたわけです。

その辺でこういう計画が重点道の駅になったことによって相当変わっていくという

あたりが果たして、議会も今議論していればそういう感じだと思いますけれども、

対住民に対してはどうなのかなというあたりが私は非常に心配をするというふうに

今聞いていたのですが、そういったあたりというのはどういうふうに考えればいい

のかお願いをしたいと思います。

副町長（小日向 至君） 詳細は、担当から補足してもらうことになると思いますけれ

ども、基本的に今までと大きく変わらずに事業を進めるということだけ１つ理解し

ていただきたい。看板を変えて基本的に変わらないのだということになります。

ただ、熊倉委員さんお話しされたように、この基本構想についてはこれから説明

しますが、一部変更する形で差しかえてくださいという説明をこれから申し上げま

すので、それはむしろ重点道の駅になったりした部分であったり、そういう部分が

ちょっとあったりしますので、表現の部分が変わってくる。だけれども、住民に今

まであの図書館があそこにあってこういう使い方しますよというのは大きく変わり

ません。

変わるとしたら、さっき資料ナンバー２の２に説明したとおり、この絵というも

のは題名が変わったところと新しく増築する部分のところに間仕切りがついたとい

うだけの違いなのです、正直言って。

（何事か声あり）
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副町長（小日向 至君） いや、いや、そうなのです。すみません。そうなのです。

それで、ただ国のほうへの説明には、これはまちづくりの……

（何事か声あり）

副町長（小日向 至君） そのとおりなのです。表面的には、確かにそのとおりなので

す、だって表題は変わっていますから。

だから、国に対してはそういう形でお願いしていかないというか、そういう形で

いかないとなかなかさっき言いましたような形でヒアリングを受けるに相当厳しい

状況になってきているという。これが初めからわかっていればそういう形で進んだ

のですけれども、それがだんだんここへ来てというお話。本格的なヒアリングは、

まだこれから国のほうに協議していくことになるのですけれども、そんな形での形

ですから、本当に申しわけないなという感じではありますが、町民に対して大きく

利用が変わるよという部分のところにはいかないはずだと思っておりますので、ぜ

ひその辺あたりをご理解していただければなと思います。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） 今ほど熊倉委員さんのご質問でありますが、

まず図書館機能については基本的には全く変わっていません。旧の施設のところに

公民館を、例えば公民館老朽化していますので、公民館を取り壊した際に図書機能

をそこで強化するという考え方は基本的には変わっておりませんので、２つの部屋

を活用しまして本を置くという考え方は実は変わっていません。したがって、あそ

こに行けば本が借りられて、子ども用の本もそこにあってという形の機能はそのま

まという形になります。

それから、新しく協議会を作るその関係で、今の検討委員会と協議会とのすみ分

けの部分のお話でしたでしょうか。

国、県、それから大学との協議会については、重点道の駅を整備するに当たりま

して、主に国と県は町に対してどのような支援ができるのかという、町がどのよう

な考え方を示して、それに対してどのような支援、交付金だとかそういった支援が

できるのかというのを協議するための協議会という位置づけを国、県は持っていら

れますし、それとあとは大学との連携をしながら重点道の駅の整備をしていくとい

う形で町では考えているものですから、その関係するための協議会を作っていただ

きたいということでありましたので、協議会としては立ち上げますが、基本的には

いろいろな町の考え方を決めていく部分については、今道の駅等整備検討委員会で

今年もいろいろな協議をしてまいりましたが、その協議会をまた引き続き……協議

会ではない、すみません、検討委員会をそのまま引き続き検討委員会を設置しまし



- 26 -

て、そこでいろいろな内容については詰めていくという形のすみ分けにしていきた

いというふうに考えています。

説明は以上です。

８番（熊倉正治君） では、この国、県、大学、関係機関による協議会というもののほ

かにこれの検討委員会をまだ残していくという認識でいいわけですね。それはわか

りました。

私は、一番問題なのは、原ヶ崎交流センターをまちおこしセンターに名称を変更

すると。位置づけは変わらないというような言い方もしていますが、中身が特産品

の何かものも含めてというような話になっていますが、どうもちょっと私も含めて

住民の皆さんもそれはちょっと理解ができないのかなというふうに私は今聞いてい

ました。

そういう意味で、私もよくわかりますが、交付金を受けるがための鉛筆なめなめ

で、鉛筆がなくなるほどなめなければこれはちょっと作るのが容易でないかなとい

うふうな気もしますが、議会の議論もそうでしょうけれども、住民の皆さんに対し

ての理解というようなものもちょっと今後どうなるのかなというふうに私は心配を

いたしますが、それは意見として、以上で私は終わります。

特別副委員長（川﨑昭夫君） 今熊倉委員の意見なのですが、執行側どうでしょうか。

町民に対する説明等々を考えますと、今後の対応をもし何か考えておられれば。

副町長（小日向 至君） ある程度整理がついた時点で住民説明会を開きながら説明し

ていきたいと思いますが、現時点ではまだはっきりしていない部分も大分あります

ので、これからそれは必要だろうと思っていますので、お願いいたします。

14番（小池真一郎君） 私もこれはちょっとわからない部分があるという意味も含めま

してお聞きしたいのですが、執行側の説明の中で都市再生整備計画と道の駅と両方

一緒にダブって説明している部分は、かなり重複している部分があって、我々が理

解できない部分がかなりあるのです。道の駅が重点道の駅に変わったことによって

こうなりましたという説明の部分とここでさっき言う原ヶ崎の部分というものは、

これは都市計画の部分がダブってきていますので、道の駅というものはこういう問

題が今起きてこういうふうな問題でクリアしていかなければだめだという説明すれ

ばいいのに、みんな両方を兼ねて説明するものですから、我々が理解できない部分

が多分にあると思うのです。だから、今度もう一度、皆さんこれ全部理解していれ

ばいいですけれども、中身がごっちゃになってわからない部分がありますので、都

市再生整備計画というものはこういうものだと。そのためにこれとこれが必要なの
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だと。道の駅に関しては、こういう部分とこういう部分が問題であって、今後こう

いうふうに今後やっていかなければだめだというふうに分けて説明しないと、もう

両方ごっちゃに説明するものだから、あっちへ行ったりこっちへ行ったりして、中

に聞いていると議論がかみ合っていない部分がございますので、今後そういう部分

で説明するときはしていただきたいと思いますが、そういうことにできるのかどう

かちょっとお聞きします。

町長（佐藤邦義君） 冒頭にもお話ししましたように、道の駅は実は重点道の駅になっ

て、これは一体化でやるというのをずっとお願いしてきたのですが、このピンクの

ところがいわゆる道の駅です。ただ、その採択するために、この一帯を交流会館も

あるし商工会もあるしと言っているのは、これは説明のときそういうことをしまし

たけれども、道の駅国が対象にしているのはこのピンクのところだけがこの道の駅

で、これに対しては一体化では県がやりますよと。これは、補助金も実はなくて、

県がやることであって、補助金にはありません。国のほうの支援も支援をするとい

うことになっておりますが、多分ＥＶだとか防災関係のことだと思いますが、そこ

は支援を国がするということになっています。

それと、いわゆる都市再生整備計画事業というものは、これは全くまた違う問題

でありまして、２つの拠点でいわゆるコンパクトシティーをつくりなさいと、こう

いうことでありますので、本来分かれている事業なのです。そういったことで、今

話しているのは、この都市再生整備計画事業対して国が40％補助金出すよと、こう

言っているので今皆さんに説明しているのです。ですから、道の駅の本当のところ

は外して地域交流会館と原ヶ崎の交流センターを拠点にしてまちづくりを進めてい

くと、いうこういうことですので、私の頭の中ではそんなにこんがらがっていない

のです。これとこれは別だということであります。

ただ、道の駅を国、県に説明してきたときは、そこに役場もあるしというような

ことで説明をしてきたので皆さん聞いているとこんがらがるかもしれませんが、そ

うではなくて、そういう環境の中にある道の駅ですよということで採択された。

（何事か声あり）

14番（小池真一郎君） やっぱり今日聞いている段階では、まだ国との交渉とかそうい

う部分が見えない部分がございますので、今日はこの辺で終わっていただいて、改

めてもう一度きちっと説明会を開催していただきたいというのを委員長諮っていた

だきたいと思いますが、どうでしょう。

（何事か声あり）
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特別副委員長（川﨑昭夫君） ちなみに、私のほうからこの都市計画整備さっき言われ

ていると思うのですけれども、事業とこの資料を提供したのは、この前都市計画の

審議委員会があった中身の資料なのでしょうかね。ちょっと……

（何事か声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） わかりました。

俺またてっきりこれ……

（何事か声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） では、小池委員のほうから意見も出ましたけれども、一

応資料提供されていますので、最後まで説明ということで、ではこの資料ナンバー

２の説明とりあえず閉めてもよろしいですか。

（はいの声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） では、続きまして資料３の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） すみません、資料ナンバー２の説明でちょっ

と説明が余り上手ではなかったので、余りちょっと皆様に伝わらない部分も相当あ

ったと思うのですが、最後資料ナンバー２ちょっとだけ最後触れさせてください。

もともと国のほうの都市再生整備計画というその計画書を国のほうに提出しまし

て、いわゆる社会資本整備事業交付金という交付金を活用してまちづくりを進める

という形なものですから、先ほど町長が話がありましたとおり、地域交流会館と今

の原ヶ崎交流センターを含めたまちづくりのためのそのいろんな事業をこれからや

っていかなければだめだということで、実は最初道の駅の説明入ってその後に確か

に交付金の関係の説明をしましたので、道の駅とこの交付金が少しごちゃごちゃに

なってしまっている部分もあったかもしれませんが、交付金を活用してまちづくり

をするということで今日このまちおこしセンターとかそういったお話を実はさせて

いただいておりましたので、私のほうの説明がちょっと下手くそで大変申しわけあ

りませんでした。

それでは、資料ナンバー３のほうの説明にでは入らせていただきます。資料ナン

バー３は、道の駅の基本構想の内容について少し原ヶ崎交流センターをまちおこし

センターにしたいということから、少し位置づけといいますか、考え方を少し変え

たいということで資料ナンバー３をちょっと入れさせていただいたものであります。

上のほうからちょっと読ませて、訂正部分について少し読ませていただきたいと

思うのですが、今回の道の駅は国道403号バイパスの道路管理者である県と協議しな

がら整備検討を進めます。ただし、（仮）地域交流会館の整備は国土交通省の社会資



- 29 -

本整備交付金の都市再生整備計画事業（交付率の上限40％）を活用し、現在のとい

うのを加えさせていただいて、現在の原ヶ崎交流センター、これが図書館整備とい

うふうに書いてありますが、図書館整備というものを削りまして、図書館機能はこ

こに持っていきますが、図書館整備という文言を図書館という形にはしませんので、

図書館というものを削らせていただきまして、とあわせて２つの核を整備し、複合

的なまちづくりを検討します。この中で、（仮）地域交流会館をにぎわい・交流の拠

点、現在の原ヶ崎交流センターを町内のまちづくり団体との協働事業・人づくりの

拠点として位置づけ、まちおこしの中心となる施設、（仮称）まちおこしセンターと

するとともにということで、その部分についてちょっと直させていただきたいとい

うふうに思っております。

それから、下の図面のところになりますが、にぎわい交流の拠点ということで、

多くの人が集まり、にぎわいを醸成し、交流が広がる空間ということで、これを（仮

称）地域交流会館という形にさせていただいて、下の原ヶ崎の部分については、協

働のまちづくり、人づくり拠点ということで、まちづくりをともに考え、互いに成

長し、人を育てる空間ということで（仮称）まちおこしセンターという形でこのよ

うな形で訂正をしたいというふうに考えているものであります。

裏は、道の駅等整備検討委員会の開催に当たって、第６回目、２月の18日に会議

をこのような形でさせていただきましたので、その内容について追加をさせていた

だいたものであります。

資料ナンバー３については以上です。

資料ナンバー４についても、すみません、では引き続きあわせてお話をさせてい

ただきたいと思います。今後のスケジュールでございますが、28年度に交付金関係

の事務処理を行います。現在事前協議ということで行っておりますが、交付金の国

から希望照会があるのは大体５月ぐらいというふうに考えておりまして、そこで書

類をある程度出しまして、その後ヒアリング、それから年度末にもし採択がされれ

ば事業採択という流れになろうかと思います。

それからその下、指定管理者の関係でありますが、基本的には今のところ管理の

ほうは指定管理者というふうに現段階では考えております。したがいまして、平成

29年ぐらいに指定管理の募集をし、29年度中にある程度議会の議決をいただいて指

定管理者を決定してまいりたいというふうに考えているところであります。

それから、実施設計につきましては、事業採択が28年度末に採択をされれば、29年

度から建物の設計に入ることになります。したがいまして、ただ業者を選ぶという
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作業がかなり時間を要するかと思っておりますので、28年度中に業者を選定するた

めの今は、ここにコンペとは書いてありますが、プロポーザルとかそういった形で

業者の選定をしていきたいというふうに考えています。設計については、地域交流

会館のほうの建物のほうが大きいので、地域交流会館の建物の設計を先に29年度ぐ

らいから行いまして、店舗だとか直売所だとかの関係については、その翌年30年度

ぐらいに設計を行って指定管理をする業者といろいろとお話を詰めながら整備をし

ていきたいというふうに考えているところであります。

あとは、ここに書いてあるようなスケジュールで、平成32年の春に道の駅を含め

た地域交流会館のオープンを予定しておりますし、まちおこしセンターについては

その２年後の平成34年度にオープンという形で一応考えているところであります。

説明については以上です。

特別副委員長（川﨑昭夫君） ありがとうございました。

ナンバー３、４についての説明で何かご意見ある方。

12番（関根一義君） 発言させていただきたいと思いますが、町長の頭の中は極めて鮮

明だと思うのです。あす施政方針をお聞きしますけれども、事前に施政方針が配付

されましたから目を通させていただきました。かなりまちづくりの方向性について

は、町長の頭の中などという言い方をして大変失礼な言い方かもわかりませんけれ

ども、ご勘弁いただきたいと思いますが、頭の中は鮮明にまちづくりの方向性を位

置づけておられるということがにじみ出ていると私は思っています。

ちょっと今日の議論と外れるかもわかりませんけれども、ちょっと申し上げてお

きたいと思いますが、この間のいろんな議論を積み上げてきたけれども、平成28年

度の町長施政方針はある意味では、町長あちこちで今年はそんなに変われないので

すよなどという言い方していますけれども、町長が打ち出した施政方針はかなり将

来を展望した施政方針が示されているなというのが私の感想です、あすもう一度お

聞きしたいと思いますけれども。

その中に、要するにこういうくだりがあるわけです、施政方針。今日の議論と密

接に関係すると思いますから、私の捉え方を言わせていただきますけれども、こう

いうくだりがあるのです。12ページのところですけれども、道の駅等々の関連の事

業については協議会を設置して検討してまいりますとなるわけです。これは、もち

ろん前から言われていることです。

そして、またコンパクトシティーを目指して、羽生田駅を中心とする半径１キロ

メートル内を都市再生計画整備事業を行うため計画づくりを行うというふうに言っ
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ているわけです。あわせて地方交流会館の建設、原ヶ崎交流センターの改修や増築

の整備計画を策定してまいりますというふうに言っているわけです。

私は、待て待てというふうな感想もしました。交流会館、それから原ヶ崎交流セ

ンターの増築あるいは改築の計画については、策定は骨格は終わっていると。方向

性は出ているのだというふうに思っていたのだけれども、あえてここに町長が施政

方針で強調する意味は何かというふうに捉えたわけです。そういうふうに捉えてい

ます。

そして、今日聞かせてもらいましたら、この道の駅、この計画が重点道の駅に指

定されたことによって施策内容がかなり膨らんできていると。やるかやらないかこ

れから議論するのだよと、検討していくのだよと、国との協議もあるけれどもと言

っているけれども、膨大もない要するに計画の拡大がなされてきているということ

が１つあると思うのです、別紙２のところでありますけれども。相当膨らませて要

するに構想が練られはじめてきていると。これは、だから従来の道の駅構想事業と

都市再生計画事業が要するにかぶさってきているからそういうふうになっているの

だろうというふうに理解をしていますけれども、果たしてこれが我が町でこれだけ

の事業が拡大していくということが果たして可能なのかあるいはいいのかどうなの

か、この議論は全くまだしていません中でそういうものが出てきているということ

が１つあると思いますし、もう一つは、今説明いただきましたけれども、資料３の

ところで説明されましたように、今までの事業内容は変更になっているわけです。

これは、もう紛れもない事実。県とのやりとりの過程で交付金対象にするためにこ

ういうふうに変えましたと。名前を変えただけで、看板変えただけで中身変えてい

ませんなどというふうに言うのは詭弁です。

それは、そうではないのだと。計画内容、事業計画内容の変更をしたのだという

ふうにしてきちっと説明しないと議論かみ合っていかないと思います、町長。要す

るに、従来の原ヶ崎交流センターの改修というものはこういう位置づけでやってい

た。あえて繰り返しませんけれども、位置づけはちゃんとしてあったわけです。そ

れは、方向性を議会も執行側も要するに一致した方向性を作り出したのだけれども、

その中身を変えなければならない事態になったのだから、今度まちづくりセンター

として位置づけを変えるというふうになったのだから、中身は変えていませんなど

というのではないのです。中身を変えるわけです。だから、資料３のところでこう

いうふうな基本計画の中の中身を字句変更させてもらいますなどということを言っ

ているわけです。こんな基本計画の字句変更などというものは、こんなところで…
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…こんなところでは失礼ですけれども、事業の中身を県とのやりとりの中で変えざ

るを得ないからこういうふうに表現変えますなどというレベルの問題ではないと思

うのです。ちゃんと変えるなら変えるなりの手続をすべきだと。計画変更をすべき

だと。内容変更だったら内容変更として提示をして、議論をちゃんとして方向性を

出すべきだというふうに私は思います。

今非常に議論を私たちもまだ理解不足だとかそういうところいっぱいありますけ

れども、今の段階では私は産みの苦しみだと思うのです。だから、いい苦しみだと

思うのです。交流センター、地域交流センターとこれ成功させなければだめなので

す。道の駅成功させなければだめなのです。そして、田上町の将来の核づくりをし

なければだめなのだから。その方向はみんな一致しているのだから、今議論してい

る中身、理解が深まらない中身というものは、これは産みの苦しみ。もっと苦しみ

ましょう。だから、きちっと手順を踏んでほしい。こんなことでなし崩し的にやる

のではないのです、事業計画の変更というものは。それを看板だけを変えるのだか

らなどということで乗り切ろうとするほうがそれはおかしい、混乱を招くもと。町

民は理解しません。不信感が増大します。結果的に地域交流会館、道の駅づくりの

足を引っ張ることになります、そんなことしていたら。それは、執行側の対応がそ

うすることになるのです。だから、それはやめてください。だから、きちっと手順

を踏んで、時間とるかもわからぬけれども、きちっと手順を踏んで議論すべき点が

あれば議論をちゃんとやって、そして前に進むというやり方をぜひとってください。

私の要するに主張であり、疑問であり、お願いでありますから、見解があれば述

べてください。

町長（佐藤邦義君） ありがとうございました。

今ほどの指摘ごもっともだろうと思います。最初の策定するという私が施政方針

に書いたのは、やはり私は道の駅そのもの、道の駅というか、建物の道の駅は大体

いいところ終わったなと、こう思っているのですが、その策定するというのはやは

りまちづくりの拠点をどうしていくかというのは、やっぱりかなり議論が必要。

しかし、今年の夏ぐらいまでにはある程度方向性を出さなければいけないという

ことで思っていましたので、私は策定するというのはそういった意味でやっぱり話

し合いを続ける必要があると、こういうふうに思っておりましたので、今回は看板

変えたところに手続上ちょっと不備ありましたが、今後また議論して、きちっとし

た説明をしていきたいと思っております。

それから、道の駅によって、例えば地域交流会館とかとそういうものは、確かに
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ご指摘のように道の駅が役場も含めた、先ほど申し上げましたように、この一帯を

道の駅というふうに捉えるようになってきました。最初はそうではなかったのです

が、私は国、北陸地方整備局で説明してきたのは、まずは道の駅を一体化で県のほ

うからしてもらう説明をずっとしてきて、そのときに田上町の道の駅というものは

実はその前にたまたま……たまたまというわけではありませんけれども、役場もあ

って、保健センターもあってと、そういうところに位置するところを道の駅だとい

うことで、それに対して国のほうもああ、それはなかなか珍しいねと。役場がある

道の駅というものは珍しいというようなことで多分国が乗ってきたと思いますが、

それでまちづくりとしてはこの一帯を道の駅としようというか、関根委員ご指摘の

ように、確かに大きくなっていったのは間違いありません。これからも町民に説明

するときは、この一帯を道の駅だというふうに説明していく必要があると思ってお

りますので、これから私どももまた対応をまた検討して、また議会とも話して、そ

ういう策定が今年度中になるように努力していきたいと思っております。

11番（池井 豊君） 資料ナンバー２の１について、これちょっとこれカラーで作られ

ているものだと思うのですけれども、ちょっと基幹事業、提案事業の色別の組み分

けとかラインの色分けがちょっとわからないので、これカラーで提出してもらうよ

う取り計らいお願いします。

特別副委員長（川﨑昭夫君） よろしいですか。

（何事か声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） 町長、後ででは差しかえで早急にできますか。何かちょ

こっと見てもやっぱり色がわからなくてちょっと見にくいような感じがするのです

が。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） カラーで提出させていただきます。

特別副委員長（川﨑昭夫君） お願いいたします。

10番（松原良彦君） １点だけ、今までに出てこなかった部分を１つお聞きします。

参考までにということと予算関係がどのくらいかかるのかわからない中で、今概

算金額が出てきましたので、その点に触れてちょっとお聞きしたいのですけれども、

私は防犯カメラ、これは町が作るのか県が作るのか警察が作るのか、そこら辺がわ

からないので、今回いろんなことで事故が起きましたし、防犯カメラが大変重要な

役割を果たすと思っているのです。それで、ここはにぎわいのまちづくり、それか

ら大勢人が集まるというようなことで、そのことで私もよくわからないのでお聞き

するのですけれども、参考までにそこら辺の考え方、そこら辺はどう考えているの
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か。

それからもう一点、突発的でこんなこと言って申しわけないのですけれども、今

日一体型のこの中でおいて、道路管理者、県のほうで土地買収という話が出てきま

した。それで、今駐在所が向こうにあるわけですけれども、今駐在所というか、そ

ういうところは交差点の角に大体引っ越ししてくるとか駅のところに引っ越しして

くるとか、大体そういう、ただ単に町の真ん中にあるだけではなくて、こういう交

通網の激しいところに交番というものが今できてきているわけなのです。そこら辺

を踏まえた中で、交番が１つあっても安全面でいいのではないかというようなこと

で、そういうものができるのは、私は突拍子もないこと言うので考えることもない

のですけれども、そこら辺のことも踏まえて今度検討していただければなおその一

体型の意味がよくなるのではないかと思っているのですけれども、お答えは簡単で

いいですけれども、何かありましたらコメントをひとつお願いいたします。

教育委員会事務局長補佐（佐藤 正君） その辺も含めてこれから少し検討させていた

だきたいというふうに考えています。今はちょっとやるとかというお話もすぐはで

きませんので、少し検討させていただきたいというふうに考えています。

以上です。

特別副委員長（川﨑昭夫君） ありがとうございました。

今日の特別委員会の中ではちょっと疑問点がいっぱい残ったようなので、また改

めてということで、ぜひ我々委員を納得させるような資料を作っていただいて再度

説明していただきたいということを要望したいのですが、いかがでしょうか。

（はいの声あり）

特別副委員長（川﨑昭夫君） 大変長時間お疲れさまでした。

これで今日の委員会を終わります。どうもお疲れさまでした。

午後３時３３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２８年２月２９日
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（仮）地域交流会館等建設調査特別副委員長 川 﨑 昭 夫
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