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総務文教常任委員会・産業福祉合同常任委員会会議録 

平成２２年７月２３日（金） 

    開 会     午前１１時１０分 

    閉 会     午後１２時１５分 
 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

  ●総務課 

  ④札弦センター整備基本計画（案）について 

  ●産業課 

  ①札弦地区農林水産直売・食材提供供給施設（道の駅パパスランドさっつる）基本計画（案）

について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（９名） 
  総務文教常任委員会 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  細 矢 定 雄 
     委 員   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    田 中    誠      委  員    加 藤 健 次 

委 員    勝 又 武 司    ※議 長  村 尾 富 造 
  産業福祉常任委員会 

委員長  澤 田 伸 幸       副委員長  勝 又 武 司 
委 員   細 矢 定 雄       委  員   加 藤 健 次 
委 員    藤 田 春 男    委   員    中 西 安 次 
委 員   田 中   誠       ※議 長   村 尾 富 造 
 

 

○欠席委員    な し 
 
 

○説明のため出席した者の職氏名 
■総務課長       古谷 一夫    ■総務Ｇ主幹      岸本 幸雄 
■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■企画財政Ｇ主査    阿部 真也 
■産業課長       宇野  充    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 
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○職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長 村 上 孝 一 

    主  任 鈴 木 由美子 
 
 

○畠山委員長 
 合同委員会という事で、私の方から進めさせて頂きたいと思います。最初に、札弦センター整

備基本計画についてという事で、こちらから伺っていきたいと思います。 
 
○総務課長 
 それでは、札弦センターの基本計画についてご説明申し上げたいと思います。お手元の総務文

教委員会の議案の８ページをお開き頂きたいと存じます。先の常任委員会につきましては、基本

構想という形の中で大枠の方向性について説明させて頂いてございます。その後、委員会の方で

もご議論頂いて、その後、また私共に対して具体的な建設の考え方、ご質問等も頂いた訳でござ

いますが、そう言ったものを踏まえながら具体的な計画の素案としてご提示申し上げて行きたい

と、かように考えてございます。まず８ページ、１のセンターの現状でございますが、（１）と

しては建物等の現況という形の中において、ご存知の通り現地を見て頂いた通り昭和４６年に建

設された建物でございまして、その後５１年と６０年に増改築を行ってございますが、基本部分

については４０年経過して老朽化が極めて顕著な状況となってございます。建物の全体面積が現

況で約７３１．７３㎡で、過日取り壊しを行った福祉センターよりも若干大きい、２階建てと言

うこともありますし、裏側に元職員が住んでいた住居部分があったこともございまして、実質的

に町民の方が使っている部屋につきましては、一番大きい集会室、それにステージ、これは増改

築で設けられております。それと１階の入って左側にあります東側の和室、それと増改築の段階

で出来ました控え室、さらには調理実習室、それと２階部分が研修室、このような形の中に役場

支所機能、こういったものが入っている状況でございます。どちらに致しましても、ちょうど福

祉センターと同じ時期に出来た事もございまして、そういった更新時期にかかっている建物だと

ご理解頂きたいと思います。（２）の利用実態、実績の関係でございますが、地域の特に会合・

会議、更には葬儀での利用が主な利用実態という形の中で、支所併設機能を持っている施設でご

ざいますので、自治会、各種団体等の地域住民の中核的な機能として、ずっと札弦が誕生してか

ら現在までそういった機能を果たしてきた。それに対する地域住民の愛着の非常に強いという事

も事実じゃないのかなと、この様に考えてございます。ただし、委員会の中でご論議頂いた部分

でございましょうけども、やはり過疎化等の関係の中において、やはり年々人口が減ると共に、

その利用率も停滞も見られますが、大体２０年度で年間２１２件で６千人ほど、２１年度は１９

１件で６千人程度という形の中で、これは葬儀が有る無しによって随分利用率が変わって来ると

いう、近年は使い方の関係がありますので、その中で大体これぐらいが一つの今後のベースにな

って来ていると。ただ、有料使用の部分の中で、公共施設の料金の改定等において一部負担頂い

ている部分でございますけれども、そこで入ってくる使用料は３０万から５０万弱ぐらいが通常

の実態であると、このように抑えて頂いてよろしいかと思います。９ページでございますが、２

の活性化計画の位置づけについては、先の委員会等の中でも具体的に説明で申し上げた通り、ち

ょうど地域資源活用交流促進施設の中で、その中の地域基幹交流施設を造って行きますよという
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計画を国の方に出している訳でございますが、（さっつる地区）と書いてございますのが、清里

地区がちょうど今建設途中の町民会館がありますけども、それと同じ様な機能のものを札弦の地

区におけるそういった施設として、今回交付金の採択を受けてやっている、そういった内容にな

ってございまして、申請上は（２）の方でございますが、１棟７００㎡程度という形の中で札弦

地区の地域基幹交流施設として、新たに整備する都市農山漁村総合交流促進施設、これについて

はパパスの事を意味してございますけども、地域内住民の活動や異業種連携等を促進し、地域イ

メージブランドを確立し、交流人口の拡大を図って行く、そういった施設の目的という形で申請

計画上させて頂いている、こういった形でございます。３の改築事業に当たっての基本的な考え

方、基本構想の中においての大掴みで示しているものでございますが、実態的な実質の利用の汎

用性、そういったものと申請上の計画をきちっとある程度調整しながら保って行きたいとこの様

に考えています。そういった中において機能性を確保した上で、全体としては利用率ですとか経

費の関係等を含めた実態的な部分で、出来る限りコンパクトな規模、そういったものを念頭に置

く必要があるのではないかと。その中においても、やはりメインとなる研修ホールについては現

在ステージを入れると２６２㎡ぐらいになるのですけども、若干これについては既に狭あいとい

う事もございますけれども、ある一定のその辺については配慮が必要かと、このように考えてお

ります。併せて、先程も過疎計画の中で札弦、緑の地域振興の話がございましたけれども、役場

支所としての機能プラスアルファとして今後は地域支援サポートというそういった観点も、当然

前段での利用実態の中からある訳でございますが、そういった観点での業務機能を果たして行く、

更に高齢者、障害者への配慮、年間での使用料収入が３０万から５０万程度という事もございま

すので、そういったことも考えた場合については、利活用する中においても出来るだけランニン

グコストが掛からない様な、そういった設備、内容にして行く事も極めて重要ではないのかなと。

当然、現時点においても、災害時の一時避難所としての位置づけもされてございますので、過去

の札鶴ベニヤの火災等においてもここが一時的な災害一時避難所になりましたし、また交通遮断

においても、ここが避難所になってきた経緯もございますので、そういった機能についてはしっ

かりと確保して行く、こういった事が肝要かと思ってございます。また、駐車場スペースですが

現在はセンターそのものの前についた狭隘で、現実的な大きな需要になりますと、札弦のトレセ

ンの周りですとか、道路に止めたりと、ある一定の全体的なレイアウトもございますけれども、

そう言った駐車場の整備も外構整備として、今般は計画して行く必要性があるのではないかと。

そういった中で、既存の建物が現在消防職員住宅の関係、更には望楼の関係、それと分団の車庫

などがございますので、そういった中では今後基本設計、実施設計の段階で全体の調整を図って

行くって事が必要になって来ると考えてございます。また、出来るならば改築の基本のところの、

新しいものは新しく建てて、そして今あるものは使いながら、そして新しいものを建てた後に古

いものを除去する、そういったレイアウト、今後の全体的な形も含めて方向性を整理して行く。

トータルとしては地域コミュニティ機能、活動を支える中核施設として位置づけながら、その中

において出来る限りコンパクトで機能性のあったもの、そして地域活動をきちっと支援できる、

そういったものを念頭に置いて、今般の基本的な考え方を示させて頂いた段階でございます。基

本計画における施設の概要案でございますが、構造は従来ＲＣを主体とした鉄筋コンクリートで

ございますが、今後実施設計等に入った段階、または建築基準法とか色んな制限がございますけ

れども、事務段階としてはそういった規制があって、大規模のホールを持つのは駄目だとか、そ

ういった規制がある訳ですけども、何とか基本としては現段階においては木造平屋建て構造を基

本に、地域特性や地場木材製品を積極的に活用できるような内容で、もしそれが色々と基準上難
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しければ構造体は違った物であっても、実際に内壁ですとか、床ですとかそういったものについ

ては出来る限り地場産のものを使う様な、木の町としての特徴が出せる、そういった地域振興を

図って参りたい。それと、コスト面はどうなのかって事も当然ありますので、そういった事を検

討しながら構造を、更に全体的な木の使用の関係、こういったものを今後の計画の中で進めさせ

て頂きたいと、かように考えてございます。面積については、およそ一つの７００㎡を基礎とし

ながらやって行きたい。また、基本構想の段階において、旧福祉センターが約６３０㎡、そして

現在建設中の町民会館が１千㎡を若干割るという部分もございまして、そういった部分で今回一

つは規模的な部分も含めて平屋という事も考えてございますので、一つの目途としては７００㎡

を目途としながらですね、今後更に具体的な基本設計を実施する中で具体的な線引きを行って参

りたい、かように考えてございます。機能的な部分については、現在の機能を確保する中、ある

一定の行事等での使い勝手、そういった事を含めながら研修ホールを２分割または３分割出来る

ような仕様、また洋室、和室そういったものについても２分割が可能な仕様、更には調理、大き

いものにはなりませんけれども、ある一定のものが簡単に出来るといった部分。国に申請してい

る施設の部分での補助上の関係もございますので、その辺の整合性もしっかりとして行く施設で

ございますので、研修室的なもの、これに支所機能を備えた管理室、一般的な共有施設のロビー、

トイレ、機械室、物品庫などを想定しながら機能設置を図って参りたいと、かように考えてござ

います。続いて１０ページをご覧頂きたいと思います。管理経費の推定ですが、下の方に※書き

で書いてございますけども、※書きの一番下でございますが、実際の部分としては基本設計から

更に実施設計に入って、具体的なものが出来なければ試算と言うのは難しいのですが、町民会館

をやる段階において、規模とかそういったものと比較して現況の利用率の場合、更に若干この施

設を利用する事によって利用率が上がって、地域の活動を活性化させて行くといった要素も含め

て部分で、思案的なものを詰めさせて頂きました。あくまでも試算的な部分でございますので、

先程申し上げた通り、今後実施設計に入った段階で、もう一度それぞれ委員会の方には提示をさ

せて頂きたいと思いますが、現況としては大体年間１５０万弱ぐらいの部分での施設の管理経費

という風になってございます。それが試算１の中では現況と同じぐらいの頻度で利用した場合ど

うなるのかっていう形の中で言うと２００万弱ぐらい。多少新しくなった事によって色んな活動

が少し一生懸命やろうよと言う形の中で増えて来た場合については２５０万弱ぐらい。こういっ

た事が、先に既に建築に入っている町民会館の規模とか内容と比較した場合にですね、ランニン

グコストという風にご理解頂きたいと思います。一番最後になりますけれども、施設機能の模式

図ですが、こういった配置にするって事では無くて、先程９ページでお示ししました設置機能を

図面的に落とした場合についての模式図をですね、こういった管理室やロビーエントランスがあ

ったり、研修ホールがあったり、洋室、和室、トイレ、機械室など、こういった機能を備えた全

体的な平屋の建物を今回の事業の中で想定しながら基本計画としてはご提示申し上げているとご

理解頂きたいと思います。以上、札弦センターの基本計画の案の説明とさせて頂きます。 
 

○畠山委員長 

 只今の札弦センター整備基本計画（案）が説明されました。委員の中で何かありますか。 

 

○勝又副委員長 

 基本計画の説明を頂いた訳なんですけども、３番目の改築の基本的な考え方の中の下から２つ

目なんですけども、既存建物との調整による敷地内建物の配置、それから改築後の既存の建物の
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除去と駐車場を含む外構整備。この中でちょっと触れられました消防の職員の住宅と車庫の関係

につきましては、これらの整備をする上について、かなり消防の場合はあそこもかなり老朽化し

ている部分もあるので、これらの新設とかそういう部分も考えて行くのかどうなのか。それと、

その隣に住宅が１軒あって町でそこを買い上げて、おばあさんが一人で暮らしていたらしいです

けども、そこの用地を購入としたという部分も含めて、こういう整備も含めての関係だったんじ

ゃないかなと。そうなると、駐車場含めてあそこに消防の場合はドンと、その駐車場のど真ん中

にあるというのも、なかなか使い勝手としてはちょっと不便な部分もあるのかなと思う。そこら

辺についてどう考えているのか。 

 

○総務課長 

 そこは調整要因になって来るのかなと思います。具体的に申し上げますと、現実に住宅の方は

全く使っていないという状況ですが、当然今消防車が入った詰所等含めた部分は分団関係に使わ

れている事もございますから、その辺の民地ですね、そこに隣接する角地の民地を買ったという

経過も含めて、委員会でのご意見も賜りながら全体調整を図って行きたい。ただ、実際の部分で

番屋そのものが交付金事業の中では消防施設は出来ませんから、当然もしそれを触るとなるとこ

れは単独でこれまた違った、先程の過疎の話もございましたけれども、また違った財源手当とい

う事が出てきます。委員会の中で、皆さんの中でそういったものを含めて、そういった事も参考

として今後の整理、全体的な面での配置も含めた整理を今後十分にさせて頂く様に考えて行きた

いので、是非ご意見を賜りたいと思います。 

 

○藤田委員 

 この前の委員会の時に、今度は案で出せと言った一人だけども、出来たら消防センターも併設

して並べて、まあ金額がどれだけ掛かるか知らないけれども、そんな話も前に出ていたと思う。

私もそっちの方が本当は賛成なんだけど。それと本当は場所をパパスランドのあの敷地が空いて

いるでしょ。前にも言ったけれども、そういうのはどうなのか。本当は併設して、私はそっちの

方へ持って来た方が良いなと思っていたんだけれども。今日の案で提案した以上はこっちに賛成

するけども、そう言う事をちょっと聞かせてもらいたい。 

 

○総務課長 

 場所の関係については、町としては先の委員会の中でも各委員のご意見も拝聴してございます

し、その後の現地を見てのご意見も拝聴した経過もございますが、現在までの地域形成の経過で

すとか、またそれぞれ持っている機能の関係、そういったものを配慮した場合について、現時点

においては終始一貫して町としては現有地にセンター、更にはパパスについては現有地の中で、

併設ではなくして、別々っていう形で是非ご理解を賜りたいと思います。それと、前段の消防の

関係でございますけれども、お金の関係は別としながら、どういった形が良いのかと言うご議論

も有ろうかと思いますが、今日、他の委員の皆さんのご意見も賜りながら、意見を集約した中で

町としては今回平面的な部分でどういった配置が良いのかについて十分検討したい。ただ、やは

りお金の問題も当然付いて回るのですけども、そういった事や、今後の消防の分団ですとか、ま

た支所機能のあり方ですとか色々と関連するものもありまして、この場で良いとか悪いとかでは

なくして、委員各位のご意見を是非ここで承れば大変有難いとかように考えてございます。 
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○藤田委員 

 札弦消防とも相談して見なければならないと言う意味は分かるんだけど、あれだけ古くなった

のを札弦の消防団員が、これはまだまだ使うべきだなんて言う人はそんなにいないと私はこの間

の現地調査では判断したんだけれども。出来るものであればきちっと並べて、前は駐車場を広く

して使いやすい札弦支所にしてもらいたいという風に思います。そう言う事で一つお願いします。 

 

○総務課長 

 ご意見として承りました。 

 

○畠山委員長 

 他、札弦センターの事について何かございませんでしょうか。 

 

○中西委員 

 消防の場所はどの辺にできるのか、出てないので分からないんですが、消防も一緒にというの

は無理かも知れませんが、駐車場って事になれば奥に建てると、例えば何かあった時に消防が奥

になってて、駐車場があって車が止まっててという事で、今おそらくそう言う事だから道路の側

の向きで出てると思うので、その事も含めてとりあえず今はあのまま使うのかは分からないです

けども、駐車場を前部にして奥に消防車があるって事ではなく、いずれ建替えるのか古くなって

来ているんですけども、その配置ですよね。良い立派な消防の車庫が出来ても、いざ車が出る時

には駐車場に車が止まってて出られないとか、どけてもらわなければならないとか、そういう事

は有り得ないのかもしれないけれど、いつどんな事があるか分からないって事と、除雪の問題で

きちっと除雪が出来る体制にしないとって事もあるので、消防建設の場合には地元の消防団の人

だとか関係者と話すべきだと思います。それと、砂利取り場に入って行く道路があるんですが、

それは地域の人が思っているんですけども、道路の問題とかあるのかどうかって話が出てますか。

隣にミニトレがありますし、その次に保育所があります。その真ん中に道路があって、砂利取り

がありますね。それを含めた事を考えているのかどうか。 

 

○総務課長 

 １点目の消防施設の関係についてはそれぞれご意見頂いておりますので、今日この場で討論で

なくて、そういった形を受け止めながら、今後平面に落とす段階でどの形が一番望ましいのか、

またそれは建て替えるのが一番望ましいのか、先程言った財政の部分もございますので、十分に

検討させて頂きたいと思います。それと道路の関係でございますが、地域の方々からこれも今始

まったものではなくて、あそこに砂利協があって、そこで生産活動が行われている中において、

大型のダンプが町道と取付けを含めて入って行くという形の中で、色んな振動の関係ですとか、

埃の関係ですとか、色んな話についてここが出来た当時からずっとある問題だと認識してござい

ますが、それで地域と会社と組合との関係においても、通行の仕方だとか色んな協議や相談をさ

れてきた経過があり、一部その中で町も安全対策上としては道の委託の関係で係わって来た経過

がございますが、今回どこまで発生させるのかについては現点においては、そこまで発生させた

中において組み込むと、また非常に生産活動に寄与の部分や、また違った部分もありますので、

それについては今後の課題という形の中で抑えて頂ければ大変有難い。そう言った課題が過去か

ら現在まであるって言う認識については、町としても十分持っているという事だけご理解賜りた



 

- 7 -

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

 

○中西委員 

 はい。 

 

○細矢副委員長 

 もう１点。これをやる事については、その方向で良いと思うんですけど、ただ折角やる訳です

から、後で消防庁舎の問題だとか色んな問題、それから折角求めた民間の土地がありますよね。

それと道路の問題も色々ありますし、そういう問題がこれから出来た後の駐車場の問題が場所に

よってはあると思うんですね。民間から求めた土地も活用しながら新しい建物を建てる。消防車

の出入りの支障の無い形を取るとか、あるいは消防の車庫の移動が出来るのか出来ないのか。そ

んな事を含めて、これから札弦地区をそんなにいじる事は出来ないと思うんです。良く検討して、

後で問題が残らないようにやって欲しいなと思います。 

 

○総務課長 

 先程来出ております全体的な配置、そして今回も当然何回もって話になりませんし、ただし一

方では財政的なバランスの問題とか、合理性の問題とか十分ですね、今日賜りましたご意見、そ

ういったものを次のステップにしながら整理をさせて頂いて、今お話のあったような問題が根本

的な事はまだちょっとこの場では詳しくは言えませんですけども、出来る限りそう言ったご意見

があった事を踏まえながら、その方向を精査させて頂きたい、かように考えてございますのでよ

ろしくお願い致します。 

 

○藤田委員 

 さっき言った木造でやるとかって事があったでしょ。木造と鉄筋コンクリートでどの位の差が

出るのか。それだけ今度の委員会の時までに、ある程度案を出して欲しい。 

 

○総務課長 

 今の町としての事務的な段階においては、地域性から言って木の町で発展して来たって事もご

ざいますし、地元にそういった工場もございますので、当然そういった事をして行きたい。ただ、

候補材が木になるかどうかって事については、町の事務段階ではそういう風に考えてはございま

すが、建築基準法とか木が防火の関係の基準って言うのがかなりきつい部分がございまして、主

構造がＲＣになって、壁材とか床材が板とか色んな部分がございますので、そういった形につい

て、今お話のあった事について今後具体的な実施設計・基本設計に入った段階において、前段の

裁きとして具体的な経費的なものについても、当然ですね、ご提示させて頂きながらご判断を仰

いで進めて行きたいとかように考えてございます。 

 

○勝又副委員長 

 管理コストの関係についてお聞きしたいんですけども、この試算の関係で、試算１の同程度の
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利用頻度という事だが、光熱費の部分について、その部分だけ跳ね上っている。問題は低減を図

るという部分では、福祉センターもソーラーの設備をしている。ここも、そういう様な形の考え

方でやって行く様な部分なのか。 

 

○総務課長 

 これから実施設計に入って参りますので決めてございませんけれども、何らかの気密性の高い

そういった建物にして行く方法と、それともう一方では今言われた新しい新エネルギーを求めて

ソーラー等にして行く、それから今非常に民間住宅の部分と大規模住宅の場合についてのイニシ

ャルコスト、建築に要するコストと、管理に関するコストの差ですね、それを慎重に見極める必

要が有るかと思いますが、何らかの形でその省エネ型のそういった形での建物って事を念頭に置

きながら進めて行きたいと。ソーラーも一つの検討要素って言う風には考えてございません。た

だ、それを最終的にやるって言う風じゃなくて、今言った様な高気密性を保ちながら違った形の

中で出来るものもありますでしょうし、そう言った形を十分実施設計の段階で検討させて頂いて、

その方向性については一定の段階で委員会の方に報告させて頂くと、この様にお願い頂きたいと

思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○勝又委員 

 分かりました。 

 

○畠山委員長 

 それではそろそろ閉めたいと言う風に思いますけども、あくまでも基本計画と言う部分の中で、

これからまだまだ協議をされると思ってございます。そんな事で協議を進めて参りたいと思って

ございます。それではこれをここで終わってよろしいでしょうか。 

 

○総務課長 

 今後、それぞれご報告を中間的にさせて頂くと言う事でございますが、当然年度当初予算にお

いて、実施設計、基本設計含めた実施設計を計上させて頂いているって事もございますので、そ

の次の段階に事務的に入らせて頂く、そう言った風に理解をさせて頂いて進めさせて頂く事を了

解頂きたいと存じます。 

 

○畠山委員長 

 只今のお話ですけども、よろしいでしょうか。 

 

○中西委員 

 はっきり聞きたいのですけども、２３年には造るという事で良いんですね。建てられるという

事で。 

 

○総務課長 
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 基本的にはそう言った計画の中で進めてございますので、当然その為に２２年度、設計予算を

計上させて頂いてございます。ただ、どの段階で２３年度予算計上、ご存知の通り統一地方選挙、

国家予算も含めてございますので、ただ事務当局としては当然計画通り今年度、今後実施設計、

基本計画を含めた実施設計を進めさせて頂いて、２３年度予算計上して行くと言う形の中で、国

・道とも進めさせて頂きたいと思います。その様に今、中西委員がお話あった様にご理解頂きた

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 委員の方について今のお話、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 分かりました。それでは札弦センターを終らさせて頂きまして、次に次回から産福になるとい

う事でございますパパスランドの関係であります。これ、資料の中にございます。これを取り扱

わさせて頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 札弦地区農林水産直売・食材提供供給施設となってございますが、道の駅パパスランドさっつ

るの基本計画案という事で、原課の方に戻されまして、初めて産業課の方から説明するかと思い

ます。一応、基本計画案、現況の考え方をご説明申し上げまして、皆様のご意見を傾聴したいと

言う風に考えてございます。まず、２ページですがパパスランドの役割と機能と言うところにな

ります。経緯について書いてございますけども、平成２年度に建設されて３年度より温泉と生産

活動施設など地域住民の健康増進、コミュニケーションを図る為の施設という事で建設されてご

ざいます。１８年度からは指定管理者制度を持ちながら、有限会社パパスさっつるが指定管理者

となってございまして、町からの管理委託料を財源と致しまして管理運営されているところでご

ざいます。また、平成１９年に、北海道内１０１箇所目の道の駅という事で登録されまして、ご

存知の通り観光の立寄り拠点となってございます。敷地内にはバーベキューハウス、それから休

憩所と隣には１８ホールのパークゴルフ場が建設されてございます。次に現行の施設の概要でご

ざいます。３棟に分かれてございまして、１つは高齢者活動施設５９４㎡。それから温泉施設５

３８．０９㎡。それから奥の方に運動プレイグラウンドという事で６０１㎡。合わせまして１千

７３３．０９㎡。これは確認申請上の床面積でございますのでご理解頂きたいと思います。また、

※印は道の駅という事で書かせて頂きました。２ページの一番下に書いてございます大きな２で

ございますが、１と重複しますけれども、平成２年度に建築され、平成１１年にはパークゴルフ

場が設置され、札弦地域住民の施設という事で活用されております。１９年には先程も申し上げ

ました道の駅にも登録されておりまして、地域活性化施設という事で、更なる機能の充実が求め

られてございます。本施設も老朽化や地域施設としての利便性、それから道の駅としての機能性

の観点から、今般この施設の地域における役割機能を明確とした中で最終的な施設の規模を十分

に検討致しまして、改築改修の整備を進める事と致しますと言う風に書かさせて頂いております。

３ページ目でございますが、大きな３番、指定管理者になってからの平成１８年度から２１年度

まで４年間の利用実績を書かせて頂きました。温泉それから活動室、インドアという事で人数を

書かせて頂いておりますけども、まず温泉でございますがご覧の通り約２万人という事で安定し
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ておりました。定着している人数です。それから活動室でございますが、手工芸につきましては

２１年度は１４７名、陶芸施設は若干減り気味でございまして１８年度から見ますと半分の利用

となってございますが、約５００人ぐらいで定着しています。それから農畜産物加工でございま

すが、これも大体７００から８００人の利用人数で推移してございますので、これも定着して来

たのかなと考えてございます。またインドアでございますが、ご利用がなかなか無く２００人前

後で動いているという事でございます。また休養施設それから研修施設、ホールの西側にありま

すいわゆる休憩室、宴会場、研修室の利用人数でございますけども、これにつきましては、お風

呂を上がった後での休憩という事で１万５千人ぐらいで推移しているという事でございます。そ

れから４ページ目でございます。大きな４、パパスランドの具体的な検討課題、現状における課

題を書かせて頂いております。ａ）の駐車場、水の広場等の外溝でございますが、道の駅になっ

た事、それからパークゴルフ場を持っているという事、それからイベントが年に何回かあります

が、それらの利用者が増えまして駐車台数の増加が目立ち、駐車場の狭隘が目立って来たという

事でございます。平成１９年度に札弦地域活性化推進協議会からも拡張の要望が出ている事もご

ざいますので、特記させて頂いております。それから水の広場につきましては、夏の期間だけの

限定使用でございますけれども、循環式で水が流れている為になかなか汚れが取れなくて清掃が

困難になっているという課題も書かせて頂きました。それから事務室ｂ）でございます。これは

狭い。それからｃ）につきましては特別ございませんが、入浴者の休憩の場所という事で和室を

用意されている。それからｄ）売店でございますが、１９年度に道の駅になってございますが、

そもそも道の駅の施設でない事もありまして、下の方にあります土足で入館出来ないって事が利

便性が悪い要素になってございます。また、地元野菜等も現実に売られているんですけども、ス

ペースが狭いという事が課題となっています。それからレストランでございますが、道の駅への

訪問者も含めまして、もう少し広めのスペースがあれば良いなと言う現場の意見も課題として書

かさせてもらっております。ｆ）研修室につきましては特にございません。ｇ）特異的な施設と

致しましては、地元オリンピック選手のメモリアルコーナーの設置が、先程も申しました１９年

度の協議会の要望にもございまして、その要望も課題として書かさせてもらっております。ｈ）

温泉施設でございますが、経年による施設全体の傷みがひどく、今回改築したいという事で検討

課題として書かさせてもらいました。またあそこの温泉浴槽は多目的という事で歩行湯・打たせ

湯・気泡湯がありますが、今回見直したらどうだと言う風にと出ております。それから協議会よ

り要望のございました展望浴場の整備を、露天風呂なのか展望になるかっていうものも含めまし

て課題として書かさせてもらっております。それから１番の課題でございますけれども、温泉が

当時平成２年に工事しておりましたけれども、その途中で温度低下になりまして設計変更したと

いう経緯もございますけれども、その後ボイラーで沸かしながら今まできているのですけれども、

今回ボーリングをし直したらどうかと言う協議会の要望もありますので、課題として書かさせて

頂きました。それから、ｉ）は高齢者活動施設という事で、補助事業を持ちまして建てた施設で

ございますが、手工芸、陶芸、農畜産物加工という事で、先程申しましたような利用実績でござ

いますけれども、今回どう言う風にするのか検討しようと言う事で課題として書かさせて頂きま

した。最後のｊ）ですけども、プレイグラウンドの有効利用と言う事で、年間に極端に利用実績

が少なく、今後の利用方策を検討しようと言う事でございますので書かさせてもらっております。

５ページです。５ページの大きな５でございますが、これは農林省の方に申請しているものを、

前にもご覧頂いているかと思いますけれども、補助対象となるべく１棟約８００㎡を、それから

駐車場５００㎡を建てた場合による事業費３億２千万円、交付金は半分でありますので１億６千
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万円という事で申請計画の部分を書かさせてもらっております。それから６ページでございます

が、先程４ページでお話させてもらいました、課題に対する考え方、一応原課としての考え方を

書かさせてもらっております。まず、駐車場の関係でございますけれども、７ページの一番最後

の図を見ながらお聞き願いたいと思います。まず案としましては、既存の温泉施設と点線で示し

ておりますけれども、これを壊しまして鉄道側の方に西側の方にセットバックさせて改築しては

どうだろうかという事でございます。そうする事によって、駐車場の拡張等々が図れるのではな

いだろうかと考えております。もちろん、植樹帯の撤去も含めますが水公園等も整備致しまして

駐車場を増やして行く考えでございます。それからｂ）でございますが、事務室、これにつきま

してはゾーンの平面計画がまだ成っておりませんで、ゾーンの計画に見て頂きますと温泉施設、

レストランそれから売店等を見渡せる様な配置計画で事務所を設置してはどうだろうと、広さも

含めまして検討するという事です。それから休養室、これにつきましては、温泉を上がった側に

休憩室を設けたらどうかと言う考えでございます。それから売店でございますが、当然のごとく

土足による入館を可能にする、それから地元特産品の野菜それから焼酎、それからお土産の販売

スペースの確保するという事でございます。レストランにつきましては先程申し上げました様に、

少し広めのスペースを確保しながら道の駅に来場なされるお客さんを引き込んではどうかと言う

考えでございます。それから研修室につきましては、当然地元の宴会もやる場所、それからイベ

ントの帰りに集まって頂くと言う様な事で、研修室が必要ではないかと。それから特異的な施設

でございますが、メモリアルコーナーを設置する。これは部屋を設けるか、それからコーナーを

設けるかによって、だいぶん費用的には違うと思いますけれども、どちらに致しましてもメモリ

アルコーナーを設置して集客を図ったらどうかと言う提案でございます。ｈ）でございますが先

程から言いました様に、温泉施設を取り壊しましてセットバックすることによって駐車場スペー

スを拡張するという狙いも含めまして、温泉施設を旧温泉施設を取り壊すという事でございまし

て、そうする事によって既存の施設を営業しながら建てながら出来ると。建て終わる前から取り

壊して、営業を移すと言う事が出来るのではないかと言う事でございます。それから各浴槽に見

直しがございますが、先程言った様に、色々歩行湯とか打たせ湯等がございますけれども、基本

的に温泉浴槽と真湯の関係、気泡湯も必要かもしれませんけど、そう言った単純な浴槽で設備し

てはどうか。それから展望風呂あるいは露天風呂の関係でございますが、協議会から要請はあり

ますけれども、あそこの地域の高低さ等々考えますと、斜里岳見ながら露天風呂というお考えか

もしれませんけども、道路から見えるし、それから鉄道の方からも見えるという事で、お客さん

が見えると言う事は、向こうからも見えますのでなかなか難しいかなと、平面計画的には難しい

のかなと言う風に考えてございます。これは要検討という事です。それから温泉のボーリングに

つきましては実施させて頂きたいと考えております。それから最後になりますが、外部に足湯と

言う事で、今流行の足湯を設置する事によって集客を集めようかなと考えてございますので、こ

れは１つの案と言う事でご理解頂きたいと存じます。高齢者活動施設棟につきましては、これは

内外装の改修を実施して、あるいは施設備品の中で充実を図ると言う事で考えてございます。最

後のプレイグラウンドの方ではゾーンの計画を見て頂ければ分かるように、温泉施設棟を壊すこ

とによってインドアが見えて来る、そう言う事でそこまでセットバックすればインドアに入りや

すい導線が出来るのではないかと言う事で、今考えられるものとしましては、色んなイベントを

計画してそう言うイベントハウスとして使用されたらどうかなと考えてございます。あと７ペー

ジにつきましては、毎年ご報告しております指定管理費について書かせて頂いております。それ

から最後の業務計画でございますが、このような形でやってはどうかと言う事でプランの１つと
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して書かせてもらっています。今回黒く塗っておりますのが、町単費でございまして、インドア

それから休養、活動の改修につきましては補助対象にならない。それから温泉施設、休養施設、

休養室等々につきましても単費であろうという事で考えてございます。点線にあえて書かなかっ

たんですけども、取壊しにつきましても単費でございますので、ご理解を頂きたいと思います。

あと、図面を２枚程付けてございますが配置図とそれから現況の平面図を付けていますので、ご

参照頂きたいと思います。以上です。 

 

○畠山委員長 

 只今、道の駅パパスランドについての基本的な構想、基本計画が説明されました。委員の方で

何かございましたら、お受けしたいと思いますが。 

 

○加藤委員 

 基本的に予算のベースの中に出していた、新たな農産物加工販売施設あるいはそれらについて

の具体的な施設って言うのは今回は入って来ないって言う、単なる売店と言う事だけの整理だっ

て事なんですか。 

 

○産業課長 

 原課の考え方と致しましては、活動施設それから加工施設、高齢者活動施設の関係を休止ある

は取り壊して、新たに加工施設を販売を含めましてそういうものを作るって考えもあろうかと思

いますけれども、補助事業で建てた施設でございますし、今そこを発展させてって言う考えでは

なくて、あそこでは当時から言っております試験研究改善センターという様な意味合いもあると

言う事でございますので、奥様方あるいはお父様方のこう言うものをどう言う風に作ったら良い

のかと言う様な、生活改善施設の位置づけを崩さないまま行きたいなと言う事で、少ない設備が

あればまた設備を充実しながら行けたらなと言う風に考えてございます。 

 

○加藤委員 

 具体的な案で、絵になっているだけですので、図面やそう言う色んな問題、この売店問題って

いうのは当然道の駅には無くてはならないのですが、比較的どの人方を対象に売店を置くのかっ

て言うのも非常に規模の内容などで関係が有るのかなと思いますけれども。ここに置かれている

売店って端的に書いてるけども、その今の現状、札弦におかれては地場産の農産物の販売なんか

が有ると思う。その他の一般的な売店っていう事も当然の様に捉えてのスペースなのか。あるい

は、農産物販売等にしても色んな形の中では今限定されている、あるいは本当に年間通してある

んだろうか、あるいは出している人も固定されていると。話を聞くと持って行きたいんだけどっ

て言うと十分間に合っているから出さないでくださいって言われる様な現状もある。そういう色

んな事をトータルとして踏まえた中で、これらの環境をどう整えて行こうとする原案なのか。 

 

○産業課長 

 地場産の野菜等々については、委員ご指摘の通り９月とか１０月とか期間的には定まって来る

かと思います。それからその辺の出入りされている農家さん、プラスもしもスペース的にあれば

プラスアルファの農家さんも含めるかと思いますけれども、その辺は今後の協議だと思います。

それから他に何を売るかと言う事でございますけれども、焼酎も含めましてお土産品等、今ホー
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ル狭しと売ってございますが、あの辺もレイアウトしながらやって行くと。それから誰をターゲ

ットにするかと言う部分がございますけれども、地元の方も現に来ておりますし、ほとんどが道

の駅という事でお立寄りになって知床あるいは阿寒に向かう様な線上でございますので、その辺

を上手くＰＲしながら、ここに行けばあれがあるねって言う様な一番良い名物が出来ればなとは

考えておりますが、そんなに大きな売店を計画しなくてもよろしいんじゃないかなと考えてござ

います。 

 

○加藤委員 

 整備しなくても今も非常に多い、結構いる。それを整備して多分増えるでしょう、環境的に良

くなるでしょう。でも、そうなって行った時に置いて行ってくれるのはゴミしか置いて行ってく

れない。実際に必要な購買をして行ってもらうことが出来なければ、なんぼ交流が増えても意味

の無い事ですので、その辺を今回交流人口だとか色んな事を言いますけれども、そこにはやっぱ

り地域経済にプラスになる様な施設運営、あるいは内容でなければ何の意味もないと思うんで、

当然の様に札弦地区そして、清里町全体の人方が色んな形で利用する環境については、私はそれ

でＯＫだと思うんですが。その辺を十分に踏まえた中でしないと、何が何だったのか、中途半端

で結果的に残るのは負債とゴミ処理の金、その部分しか無いですよって言う部分があるような気

がするので。現状としてある２４時間のトイレの問題も、こう言う環境にすると非常に離れた所

にポツンと言う形の体制になって来る訳ですし。札弦もキャンピングカーとか非常に増えている

んだけども、すぐ側にちゃんと立派なキャンプ場もある訳で、その辺道の駅とうたっちゃったが

故に無料にせざるを得ない。この辺の色んな事をちょっともう少し知恵を出して、本当にこれを

建てる時はこうやってやるよって言うんじゃなくて、やっぱり少なくてもそのキャンプ場やこの

部分、そう言うものの整合性をもうちょっと整えて欲しいなと思う。特に、今回こうやってやっ

て行く中にもう一つ入っているのは当然の様にここにもうたわれていますけども、直接は関係あ

りませんけども、そのパークゴルフ場も整備されていますよとうたっちゃうけども、実はパーク

ゴルフ場も横に有料の立派なやつが有るって。横にあまりにも立派で無料のやつがあったら行か

ないんじゃないですか。ましてやそこには、高い賃貸を持ったコストの掛かったパークゴルフ場

って事もある訳で、もう少し総合的に本当に地域の活性化や色んな施設の有効性を考えた施設を、

これを機に札弦全体のバランスをちょっと考え直して欲しいなと思います。 

 

○産業課長 

 加藤委員のご意見を承りたいと思いますけれども、道の駅の内容と致しましてはゴミの問題、

それからキャンピングカー、それから車中泊ですかね、そう言った問題がどこの道の駅にも課題

でございまして、一挙に解決をするとは思いませんけれども、何とかあれが来る事によってパパ

スも潤っている部分もございますので、なかなかどっちがプラスかって言う解決策が無いようで

ございますので、ご意見として承っておきたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 ２点ほど伺いたいと思います。１つは改築、６ページなんですけども、改築改修に関わる整備

方針の中で、町の単費におけるものとか、交付金の対象のものとかがあるんですけれども、予算

が当初聞かされていたのが３億２千万円と言う形の中で、その中における１億６千万の交付金の

対象の部分と、町単費でその半分と。その辺の見解の捉え方の予算の大枠なのか。 
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○産業課長 

 ５ページの申請計画につきましては、対象部分だけの工事費でございまして、その他に対象と

ならない温泉施設、それから高齢者の改修も単費で行いますという事で、プラスアルファになり

ます。例えば３億２千万でプラス単費が２億で交付金はと言うと１億６千万という事で、単費の

方は上乗せになるという事でお考え頂きたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 農産の加工施設等も今説明頂いて、生活改善施設と言う部分で、今回はいわば改修部分は交付

金の対象とはならないと言う様な形の中で、本当はもう少しこう言う様な部分も含めて強く特色

のある道の駅って言うものを打ち出して行ける様な部分なのかなと思ったんで、ちょっと当てが

外れたような部分もあるんですけれども。もう少しその交付金の対象となる様な形の、いわばメ

ニュー取り入れをした様な形の、もう少し交付金の割合の高い様な方法の取り方って言うのも可

能かどうなのか。そう言う様なものを含めて、折角お金を掛けてって言う様な部分で、色んなそ

う言う施設を果たせるような建物の整備であって欲しいなとちょっと要望したいのですが。 

 

○産業課長 

 ご意見として承りたいと思いますけれども、事業メニューにつきましては他にもあろうかと思

いますけれども、これは変更になれるかどうかって言うのはちょっと私は分かりませんので、そ

の辺も検討しながら、なるべく交付金に乗れる様な用途、あるいは表現の仕方で出来ればなと思

いますので、検討材料という事でお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○勝又副委員長 

 はい。それともう１点聞きたいんですけども、その前のページの５ページに基本機能の考え方

の３番、４番に雇用創出なり地域発信の活性化、若しくは４番目の町民利用の促進と言う事で、

かなり町民の利用も入浴等もあり、温泉の掘削だとかもすればかなり変わってくる様な部分もあ

るかなとその様に感じますけど、かなり前もって僕も言っているんですけども、売店の関係の部

分で、一般の買物も含めて出来るような形の、札弦にはお店が無い訳で。お客さん相手のお土産

品だけを売ってと言うのではなく、そういう利用の出来る様な形の店の整備って言うのが必要な

のかなと思う。そんな中で札弦の地元の方との話し合いの中で、今はお年寄りの方も結構運転さ

れて買物に遠くへ出掛けられるような部分もあるんですけども、５年、１０年経った時にその人

達が運転をやめた時に、いわば買い物難民と言う様な事態になるのではないか。緑はなんぼか太

田さんが店をやっているって事もあるんですけども、そういう日常の一般の日用品って言うのか

そう言うものが購入できる様な店が無いって言う様な部分がかなり大変な部分なのかなと。そん

な部分も含めて、そう言う一般の買物も出来る様な部分があると便利なのかなと考えるのと、ま

た、整備の基本計画の課題の調整課題の最後の２つに、運営ですか管理の。機能の分担なり、人

材確保またその、先程ちょっと触れましたけども、何を差別化して地域の活性化に繋げるかって

事、売りにするかって部分、それらも含めて、もう少し検討の部分の要素があるんじゃないかな
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と思うんですよね。それは、規模的に大きくなればおそらく今の運営体制の中ではなかなか難し

いものが出て来る部分があると思いますし、そこら辺も含めてその店屋さんの部分もそうですけ

ど、誰が店をやるんだって事にもなって来ると思うんですけども。やっぱり地域をやっぱり巻き

込んで地域が運営主体と今なっているんですけども、そこら辺も含めて言葉は悪いんですけども、

地域の人にどうやって住み続けるんだって言う部分もあるんですけども、そこら辺も含めてもう

少し検討する様な余地があるのかなと感じる訳なんですけども。 

 

○産業課長 

 ご意見として承っておきたいと思いますけれども、一つお店屋さんの関係でございますけども、

まだ確認と言うか決定ではないかもしれませんけども、先程出ました太田さんの方でやられるよ

うな方向で進めていると聞いてございますので、そこまで、その雑貨まで町の施設でって言うの

はなかなか難しい部分もございまして、理想的にはお店を持った方があって、公共団体の施設に

つきましてはお土産品等で済ませると言うのが良いのかなと考えてございますけれども、お店に

ついてはそう言う関係で整理させて頂きたいと思います。それから、売りをどの様にするのかっ

て事でございますが、たまたまレストランもございますし、売店もございますが、何かそこで目

玉商品を売る事が出来たらなと考えてございますし、これは創意工夫だと思いますので、今後も

何かご意見がございましたらお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 良いですか。あとは。 

 

○加藤委員 

 単独で、今まである農畜産物加工の整備をして行くって形になって行くと思うのですが、札弦

支所、あるいはこのパパス、総体でどの位掛かって行くものなのかどうなのか。そして、本当に

金さえあれば別に両方一緒にやった方が良いのか。こう言う形がベターなんだと思いますけども、

本当に札弦地域の中にこれから２、３年の間に、ひょっとすると１０億を越えてしまうかもしれ

ない予算の建物を、今この時点で２つやって行って良いのだろうか。そこには機能を縮小するこ

となく機能を十分に残して、ある意味では予算の縮小を図るような方法、あるいは予算を有効に

補助を有効に使う方法は無いのだろうか。もうちょっと知恵を出さないとならない部分があるん

でないだろうかと感じる訳ですが。特にこの農畜産加工関係については最初から当初に農畜産加

工販売施設、直売場をやりますってうたってる訳ですから、これをやるに当たっては当然の様に

建物でなくて中に入る機械等についても補助対象の部分だと思うんですよね。ところが今回それ

らが、実費で町費でその部分の整備を図って行くって事になれば、多少入れ替えするのにもお金

が掛かって来るって言う。もうちょっと上手に何とか方法の中で、色んな意味で総枠の予算の中

で基本的な考え方は分かりました。支所の問題に対しても何にしても。でもトータルで考えた時

にその辺どうなのか。藤田さんがいつも言われているんですけど、札弦のこの問題に関しては次

回の時にこういう形であれば総額でこの位になる、補助の関係はこの様になる、でも皆さんこれ

は必要ですよね、どうしますか、くらいのスタートを切ってもらわないと。緑清荘が終わってか

ら数字見ましたけど、５パーセントだったのが結果終わってみれば８０パーセントくらいになっ

ちゃってた様な気もするので。 

 



 

- 16 -

○藤田委員 

 総合計画の問題も、案だけは立派なのを出してもらったけど、これは町単独だ、これは国予算

だと書いてある訳ですが、パパスランドも大体総額どの位の予定を組んでいるのか、その辺聞か

せてもらいながら論議して行かないと。図面も出ているけど出来るものなら札弦センターなど１

ヶ所で造ってもらった方が色々使えると思うんだけど。 

 

○畠山委員長 

 基本的には２つをわけて建てると言うのは理解するし、それからこう言うやり方ですると言う

のも分かるんだけども、例えばこれを財産にするためにいくらかかるのかと言う部分を知らない

で計画を立てて前へ進めるかと言う事、これを皆さんが知りたいので。 

 

○総務課長 

 まず前段の部分で申し上げますと、実施設計が出なければコスト計算出来ない、札弦センター

について申し上げますと、３億２千万を上回る事が無いような内容で２分の１を補助金で、残り

は過疎債、先ほど示したものが大前提です。ただきっと議論の中に出てくるのは古い建物を壊し

たらどの位かかるのだろうか、あとは備品ですとか、そう言った形も当然想定される訳で、それ

もどう言った財源になるのか、一般財源になってくるんじゃないのか、と言う形になって来ると、

今の段階での総額で申し上げますとそう言ったものも含めながら３億２千万という枠で進めて行

きたい、この様に考えてございます。現段階ですので、当然実施設計に入った段階において先程

お話のあった構造体がどうなるのか、ＲＣで行くのか、それとも対価的な部分で木で行くのか、

それを組み合わせて行くのかとなると若干単価的に違ってくると言う話になりましょうけれど

も、古い建物を壊し、新しいものを建てた部分、そう言った部分を備品等も含めて３億２千万を

一つの目安にしながらなるべくコンパクトにして行く。それと今産業課の方で調整している部分

で国の交付金事業については当然３億２千万の枠の中でやって行くと言う話になりましょうけれ

ども、町単については今後更に今日頂いた意見の中でもう１回整理をした上で、コスト計算や単

費の部分を含めて提示をさせて頂くと言う形で、その財源手当はその性格のよってどういった形

の中に交付金が使えるもの、使えないものの仕訳の部分と、機能性の問題とをやって出来る限り

当然交付金を対象としながら事業をやることによって財源、裏財源としては過疎債が使えるでし

ょうから一般経過の方でもう一度この辺を詰めて頂こうと思いますので、それを含めて総体的な

事業費もありますし、財政等の方としても連携しながら精査して進めさせて頂きたい、かように

考えてございますのでご理解願います。出来る限りそういった過大にならないようにコンパクト

で機能性を持ったものを目指して行く、出来る限り交付金対象、そう言った内容に整理をして行

く、こう言う事も含めて進めさせて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○加藤委員 

 原案的には分かった訳ですが、これが出来上がった後もたぶん指定管理と言う形での方法を取

って行くんだろうと思うんですが、維持費の関係、委託料の関係については、現段階では細かな

数字は分からないと思いますが、方向性としてはどう言う風に現時点で捉えているんですか。 

 

○産業課長 

 色んな考え方がございますし、いつ建てるかにもよりますけれども、今札弦センターが２３年
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度と言う事であれば、もしかすると２４年度にずれ込むのか、その辺はまだ検討されておりませ

んけど、とにかく丁度２３年度で指定管理者が切れるので、その関係で色々検討しながらどこま

で指定管理にさせるのか、ただ緑清荘とは違うので、宿泊等々ございませんし、なかなか収入と

しては難しい施設でございますので指定管理になった場合にはきっと管理料を払わなければいけ

ないと言う風になろうかと思いますけれども、その辺はご理解頂いて具体的な考え方が決まりま

したらまたご提案させて頂きますけれども、ただ先ほどから工事費等の話がございますけれども、

まず基本計画なり実施設計までは行きませんけれども、基本計画をして粗々の平面計画が出ない

限り、平米数が出ない限りこう言う話はなんぼ位と言う話になっちゃいますので、１回発注の関

係を進めさせて頂いて、またフィードバックをして皆さんにお示しして進めて行くと言う様な形

を取りたいと思いますけれども、その辺をご理解頂ければと思います。 

 

○田中委員 

 この施設はこういう計画で進めたとしても、あんまり大きな集客だとかそういうのは見込めな

いと思うんですよね。ボーリングし直したから、建物を建て替えたからと言って現状とそんなに

集客は変わらないと思う。だからその辺大きな期待をあまり持たないで、経費の掛からないよう

な、駐車場を広くしたらそこは便利だって事でキャンピングカーがどんどん来て、風呂もあるか

ら大した便利な場所になってゴミだけ置いて行かれると言う様な状況だけは是非避けてもらいた

いなと。現状維持くらいの気持ちでないと、売上げは見込めないと思うんですよね。当然これを

やる事によって管理委託って事になってくると思うんですけど。 

 

○畠山委員長 

 他に無いですか。 

 

○議長 

 最後に良いですか。各議員が心配しているのは、我々議員の資質、仕事の大きな目的の中には

全体図を堅持すると言う仕事なんですね。あなた達の話を聞くと図面が出来ないといくら掛かる

か分からないと言う事なんですが、家を建てる時もお金がなんぼあるから、なんぼの家建てるか

となる訳で、図面が出来てからさぁ建てるかとはならない訳ですよ。うちの健全財政を守るため

には札弦会館の要望があるので建てようと、大体この範囲でやろうじゃないかとか、そういう大

枠を皆さんが聞かせて欲しいと言う事ですよ。細かいところまで出せとは言ってる訳では無くて、

総額がなんぼ位掛かりそうだ、それとこれは補助金使えますよ、これは単費ですよと言う事で、

単費の持ち出しがこれだけで、補助事業分がこれだけで、大体この位の計画だと。そして健全財

政を維持できるんだと言う様な説明の仕方をしてもらわないで発注しないと分からないから了解

してもらわないと出せないと言われたら、またいつもと同じ様にまたやられたと言う事で、緑清

荘と同じになってしまう。だから皆は心配している訳。緑清荘だって９割補助だとか言っといて、

最後に単費が出てくる訳。初めから単費を入れた額で総額を言わないと駄目なんですよ。私はそ

う言う風に思うんだよね。誰も札弦の要望通りにやろうと言うのに反対なんて言っている人はい

ないんですよ。だけどなんぼ掛かるんだと言う事位は。健全財政を維持するためにはこの程度で

やりたいと思うって言う話をしないで、出て来なきゃ分からない様な話じゃなく、そう言うのを

たたき台で出してくれと言う言い方だと思うんだよね。だから是非この次は出して来て欲しいな

と思います。 
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○中西委員 

 今言われた様に健全財政でやってもらうんだけど、多少地域の活性化と言う事もあって夢もあ

ると思うんですよね。おそらく自分達でも何とか町にお世話にならないでやろうと言う事を私も

聞いています。それにこの間の札弦のお祭りも行ってきましたけども、あの中で一生懸命やって

いるなと言う事も見ました。中でピザなんかもやって、今の若い人は高くても買いに行ったりす

るんで、そういうのを地元の食材で出来ますと言う事もこれからやって、健全財政も今のままで

守れるかって言うと、どうやったら良いか。標津の方の白鳥もちで栄えている道の駅だって、あ

れだって色々困った末に白鳥もちを売ろうと全国にやって、どんどん発展して行っている、そう

いう夢が叶ったところもある。こう言う夢も確かに語らなきゃならない。温泉を掘った時には温

泉施設のあがりでハウスを造って野菜でも作ろうかとかね。ピザの上にのせる野菜を年中出そう

かとか、アロニアを作ってアロニアをのせて出したり。夢って言うのはやらなきゃ語れないし、

どんどん縮小して行くと思う。その中で健全財政を踏まえて清里町がどうやって町おこしをする

か発信して、一つの起爆剤にもなる事もあろうかと思います。造るのは先の話だって言うけども、

一生懸命考えている地域の人もいる、またそう言う事を反対している人もいるかも知れませんけ

ども、何人かのそう言う夢を叶えてあげるって言う事も一つだと思います。 

 

○総務課長 

 当然今お話があった部分で、片方ではきちっと健全財政を維持する様な形の中において、先ほ

ど議長からお話があったように、しっかりとした概要におけるアウトラインの財政的な運営計画

って言うのはお示しすべき立場だと認識してございます。当然先ほど札弦センターの関係につい

てはお話しましたけれども、まだパパスの関係については単費と交付金部分がございますので、

その整理等含めた部分で今後の事務的な作業を進めさせて頂いて、今後専門の産業福祉常任委員

会の中で論議されると思いますので、その中で併せて示して行けるような方向で整理して行きた

いと考えております。それから２点目の中西副議長からお話があった通り、当然今最初の行の項

目の中で総合計画のお話をしました通り、現実は現実として、健全財政を維持する中においては

やはり全く夢の無い現状維持だけを求めて行くと言う事については、なかなか各委員さん方も、

現実は現実としてそうあるんだけども、やっぱり少しでもその中に可能性があるとするならば、

お金が出てくるものじゃないのも含めて、やはり汗をかきながらやって行くと言う必要性もある

んではないのかって言うご意見もございます。そう言った事も含めて非常に厳しい環境ではある

と思いますが、何らかの形の中で地域が崩壊しない、また地域機能を維持して行く、更に少しで

もそう言った経済効果が地域の雇用も含めて回ってくる様な事も、当然今回投資して行く事につ

いてはそれが無ければいけない訳でございますから、そう言った適正な投資規模、健全財政の維

持、そして地域活性化に繋がる手法論、多少矛盾するものもありますけれども、今後また更に具

体的に詰めて数字的に出せるものについては当然きちっと提示しながらご論議して頂く、そう言

った形の中で進めさせて頂ければ大変ありがたいと言う風に考えてございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
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○畠山委員長 

 今回、札弦の関係については合同委員会と言う形でさせて頂きました。最初は次は別々の委員

会と言う事で考えていた訳でありますけども、今日の議題等が残ってございます。次の案件につ

いては協議をさせて頂いて、両委員長で判断させて頂いて、別々でするのか、合同でするのかと

言う部分、次の流れを見ながら考えさせて頂きたいと言う風に思いますのでよろしくお願い致し

ます。ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは最後に次回の委員会の開催についてということで、事務局から何かございませんでし

ょうか。 

 

○事務局長 

 それでは財源の部分のお話も含めて今回色んな意見が出されましたので、町ではそれらをもう

少し、もう一歩進んだ具体的な計画と言うかそう言うものを作って委員会に協議したいと考えて

いますので、出来れば８月にもう１回開きたいと言う意向がございますので、そんな事でまた両

委員長と相談しながら計画させて頂きたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 それでは次回の委員会は８月でまだ日にちは決まっていないと言う事ですね。 

 

○事務局長 

 小麦が終わってからで、２０日前後で。 

 

○畠山委員長 

 その他について事務局ございませんでしょうか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

○畠山委員長 

 無ければ委員の方から何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

○澤田委員長 

それでは、以上をもちまして合同委員会を閉会させて頂きます。どうもご苦労様でした。 

 

閉会 午後１２時１５分 


