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第５回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年５月２６日（水） 

    開 会     午後１２時５５分 

    閉 会     午後 ２時５６分 
 

 

○会議に付した事件 

１．現地調査について 

（１）札弦センター 

  （２）パパスランド 

 

２．札弦地域公共施設整備基本計画（構想素案）について 

  （１）道の駅に関する資料について 

  （２）基本計画（構想素案）について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    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 
※委員外    澤 田 伸 幸 

 

 

○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     
 

 
○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 
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○委員長 

 第５回総務文教常任委員会の会議を始めさせて頂きます。 

 

 
○委員長 
 大変お疲れのところ、また昼からの会議でございます。何とか時間をスムーズに進めて参りた

いと思います。１番最初については、現地視察の札弦センター、それからパパスランドを今、見

て来まして、１番については良いと思いますけれども、２番について、札弦地区公共施設整備基

本計画と言う部分の素案についてでありますけれども、今まで視察等で、勉強して来た所、それ

から、斜里、小清水の道の駅の関係、それらの資料もございますので、事務局長の方から説明を

お願いしたいと思います。 
 
○事務局長 
 それでは、皆さんにお配りした資料が何点か行っておりますけれども、札弦地域基本計画構想

素案については前回の委員会で配られたのですけども、改めて配らさせて頂いておりますし、さ

らには地元からの要望の関係で、これについても配布をさせて頂いております。これから何度か

使用すると思います。別冊にしてございますのでご持参頂ければと思います。さらには今回、委

員長からお話がありましたように、斜里、小清水を含めてですね、今までの視察に行って来た関

係をまとめましたので、まず最初に簡単にご説明をさせて頂きます。まず、「道の駅とは」と言

う資料がございます。これについては、改めてご説明する必要は無いかと思いますけども、道の

駅については、ドライバーなどの休憩の機能と、情報発信地、地域の連携と言う事で、地域の活

性化にも流れは、そう言う場であるという３つで道の駅が定義されていると言う事でございます。

道の駅についてはご存知のとおり、資料の中ほどにございますように、駐車場、トイレ、電話に

ついては２４時間対応可能だと、そう言うような条件がございます。また、案内人がいて親切に

情報を提供出来る施設と言う機能を持っていると言う事でございます。以下は、バリアフリーだ

とか色々書いてございますが、そんなことで道の駅の整備、休憩機能、情報発信地の連携機能と

言う事で整備されるかと思います。次、２ページをお開き下さい。２ページ目からは、斜里郡３

町の道の駅の関係です。事務局等を通しまして、運営費だとか収納業務の方法だとかを調べてみ

ました。まず、道の駅うとろの関係でございます。床面積については８５５㎡、木造平屋建てと

言う事で、カラマツ等をふんだんに使われている施設です。それから管理運営でありますが、指

定管理者と言う事で、ＮＰＯ、観光協会ですね、こちらの方に指定管理でなっています。委託に

ついては、町の委託料が２２５万円、予算ベースになりますが、この様に出しておりまして、そ

の他に指定管理者の収入としては、テナント料を指定管理者の方に入るようになっていて、１千

２００万円程度と言う事でございました。あそこは、ユートピア知床と、ウトロ漁組の２店舗が

入っております。従いまして、観光協会には町の２２５万円とテナント管理料１千２００万円、

合わせて１千４２５万円程度が管理者に入っていることになります。業務内容につきましては、

施設設備の管理運営費ということで、トイレ、売店、レストラン。テナント料金の請求をしたり、

収納業務をしたりと言うのが、指定管理者の業務でございます。それから収入等、町の関係につ

いてでございますが、施設の使用料と言う事で９６８万円、これが町の方に入っている。これが

テナントのユートピアと漁組の方から町の方に９６８万円と言う事で、テナントについてはテナ

ント管理料の先ほどの１千２００万円と町へ９６８万円と言う事で、収めていると言うことにな
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ると思います。次に、道の駅しゃりについてでございます。面積については、約半分の４８６㎡

になって、一部鉄筋コンクリート平屋建てになっています。管理運営については、指定管理者で

ございまして、株式会社 斜里工房しれとこ屋で隣のです。委託料は、１千４２７万９千円と言

う予算です。業務内容については、指定管理者ですね、施設及び設備の管理と言う事で、トイレ、

展示、集会施設などがあり、この辺の管理、収納管理です。収入、施設使用料は指定管理者の収

入としてと言う事ですが、２０万円程度と言う事でございます。会議室等の関係ですね。それが、

斜里の１年間の関係でございます。次、小清水の関係でございますが、小清水については９８５

㎡の鉄筋平屋建てですが、ご存知のとおり農産物加工施設だとか、そう言うものが多く入ってお

りますので、管理については直営、農産物加工施設、研修会議室は直営で、それから一部委託と

言う事になっていますが、施設内外清掃、除雪と言う事で、これはテナントで入っている軽食喫

茶汽車ポッポの方に委託をしていると言う事でございます。管理費については、予算ベースです

けども１千２６９万１千円と言う事で、委託料については統一ですね、２１７万５千円と言う事

で、テナントの軽食喫茶の方に委託していると言う事でございます。収入については、施設使用

料、農産物の加工施設等１６６万１千円程、町の方に入っていることでございます。テナント料

の喫茶の部分については、５３万１千円ほど町の方にとなってございます。次、３ページについ

ては道の駅しゃりの施設内容です。ホームページに出ておりますが、インターネット、情報コー

ナー、ねぷたの展示だとかコミュニティールームと言う事でございます。４－１ページにちょっ

と飛ばして１枚開いて下さい。道の駅しゃりの施設で、小規模な施設であると。それから、４ペ

ージについてはウトロの道の駅の関係です。これについては、観光地という事もございまして、

観光コーナー、レストラン、売店。レストランと売店の方はおそらくユートピアの委託になって

おり、下の売店はウトロ漁協の直売店と言う事で入っております。売店が２店舗入っている。さ

らに下の方に観光情報案内端末、６５ハイビジョン放映、知床自然パネル展示ということでの設

備内容となってございます。４－２ページの方、ちょっと飛ばして開いて頂くと道の駅うとろ、

シリエトクの外観、皆さん見られていると思いますけども、そこに書いてございますが、延べ床

面積８５５㎡、木造平屋建て、使用木材カラマツと言う事で、木を使用した建物になってござい

ます。５ページ、６ページについては条例と言う事で、指定管理者に指定する事が出来ると言う

ものだとか、使用料の関係になっております。７ページ、８ページについても、道の駅しゃりの

関係の条例で、一般的な規定でございますが、利用料金が載ってございましたので一緒に付けさ

せて頂きました。次が、小清水の関係が９ページにございます。道の駅葉菜野花の関係でござい

ます。ここ、９ページをご覧頂いてもらったとおり農産物加工施設があるよと言うことで、加工

については直営で、あとは軽食喫茶、売店も一部にございます。あと、情報コーナー、それから

展望テラス、このような施設になってございます。次のページに小清水の葉菜野花の平面図をご

覧頂きましたが、見て頂いたとおり入って、入るとトイレがあって、軽食喫茶コーナー、あとは

農産物加工施設だとか乳製品加工などとかがあり、施設的にある程度充実しています。その様な

施設があります。１１ページ、１２ページについては葉菜野花の活性化センターの呼び名が付い

ている。例えば、比較の部分で加工室があるのですが、ここでは夏と冬との料金が変わっておい

りますが、去年とちょっと比較してみますと、清里については１時間３００円、それから団体に

ついては１千３００円。多少高いのかなと思いますが、大体同じぐらいです。それから１３ペー

ジなんですが、今まで視察に行った道の駅の関係になります。まず、１３ページは黒松内１９年

に行って来た関係です。ここの特徴は、ご存知のとおりパンを主体とした、目玉にした関係でご

ざいます。あと、レストランだとかが充実されておりましたが、特に１４ページにありますよう
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に、インターネット等に出しまして焼き上がり時間ですとか、かなり多くのパンを目玉にした施

設でございます。１５ページについては、その時の資料でございまして、この運営計画について

は第３セクター、ブナの里振興公社と言うところで、運営をされていると言うことでございます。

１６ページについては、昨年行った道の駅マオイの丘公園でございます。これについては、小学

校の跡地を整備したという事で、平成９年にオープンしています。レストランだとか、ギャラリ

ーだとか、売店だとかがございましたけども、特に目玉としているのは、１６ページにあるかと

思いますが、農産物直売所です。札幌近郊と言う立地の違いがあると思いますけども、そんなこ

とで隣にテントみたいな形でブースを設置して色んな集団だとか、ＪＡだとかが入って農産物を

直売しています。以上、今まで視察して来た所を纏めさせていただきました。 
続けてなんですが、基本計画の構想素案についての意見交換に入る訳ですけども、構想素案と

言う事で、４月２２日の委員会で総務課の方から説明があったと思いますけども、時間も経過し

ておりますので、特異的なところだけ、さらっと説明させて頂きます。それでは１ページをご覧

頂きたいと存じます。１ページについては、札弦地域の現況と方向性を視点、留意点と言う事で、

１ページに整理されておりますけども、まず１番目、札弦地域の現況ですが、人口の減少、先程

もお話しておりましたように、高齢化率３９パーセントになっておりますけども、既に４０を越

えているということになってございます。そう言うことで、地域のコミュニティーが危機的に直

面していると言う説明がございます。２番目は清里町第二の生活、産業拠点と言う事で、清里を

代表する札鶴ベニヤが本社工場を立地しているという事でございます。公共施設についても、札

弦センター、小学校、保育所、消防分遣所、公営住宅等々が老朽化している状況になっていると

いうことです。３番目は観光通過の立ち寄り拠点と言う事で立地が良いと言う事になっておりま

すが、現実は観光地と観光地の狭間と言う事で、通過の地点となっているという説明でございま

す。続いて、札弦地域まちづくりの視点と方向性ということで、１としてコミュニティー機能の

維持と言う事で、安全・安心して住む事が出来る地域と言う視点と方向性でございます。人口の

減少を少しでも緩やかにしたいと言うことでございます。２番目としては、立地環境、条件を生

かした地域づくりと言う事でございまして、ツーリズムだとかアグリビジネス創造、発信の一翼

を担う道の駅を作ることの記載がなされております。次ぎ２ページでございます。一番上ですね、

ここら辺は言ったと思うのですけども、コンパクトであっても絶対的な差別化ができるモノを模

索して行きたいと言う説明でございました。３番目、具体的な施策の方向性と言う事で、既存公

共施設の整備と言うことで、札弦地域の総体的な整備の関係でございますが、老朽した札弦セン

ターの整備、道の駅さっつるパパスランドの改修及び機能強化。その他の公共施設と言うことの

あり方検討と言うことの、小学校、保育所、公営住宅の関係ですね。老朽化しているということ

が上げられます。２、新たな地域活動の支援と促進と言う事で、自治会活動の関係、人材等の受

入とのネットワーク形成と言う事で、地域活動の関係が記載されております。４番目、最後です

が、施策検討に当たっての視点及び留意点ということで、先程の纏めになりますが、地域衰退傾

向に対する実態的歯止めと抑止、全町的な地域振興対策、それから札弦地域の施設の本町におけ

る全体的な位置付け、３番目、地域の合意形成と主体的な参画、４として地域資源の活用と新た

な創造、５番目施設規模の適正化と運営経費のコントロール、運営手法の見直しと言うことも頂

いております。それから将来にわたる人材の育成と確保への手立てと言うふうに札弦地域総体の

関係で整理をされている。３ページから具体的な施設と言う事で、まず３ページは札弦センター

の基本計画の方向性と言う事でございまして、２番目の農山漁村活性化計画、交付金事業の申請

した部分の位置付けと言う事で、規模については１棟７００㎡、事業費が２億８千万円。３番目、
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整備基本計画と言う事でございまして、鉄筋コンクリート平屋建て。施設内容についてはホール、

ロビー、研修室、和室研修室、洋室研修室、調理室、トイレ、多目的トイレ。現在の内容とほぼ

同じ内容になっております。それから規模的な参考として、現在の施設は７３１㎡で若干少し小

さくなるよと言う事でございます。福祉センターについては６８６㎡。新しいところは約９７６

㎡になっています。新しいのは、下に書いてある清里地区地域資源活用交流促進施設がそうです。

調整課題と言う事で、駐車場及び既存の隣接施設を考慮した敷地内の建物配置計画、先程見て来

ました消防について全て、どう言う形に整備して行くのか。それから支所機能及び施設の管理運

営体制。課題と言うことでの施策でございます。次に４ページ、道の駅の関係でございます。上

の方の基本計画については省略致しますが、２番目の農山漁村活性化計画は交付金上の位置付け

と言う事であります。規模については、農産物直売、特産品加工施設で１棟８００㎡。駐車場整

備５００㎡。事業費については３億２千万円。３番目は整備基本計画でございますが、構造につ

いては前回の説明では鉄筋だとかそう言うのは、まだ検討、直売所の関係も含めて、どうするか

と言う具体的な話は検討中で、内容についてが、新たな農産物加工販売施設、農産直売場、特産

品・土産販売所、括弧でレストランとなっているのはレストランを新しい施設に入れるのか、旧

施設を改築するのか、そこら辺の課題もあると言うことでだと思います。それで、括弧で括って

いるのだと思います。駐車場整備ということです。今日は現行施設、パパスランドが１千６４㎡。

屋内ゲートボール場が６０１㎡と言うことになっています。調整課題と言う事で課題の提示でご

ざいますが、交付金事業で行う新たな機能付加と町単独事業による既存施設改修内容の総体調整。

上の交付金の３億２千万円はあくまでも新しい部分の整備費ということで、既存分の施設の事業

費っていうのは一切出ておりませんが、どう言う施設を新しくして行って、どう言う部分を改修

して行くのかと総体的な調整というのを触れられているのだと思います。それから次ぎ、敷地内

の建物全体配置と新設・既存施設の連動も同じ様なことだと思います。それから新たな温泉熱源

掘削の関係ですね。運営経費の削減含めての考え方。それから駐車場をどうしたら良いか。パー

クゴルフ等の町民利用含めてですね。それから、施設の管理運営体制、運営機能の分担、人材確

保。指定管理者の関係だとか、どう言う管理体制にするだとか。一番最後、何を差別化と地域活

性化に繋がる売りにするか、目玉を何にするかと言う課題があげられています。一番下、既存施

設改修の課題事項。これも課題事項のみのものです。土足で入ることの出来ない施設、アプロー

チの段差、縁石の関係。経年による施設全体の痛んでいる。出入りに不便を感じる駐車場で入り

口と緑地帯構造物、入り口の関係です。それから、温泉の関係、そして６番目、工芸と農畜産物

加工品機能の混在による衛生管理上の課題。町民の趣味、実益利用と加工販売を視野に入れた、

農産加工施設機能などの課題提示でございます。５ページの上の方には７番目として、屋内遊技

室活用の困難性と出ておりますが、施設転用により活用が見込まれるのか、また経費の増大が逆

に懸念される面があるのかどうか。８番目、指定管理制度での運営、専門的運営のノウハウを持

たない、委託料の発生ということで、どう言う運営体制にするのか課題があります。その様なこ

とで、全体的に方向性と課題があると言うよな構想案では記載がされている。簡単に説明をさせ

ていただきました。以上でございます。 
 
○委員長 
 ありがとうございました。（１）の道の駅の関係の資料については、斜里、小清水、そして今

まで行った中での資料、これを抜粋させて頂いて参考にして頂ければと思います。次、（２）の

基本計画（構想素案）についての意見交換の部分でありますけども、前回総務課からの説明をも



 

- 6 -

う一度事務局の方から説明させて頂きました。その中で、現地視察を含めた中での疑問点、それ

から意見と言う事で、意見交換を進めさせて頂き、無ければそのまま終わる訳でありますけれど

も、あれば担当課を呼んで、そしてもう一度、再度確認をすると言う作業が増えるのかなと思っ

ています。そんな事で、今日はこの会議を進めさせて頂きたいと思います。基本計画の構想素案

がございますけれども、それに見合った意見交換と言う事で、今日も現地を見て来て素案と別に

でもありましたら、お聞きをしたいと思いますが。 
 構想素案の中には、３点分ければ分けれるのですが。札弦の街をどうするかって言う計画。そ

れから、支所をどうするか、道の駅をどうするかと言う部分がある訳でありますけども。どちら

でもいいですけども。何かありましたら。 
 
○勝又委員 
 １点だけ。今、事務局からの説明にもあったように、パパスをさっき見て来たのですけども、

事業費の中で３億２千万円と言う形で、先程事務局からも新設する部分についての予算と言う形

の中で３億２千万円。そうすると、改築の部分についてはどうして行くのだと言うこと。補修と

かね。そこら辺の事が、どの様に考え方をしているのかなと聞きたいのですが。それと、温泉の

温度が低いと。これは過去からずっと、温泉が始まった当初からなんですけども、追い焚きして

年間に６００万、７００万の経費が掛かっている。このことについては、札弦からの要望の中に

も出ていましたけども、課題と言う部分で温泉に係るもろもろの経費負担、そう言うのもあり改

修してもらいたいと出ていましたけども。これらの掘削に係る部分の経費、おそらく温泉１本掘

れば５千万くらいのお金が掛かる訳であります。これらが事業費の中に込みのものなのか、それ

は全く別に考えているような部分なのか。私が解釈出来ない部分っていうのがそこら辺なんです

が。他は皆さんから沢山出ると思いますが。 
 
○委員長 
 他の方で、何かございませんでしょうか。 
 
○勝又委員 
 もう１点いいですか。 
 
○委員長 
 はい。 
 
○勝又委員 
 もう１点、加工施設の関係なんですけども。現在、加工施設を先程見て来たのですが。実際に

その加工施設で加工した物を販売に結び付けて行くような形のものにして行くのかどうなのか。

色々なこの事業採択を受ける中においては、当然販売量が増えるような形、地元の農産物の。そ

れらは活性化プロジェクトの中には麦作センターの増設などとかが含まれている訳なんだけど、

当然この活性化計画の中での部分ですので、当然それらも見据えた形の中でのパパスランドの改

修って言う形に捉えた時には、おそらく地元消費を含めてよそからのお客さんに対する加工品っ

ていう形の販売、そう言う部分を考えているのかなと感じる部分なんですけども。そうなると、

おそらく今の加工のあの状態の中では、販売に結び付けて行くってなると当然保健所の認可とか
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そう言うものも必要になって来る部分で、そうなるとかなり加工施設の改修っていう部分ではね、

そちらの方にも経費が掛かって来る部分でないかなと思います。ましてや、今の既存の状態の広

さでは当然少ないと思っているし、拡張もしなきゃいけない。要望の中でそれらの事も触れるっ

ていうのは自分としては理解していないのですけども。そこら辺の考え方の部分をはっきりしな

くてはならないのではないかと思う。 
 
○委員長 
 今、色んな意見というより１人の委員の方から、担当の方からでもこれらの関係については答

えるかって言う部分は分からない訳でありますけども、呼んで来てそしてこれを聞いてみる。そ

して、なおかつまた他の人があれば、それに付随して聞いて頂くと言う部分で進めて宜しいでし

ょうか。まとめて皆で今日纏めてしまって、どうしましょうかって言うより実際に今出て来てい

るので、それを一つ一つ解決して行った方が良いのかなって気がするので、どうでしょか。 
 
○勝又委員 
 全部出してもらった方がいいのではないか。 
 
○藤田委員 
 直接聞いた方がいいんじゃないか。 
 
○委員長 
 直接は聞くのだけども。 
 
○勝又委員 
 まず、ここの中での意見交換をした形の中で問題点があるのなら、それを皆集約した形で、呼

んだ方がいいんじゃないか。 
 
○委員長 
 わかりました。そしたらもう少し時間を掛けて行きたいと思いますけども。 
 
○中西委員 
 センターも今日見に行ったから分かると思いますが、築３９年、４０年目に入ってご承知のと

おり雨漏りもするし、葬儀会場のあの祭壇のところも雨漏りする訳ですよね。天気の悪い時に葬

儀に当たった時には傘をさすまでは行かないけども、大変なことになる訳ですよ。やっぱり、清

里をこうやってやっている時に札弦の所だけが、ああ言う所で葬儀をやらなきゃならないってい

うのが、ちょっと札弦地域の人たちに気の毒だと。あると思うんですよね。それと、今のパパス

の温泉の問題も、一緒にやるのかどうかって言うのもあるのだけども、やはりあそこにセンター

を作って地域の人も住んでいくとなれば、活性化のために温泉施設を直さなければならない。平

行してやる部分があるのか、そこのセンターだけ先にやれるのかと言う問題もあったと思うんで

すけどね。どうしてもそこを離してやらなきゃだめなのかって言うのもあるのかもしれないけど

も。この機会にセンターもきちっと使ってもらう。そしてその活性化の基に温泉施設もきちっと

ね、温泉源も直すって言う事でなければならないのか。その辺、町としてどう考えているのか、 
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聞きたい部分があるのだけども。 
 
○副委員長 
 ２つを１つにするという話でなくて。それは別でしょ。 
 
○中西委員 
 それは別だけども、場所的に一緒にするかしないかは町の考えがあるのかもしれないけども、

おそらく急いでいると思うんですよ。あんな状態だし、我々も一度見て来た以上、それを知らな

いと言うふうにはならないと思うんですよね。何年も先になりますとか、話がごちゃごちゃにな

っているから、延びて行ったってことにはならない。 
 
○委員長 
 その時期的な部分については、両方とも建て直してしまって、する所が無いと言うのも困るの

で、急ぐのも大切なのかもしれないけども、それも時期を見ながらやってもらわなければ、これ

も困るって言う話でないか。 
 
（「体育館があるから」との声あり） 
 
○中西委員 
 まあ、それでも出来ないことはないのだろうけど。 

話し的にはまだ福祉センターの方が新しいのに、なぜ札弦の方が早くないのかって声も聞いて

ます。札弦が遅れているんじゃないのかって。 
 
○藤田委員 
 札弦センターを建てるのはいい。消防センターも建て替え。どこに建てるかは知らないけど、

場所は出来たら温泉の傍がいい。土地が沢山あるのだから。あの辺にもって来た方がいいんでな

いかとは思うんだけれど。 
 
○中西委員 
 体育館もあるからいいとか言われると、福祉センターだって体育館もあるだろうしね。それな

ら何で福祉センターはやるんだって話になる。今まで札弦センターで葬儀をやってたのにね。個

人的にはそう思うと思いますよ。だからいち早くとは言わないけれども、福祉センターはまだ使

えたのに、札弦センターを先にやるべきだったと。遅れているという事は事実、皆さん分かって

いるところだと思うんですよ。やらなきゃならないんだし。そしてこれからまだ使って行くんだ

ったら、それに合わせて温泉も私はやっていくべきだと思う。 
 
○委員長 
 先程勝又委員が言っていた新設と、それから改修の部分。新設の部分については説明したので

分かるが、改修の部分は全く出ていないと言う部分があるので、これを聞けるものなら聞きたい。 
 
○事務局長 
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 ４ページの３億２千万円の事業費には、改修の部分は入っていません。 
 
○委員長 
 今の基本計画の中で、いいですよと言っていても本当に細部から色んな部分があるので、もう

少し詳しくとは言わないけども、そこら辺もう少し煮詰めたものがあったら、まだ確認し易いな

って言う部分があります。当然、今素案の部分の段階なので、全てまでは言えない部分があるの

かもしれないけども、その中で私達がゴーサインをするか、しないかの部分は、常日頃出さなき

ゃならない部分があるんで、出来れば少しでも細かい資料が出ればなと思う。 
 
○澤田議員 
 屋内遊技場だって今、使われていないのにどう言う様に今後利用して行くのか。このまま建て

ておいて何かに使えるのか。こう言う機会に何かに利用する方法はあるのか。 
 
○委員長 
 今日見て来て、遊技場を壊すのは本当にもったいない。最大限に利用出来る可能性はあると言

う部分は伝えてあげた方がいいなと思う。 
 
○加藤委員 
 壊すとは言ってないけども。それぞれの問題もあるけれども、今回考え方として一番大切なの

はやっぱり札弦地区全体の施設とその機能を必要なものを、どの様に整理して行くかってこと。

無くすって事にはならない。ただそれを、コストと将来に向かって現状を皆さんの意見がこうだ

からって言ってて、５年先の札弦地区を考えた時、本当にそれでいいのかどうなのか。今回提案

されていない、藤田さんの意見じゃないけど消防もやりたいとかって論法もあるけども、本当に

将来に渡ってきちっとやらなければならないものなのであれば、今回支所をやるに当たって、本

当に見てきた時に言った体育館に支所をくっつけて、そして中西さんの論法から行けば観光施設

に葬儀場は駄目だと言うけれど、入り口から駐車場から全部変えれば全然問題ないのではないか

と言う方法。それによって、札弦の消防も改築する事だって当然のように考えて行かなければな

らない問題だと思う。だから錯覚していたのは、３億２千万の中はパパスの改築全部かなと思っ

たら、新設が３億２千万で、かなり既存のやつの経費も別にって言ったら、とんでもない問題に

なって来るだろうし。果たして、本当にやって行く中の割合って言うのはどうなっていくのか。

どういうふうに進めるのかっていうのは、真剣に考えなきゃ大変な問題になると思う。 
 
○議長 
 総務課に聞かれるって事なんですが、１点、局長の方から斜里、小清水の道の駅の運営を調べ

て頂いたのですが、道の駅だけでも観光協会あたりにも指定管理者に大体１千４００万ぐらい光

熱費等の管理費が掛かっているんですね。今回、パパスの温泉の所、道の駅、それから食品加工、

これ全部指定管理者のパパスと契約するのか、そう言う問題ですね。分けて考えないと。道の駅

は約１千２～３百万が町から、何処の町も金を出してやって、それでやってくれよと。そこで物

を売るところは、平米なんぼとかで家賃取ってますよね。そう言う事の整理をね、総務課で計画

を立てているんだけども、出来上がったらいきなり産業課に行ってしまうんですよね。その辺の

整理もちゃんとやっているのかと。それからもう一つは、役場で物を建てる、議会で審議をする
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けども、請け負うパパスの支配人に聞いたんだけども、君達と打ち合わせをしているのかと聞い

たら一つも聞いてくれていないと言う。そう言うことが一番の問題でないのかと思う。一番の問

題は、１年１年なんぼ掛かって、どう言うふうにするのか、パパスの温泉はどうするんだと。こ

こで、先程勝又さんからも藤田さんからも出た話になるんですが、今回の計画では３億２千万の

うち、農産物直売場と道の駅で８００㎡で３億２千万円使うよと、出て来ている訳ですよ。とこ

ろが、下の基本計画ではパパスランドで１千㎡ある訳ですね。これの括りが全然見えて来ない訳

ですよ。これは基本的には町は、指定管理者のパパスと道の駅を一緒にやらせるかどうかってい

う基本的な考えも、全く見えていない。例えば、道の駅は観光協会、ＮＰＯですから、観光協会

にやらす考えなのか、それともパパスにやらせるのか。やらせるとするならば、どう言う気持ち

でやるのか。受けて行く方は要望があればそれを取り入れて行く。議会の関係も大事ですよ。意

見も大事だけども、受ける所の意見も取り入れなければ。箱もの造って、さあやれと言われて失

敗した時に誰が責任を取るのかという問題があると思うんだよね。その辺も併せて聞いてもらい

たいなと思うんですが。 
 
○加藤委員 
 加工施設の中での、勝又さんの意見ではないけども、販売目的に商品を作るっていうけども、

誰が作ってやるのかって言う問題も出て来るし、その使用料などもどうするのかって言う問題も

出てくる。育てるんだっていう話はもう既に無いと思うんでね。それとやっぱり一番大きなのは

道の駅によって潤っている道の駅は無いってことですよ。道の駅で何を売るのかという事。 
 
○議長 
 町は何を売るのかってことですよ。これは非常に難しい話だと思う。 
 
○澤田議員 
 地域の衰退に歯止めを掛けると言うけど、そう言うことにはならない。 
 
○加藤委員 
 本当にするからにはどうするんだと言う根本的な考え方が、きちっとはっきりしないと。予算

が付いて、今あわくわなかったら、おかしくなるって言う話では無いと思う。 
 
○中西委員 
 我々は道の駅を色々視察しましたけども、それはもしかしたら清里に道の駅って言うのをやろ

うとして視察したと思うんですよね。各町村で夢を持って、やっているのかは分からないのだけ

ども、それに我々も視察をしましたよね。活性化のためにどうしようかと。道内に百何箇所かあ

って、加藤さんの言うとおり儲かってないって言うのもあるのかもしれないけども、じゃ、百何

箇所も出来ているのかなって言う気がするんだけどもね。そしたら皆んな旅人の為だけに道の駅

はあるのかって話だよね。 
 
○事務局長 
 今回出たのは、構想素案と言う事で、こう言う課題があるよと言うのがほとんど明記の部分が

あるので、出来れば色々と視察して現地を見たって言う部分で、議員さんが逆に提案できる部分
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がもしあれば、そう言う事も可能であれば出して頂きたい。ただ、まだ構想素案って言う事で今

時点で出せるかどうかって言う問題があるので、いずれにしてもこの次はある程度具体的な部分

で、どう言う施設にするのかと言う部分が出てくるかと思いますので、町の方も構想素案を出し

ましたんで、議員さんにもそう言う課題があるって事がありますよって言うことも出て来るんじ

ゃないかと思いますので、ご意見をいただければ反映も出来るような、そんな事も流れとしては

あるのかなと言う気がしますので、そんな事も含めてお願いします。 
 
○細矢委員 
 今日、色々と見させて頂いて、皆さんの意見が出来るようにね。私も札弦の主だった人に意見

を聞いてみたんで、一口に掻い摘んで申し上げておきます。構想なりの希望する事が札弦地区か

ら出ていますよね。そして、それに対する構想素案が出て来ている。一口に言って、札弦の方々

の希望は、やはり今の札弦センターとパパスと同じ場所って言うのは絶対駄目だと。と言うこと

は、どう言うふうな形にしろ、人の出入りが目に付くと。黒い背広を着た人だの。そして、もう

一つは、どっちつかずの状態になっている。札弦センターの場所は、今の場所は我々は最善だと

思っていると、そう言う意見が一つと、それから、パパスランドの道の駅の関係については、そ

れを一口に言いますと、あんた達議員さんもね、あちこち見て来ているんだろうから、そんな大

きな施設は別として、やはり清里町はここが道の駅だよと胸を張って言えるような、そう言うコ

ンパクトでもいいからそう言う施設で良いんだと。一口に言ってそう言う言い方をしてました。

だから、今色んな意見が出てましたけど、議長からも出てましたように、私も聞いてみましたら、

町当局としては十分に地域にこれに対する具体的な事の話し合いが、そう言うのが無いような気

がしたんですよね。ですから、先程議長も言っておりましたように、もう少しあそこの委託を受

けている人の意見だとか、あるいは職員だとか、あるいは地域の人達を交えた、そう言うものを

町として汲み取って、そして次の機会にこう言う構想で行きますよと言うものを、町は自信を持

って出すような対策を講じて欲しいなというのが私の意見です。 
 
○加藤委員 
 それから勝又さんの言ったように、農産加工品施設を本当に販売用に出来る施設にするのか、

そうじゃなくて、清里で出来た物を清里の人達が食べる為の、今の施設の運用の中の設備の充実

を図って行くのか。ここがものすごく大きな事業の方向転換になると思う。その時に、誰が運営

をするのかって、議長も言ったけど、それが一番の大きな問題だと思う。それと、あそこにある

文化的クラブの環境の施設も、同時にあそこにそのまま置くのか。或いは運営施設をどうして行

くのか。それと、それに合わせて駄目だ駄目だと言っているけれども、そしたらあの後ろにある

立派な建物をどう言う利用価値と運営方法にして行くのか。将来に渡って札弦の消防の改善をし

ないでも良いのか、しなくてはならないのか。だとしたら今、今回どう言うあの図面の用地の中

でやって行こうとしているのか。後から、継ぎ足し継ぎ足しとしないような方法の事も考えて行

くべきだと。第５次の計画の中では、札弦地区素案の中ではどうなのか。確かに予算は付いてい

るけれども、同時にどうせやらなければならないと言うものであれば、少しでも経費を削減する

ために、それを併せて行く。併せてやる為には、どっかで削減をする前に苦肉の変更をする事も

必要だと捉えるけども。その辺の部分でまず素案を提示してもらって、提示してもらったことが

決定ではないのだから。 
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○細矢委員 
 今、加藤さんが言いましたように、後ろにあるあの施設、あれを考慮した中で要するに加工施

設だとか、あるいは販売施設だとか、建物の活用を考えた上で考えて行くのか。そんな事も十分

に話し合うのが必要だと思う。地元の意見を全く無視する訳には行かない。色んな面で協力頂か

なきゃならない。 
 
○加藤委員 
 支所と消防の施設をくっ付けて、会館は別個にしてそうやって処理する方向にしたら、支所は

札弦の住民が言う通り、そこに置けるわけです。たまたま葬儀場関係の問題が意に反しないかも

しれないけども、将来に渡って本当に今までと同じ様な冠婚葬祭スタイルが続くとも限らないん

だし。やっぱり今の現状だけなくて、５年先の事、１０年先の事も真剣に考えて、誰がその負担

を背負って行くのかまで論議すべき事だと思う。 
 
○細矢委員 
 札弦ばかりじゃなくて、本町はどうなのか、そう言う事をあんまり強調しすぎると、札弦に逆

に言われるのではないか。 
 
○加藤委員 
 それともう一つは、清里で出来た加工品の販売って言うけど、道の駅だけじゃなくて、本当に

売る気があるんだったら、どうしてコミットの１階をもっとオープンにして、あそこに置かない

のか。これだって道道の最高に良い交差点の場所だし。今の計画の中で行けば、駅前広場の空き

地なんかある訳だし、もうちょっと本当にそうやってするんだったら、道の駅を作りたいが為に

やる構想なのか、本当に清里の農産物加工品、そう言うものをやっぱり販売する為の努力として

スタートをかけるのなら、もっともっと販売方法だってあると思う。しかも、今になってレスト

ハウスもある訳だから、あそこの所も売店の販売計画だとか、コミットなり、やっぱり同時にや

らなければならない。 
 
○細矢委員 
 やっぱり、地元の人と行政ともっと詰めて、地元の協力を無視出来ないし。 
 
○委員長 
 大分意見も出て来て、事務局もまとめるのも大変だろうと思うけども、担当の課を呼んで、そ

の辺の解決する部分については今日解決すると。出来ない部分については、どう言うふうな格好

になるか、これからの宿題にする部分もあると思う。まだまだ、話が足りない人がいるなら時間

取りますけども。今の素案の中での質問を掛けて、相手も全部答えられるとは思わないけども、

答えてもらえるところはしっかり答えてもらうと言う事で良いですか。 
 
○加藤委員 
 何回も修正をしてもらうと言う事かい。 
 
○委員長 
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 と言う事でいいですか。 
 
○事務局長 
 原課の方には、終ったらそう言う場面があるかも知れないと言う話しはしてあるので、スタン

バイはしていると思いますけども。ちょっと休憩を取らせて頂いていいですか。 
 
○委員長 
 それでは２時１０分まで休憩を取らせて頂きます。 
 

休憩 午後 １時５２分～ 
   午後 ２時０８分 

 
○委員長 
 札弦地区公共施設整備基本計画の構想素案について、本日午前中に札弦センター、パパスラン

ドを現地視察して、委員会の中で出た意見について説明を頂きたいと思いまして、お呼び立てを

致しました。１点については、道の駅３億２千万円の部分でありますけども、改修の部分につい

ては含まれていないと思いますけども、改修の部分の予定が分かれば教えて頂きたいと言うのと、

温泉の削掘の関係についての、これらの部分の改修部分、これも別に係るのだろうと思います。

ここら辺が分かれば教えて頂ければと思います。それから、２つ目については、農産物加工品を

販売出来る施設を考えているのと言う部分。これは色んな保健所の関係の絡みもございますし、

どんな施設になるのかと言う部分、これも分かったら教えて頂きたいと思います。次ですが、室

内遊技場の活用について、ここら辺を決めているのか、決めていないのかと言う部分。これは、

見て来たら大変素晴らしいものであるので、これも再度確認をさせて頂きたいと思います。それ

から、道の駅、支所の管理方法を平行して検討をする必要があるのではないのかと言う部分。そ

れも聞かせて頂きたいと思います。パパスの指定管理者だとかって言う部分の意見等を聞いて、

具体的な提示がなさっているのかどうなのか、相談をされているのかどうかと言う部分を、合わ

せてお聞きかせ願いたいと思います。大きく分けて、こんな部分で意見が出された訳であります。

まだまだ細かい部分は委員の方に補足をして頂いて、答えが返って来た以降に再度質問をさせて

頂ければと思います。 
 
○総務課長 
 １点目の道の駅の既存の古い部分の改修の関係ですけれども、当然今日、現地調査をされた部

分につきますと、温泉入浴施設等が非常に傷みが激しいですとか、外溝等につきましても、当然

車の出入りに不自由を来たしている部分。それから、室内についても靴を脱いで入って行かざる

を得ない状況。それと、前回の委員会でもあったように、食品加工と違った陶芸品な物とが同居

していると言う衛生的な部分。そう言ったもろもろの関係から行くと、なかなか機能的な部分や

管理経費等の部分でかなり課題があると言う事については、構想素案の中でもまとめている。あ

る一定の予算の中において既存施設についても手をかけて行きながら、リニューアル、使い勝手

の良いもの、それから今言った、衛生上の問題点についても、ある程度手を掛けて行く必要があ

る。それについては当然ある程度の経費って言うものが今後生じて来ると言う想定になってござ

います。ただ、具体的にいくら掛かるのかについては、現在の基本構想の段階ですから、どの部
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分までやるのかによって全然違って来る形の中で、今後、常任委員会等のご意見等も頂きながら

基本構想についての最終的な計画、そう言ったものを進めさせて頂きたいとこの様に考えており

ます。関連する部分で１点、ボーリングの温泉熱の関係ですけども、これも当初のかなり早い段

階から温泉熱の関係については、温度が非常に低いと言う中で、ボイラー等で追い焚きが必要だ

と言った実態についてもご理解頂けたと思います。そう言った上で、全体的なランニングコスト

を考えた上については、同委員会の中でご意見がございましたけども、新しく泉源を求めること

も、ある一定のランニングコスト的な部分を考えた上でも必要ではないかと、そんな想定がされ

てございますので、現段階の素案構想の段階でございますけれども、やはりそう言った新たな泉

源を求めて、ある一定程度の温度って言うものも求めて行かなければならない。こう言った部分

も一つ、将来に渡っての経費を考えた場合、必要な考え方の一つになるのではないかとおさえて

ございます。経費的な部分ですけども、８００メートル、１千２００メートルと言った形の中で、

まだ見えませんけども、一般論的に行くと８千万何がしぐらいの経費が生じて来るのが事実でご

ざいますので、そう言ったものが全体的な追い焚き等のランニングコストと比較して、また違っ

た温度が出た場合について、施設主体のその自然エネルギーの利用って言う事も考えた部分につ

いても、十分に前向きに検討する部分での要素の一つになると、その様に現段階では捉えてござ

います。それと、２点目の加工販売の関係でございますけども、農産物、現在古い施設について

も加工のそう言った機能を持たせている訳でございますけども、ＰＬ法と言われるような、製造

物責任法の関係ですとか、またそれを販売に持って行くとなると、ある一定の設備等が必要にな

って行くのが当然の事でございまして、今持っている既存の施設、更に新しく造って行く施設の

性格をどの様にして行くのか、今、現実的には最初、当初については開発的な、研究的な施設と

言うことになって、既存施設もスタートした訳でございまして、現実的にはどちらかと言うと、

家庭用で自分達の奥さん達が、そう言った時間を作りながら、趣味の世界プラスアルファぐらい

のものになっていますと、なかなか今の部分だけでは、そういった今言った法律的な部分を考え

ますと、ＰＬ法とまた保健所との関係から行くと、既存施設は販売まで行くとある程度の設備投

資をしなければならない、解消しなくちゃいけない。そう言ったものについては、どの範疇まで

何と何をやっていくのかとか、向こうの部分をどうして行くのか、その辺のある程度の絞込みで

すとか、住み分けって言う部分を、ある一定の方向の中で今後整理された上で、そのやるべき機

能をどこまで生かしていくのかと言うことについて、経費的なものを考えて行かなければならな

いと考えております。それから、室内遊技場の関係ですが、かなり広い面積を持っていて、ほと

んど使われていない。人工芝を敷き、天井高もあるって言う形の中で、パーク、室内のゲートボ

ールなど、地域の中ではイベントがあって雨が降ったりした場合についての臨時的な施設ですと

か、または地域の交流的な催し物に年に１、２回使われていると言うのが実態です。ただ現実的

に今の施設が使われていなかった事によって、そのままの綺麗な状態であるってこともありまし

ょうし、あれを積極的に使って行くと、今申し上げたランニングコストがどの様に掛かっていく

のかとか、現実的に使用すると言う需要があるのかどうか。非常に難しい部分が現実的にはあろ

うかと、今の基本構想を検討して行く段階では捉えてございます。積極的に活用することによっ

て、多大な経費が掛かって来ると言う側面もありましょうし、逆に、今ある施設を何も使わない

のはもったいないと言う考え方の両方があるって事で、その辺をどの様な形の中で、将来の利用

度、それから実質的な管理経費などを睨みながら、考えて行く必要があるとこの様に考えてござ

います。それから、管理方法でございますが、道の駅、支所の関係ですが、道の駅につきまして

は、ご存知の通り指定管理制度の中で、地元を中心とした有限会社に管理をお願いしている訳で
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ございますけども、だた、所管事務調査等で他の道の駅、それに類似した施設をご覧になって来

ていると思いますけども、一律的な手法ではなくして、それぞれ施設の持っている性格によって、

ある一定の部分は委託でやっている施設もありましょうし、ある一定のテナントでやっている部

分、ミックスの組み合わせになっている所もありましょうし、更には、うちと同じ様に全面的に

町内のそう言った民間の準公的な団体に指定管理費を出しながら、委託費を更に払ってやってい

る、かなり個々の状態によって違って来るのもございますので、全て前回の委員会の中でお話し

た通り、指定管理がオールマイティーと言うふうには考える必要は無いのではないかと思います。

新しい施設、既存施設の改修をやる場合については、その持っている機能と整合性だとか、そう

言ったものを踏まえた中で、ある一つの考え方として、基本的な見直しと言う事と平行しながら、

必要な場面が出てくるのではないか、この様に考えてございます。それと、支所の関係でござい

ますけれども、現在は私どもの嘱託の職員１名配置と、それから臨時雇用の関係の職員が１名の

常勤形態となっておりまして、それ以外については清掃ですとかと言った関係については関連す

る地域施設、隣接するものもございますので、地域等にお願いをしながら管理をさせて頂いてい

る形になってございます。そう言った形に考えた場合について、札弦の支所についての無人化と

いうのはなかなか難しい部分でありましょうけども、今言ったような、地域との連携ですとか、

あまり大きな経費の掛からないような手法をきちっと捉えた中において運営して行くのが肝要で

はないかと、この様に考えております。また、道の駅管理は現在の指定管理うんぬんと言うお話

もございましたけども、まだ、現時点においては基本構想の叩き台をやりながら進めている段階

でございますが、具体的にその現在の指定管理者から、この改修ですとか、新しく増築に関する

聞き取りをしている、そう言った事実はございません。今後、町の方での基本計画構想の方向性

が見えてきた段階において、そのある一定な段階においてやってございますので、そう言った計

画の中において必要な時点においてそう言った部分について考えて行きたいと、この様に考えて

ございます。 
 
○委員長 
 どうもありがとうございます。１点目の関係については、温泉の掘削については約８千万って

言う部分では理解はする訳ではありますけども、温泉の関係について、あと補修などについては

無いって言うふうに捉えて良いのか。それとも、あるのならどの位の経費が掛かるのか。 
 
○総務課長 
 前段で申し上げた通り、どの部分までやって行く必要性があるのかって言う形によって大きく

変わって来る。ただ、具体的な経費等についての算出は行っていないと言う事でご理解頂きたい

と思います。何をやるのかもまだ決めておりませんので、従って今後その整理をした上での話し

になると思いますので、そう言った事についての今日現地視察をされてきたと言う事で、ご意見

を十分に賜って、今後具体的な計画に反映出来るものについては反映して行くと言う方向で整理

をさせて頂くと言うのが基本的な考えです。 
 
○委員長 
 そうすると、今回基本構想と言う部分の中で進められて来られた訳で、これからどういう段階

でどういう順番を踏んで、議会なり町民に知らせて行くのか。その辺の流れが分かれば教えて頂

きたいと思います。 
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○総務課長 
 まず、パパスを中心とした道の駅の関係につきましては、今回、委員会の中で現地調査も含め

て検討されていると認識してございますので、そう言った委員会としての方向性等を十分踏まえ

て頂いた中において、その方向性を確認させて頂いた中において、今後具体的な改修ないし、増

築の中身を進めさせて頂く。それが次の段階での、町としての計画の素案になって行くかと思い

ます。つまりその基において計画的なものの関係について、議会、所管の委員会とのそう言った

付け合せ、更には具体的な運営等について方向性を出した段階において、具体的な基本設計に入

って行く、こう言った一連の流れになろうかと考えてございます。同じく、札弦のセンターにつ

いてもこの様な流れの中で進めて参りたいと、かように考えてございます。 
 
○委員長 
 はい、わかりました。そうすると、これから次に出てくるのが素案と言う事で、それから次に

基本設計と言う部分で宜しいと言うふうに理解していいですね。 
 
○総務課長 
 次の段階では、こう言う形で常任委員会の中で意見を集約された、また意見を踏まえた上での

計画案と言うものを、もう少しグレードを、構想の段階から上げたものを作る作業を、こう言っ

たものを事務当局で行っていく。その上での協議をさせて頂いた上において、ある一定の方向性

がそれぞれご理解頂いた段階において、基本設計、実施設計に入らさせて頂くと言った流れを今

後ともとって参りたい、かように考えているところでございます。 
 
○委員長 
 他の関係、今の中での質問がございましたら受けたいと思いますが。 
 
○加藤委員 
 今回の、パパスの関係の特産品加工販売施設、この部分に対する、その実際に加工して販売す

るまでの施設って事を計画段階では上げていますと言う事だと思いますが、実際にその中で出来

上がった時点で、どう言う形、どう言うものがどの位の要望で掛けた投資の中から本当に、そう

言う品目が湧き出て来るのかどうなのか。或いは、これらの施設の部分、これ毎年保健所まで許

可を得る様な施設になるのか。素晴らしい施設になると思う訳ですが、そこで何をしたいのか、

どう言う形の状態を捉えてやろうとしているのか。現状の本当に今ある農産加工施設、課長が言

われた普通の清里で出来た農産物、或いは一般の主婦、或いはグループが、自らの地産地消の中

の販売目的でない、自らの商品目的、ここ大きく違うんですが、これを両方とも満足行くような

形に整備して行くという事の考えを基にしているのかどうなのか。現時点でどの様に捉えている

のか、その辺を聞きたい。 
 
○総務課長 
 具体的な、農産品加工施設の機能ですとか、中身の話をなりますと、構想素案の中に示してい

るのは、先程言ったような実態として、趣味的な方向、個人の家庭での消費、そう言ったものが

現在の施設の機能として残っている訳でございますけども、最初あの施設を建てる時には、そう
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いった研究開発と言う形でしたが、なかなかそう言うふうには成り難いと言う部分があったり、

施設の持っている機能の関係、設備の関係でやはりそれは難しかったと言う経過もありましょう

けども、今後地域振興上、そう言った新しい経済や生産など色んな部分で発信をして行く上にお

いて必要なものは何なのかと言う、フルセットなものはなかなか難しいのでございますけども、

今後所管事務調査等の中における、各委員さんの意見と言うものを参酌しながら、その辺の絞り

込みや方向性の整理をさせて頂きたいと言う現時点においての考え方でございます。 
 
○藤田委員 
 緑清荘と福祉センターの新築の関係と、今回また町からの提案してもらったんだけど、その中

で先程の委員会の中ででも聞いたんですけども、３億２千万をパパスランドの新築を含めて、み

んな入って３億２千万と解釈していた。でも、今の意見ではそれはそれであって、またこっちは

何億掛かるのか、その辺どうなのか今日あたり聞きたかったのだけども。どの位かけてやるのか。

それと札弦のセンターだけど、さっき私も言ったんですけども、消防センターも古いから全部壊

して、札弦会館ってきちっと建ててさ。そしてその場所は、陳情には近くに建てろと言うのが上

がっているみたいだけども、私は出来るんだったら、パパスランドに併設しながらその横へきち

っと建てて、葬式もパパスランドの食堂を使ってやるだとか、色んな事を考えてやった方が良い

のではないかと思うんですけど。そう言う筋をね。中身については、あなた方が解釈して案を作

ってくれても良いけど、私は、そうやってやるべきでないかと思うんだ。その辺の考えはどうな

んですかね。地元自治会もある程度の、今回初めてだけども、橋場町長もその陳情を見て町づく

りの素案ってものを、自分の政治力でどうやって判断するかって事も、その辺も問われる問題な

んではないかと思う。と言うことは、５年、１０年後に我が町も平成２７年位にも２千７００人

ぐらいになるって言う素案があって、平成の大合併って事でこの１０年間ぐらいやって来たと思

うんだよ。そう言う事を考えた時に、出来たら温泉のそばで、店も無くなったようだけど、道の

駅を利用して色んな物を売って、お店屋さんをやってくれる様な人もテナントに入れて、もしか

駄目だったら敷地料もただにするとか町が持ってでもやって行くんだって言う、道の駅構想を考

えて頂きたいと私はそう思います、やる、やらんは別として。そう言う案は持っていると言う事

ですね。何かあったら聞かせて頂きたい。 
 
○総務課長 
 冒頭にございました、経費云々の話でございますけども、これは我々の説明が至らなかったの

があれば大変申し訳ないと思っておりますけども、総体的な計画の中では、当初から新しい施設

は新しい交付金で建設を予定していると言う事で、何回もご説明申し上げていると言う様にご理

解頂きたいと思います。それから、後段の部分の話でございますけれども、ご意見として、こう

言った委員さんのご意見があると言う形で頭に入れて行きたいと思いますけれども、先程申し上

げました通り、一定の時間をかけながら、その辺の整理をして全体的なご意見等を踏まえた中に

おいて、今後次のステップへ進めさせて頂きたいと、こう言う考えでございます。今までの流れ

の中で、地域の住民のみなさんから頂いている要望は要望として、それはそれとして受け止めて

行く事が大事な事だと思いますが、ただし１００パーセントで無いって事を十分に承知した上で、

その辺のバランス、それから将来の有り様、また地域としての全体的な、当然札弦中心の市街地

の空洞化が著しい、そう言ったものに対する思いもある訳でございまして、そう言った事を調整

と言うのも十分に踏まえた中、今後して行くことが我々事務当局として必要なのかなと認識して
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ございますが、それについても重ねてご理解頂きたいと考えてございます。現況を見ております

と、消防施設も当然平行しながら消防分遣所の在り方もどうなんだと言う事も前々からお話があ

る訳でして、そう言った機能性の部分から行くと、ただ経費等を含めたものがございますので、

その辺がどの程度の中で行われるのが一番良いのかっていう、その分遣所の消防の建物だけでな

くして、全体としてどうなのかって言うの中のを検討して行きたいと、この様に考えてございま

す。現況施設の中で、ああ言った町道の突き当たりの場所に、かなり古い施設として現地で見て

分かる通り、職員住宅と消防の建物が隣接して、突き当りの所にあると言う中で、藤田委員さん

のご指摘の通り古いんですね。基本的には札弦センターについては、全くの新築って言う中で計

画をさせて頂いてございますが、消防施設等を含めた部分での、場所はどうするかって事は別に

して、今後の次の段階での基本計画の素案の段階では整理される課題と認識してございます。 
 
○委員長 
 他。 
 
○勝又委員 
 ここでも２点の報告があった訳なんですけども、札弦活性化委員会から要望が出ているわけで、

要望を全て踏襲してやるって形には、予算規模から言ってそれはもう不可能な事でありますが、

でも最大限、この要望に基づいた様な形のものを取り入れた、今回の素案の提示だったのではな

いかなと、この様に捉えるんですね。それで今、施設の関係の部分で、一緒にみたいな話が出た

んですけども、実際この活性化委員会の構想の中でも、特に地域課題であるその２つの施設につ

いての協議。これは、同一施設では少々煩雑な部分が生じる、地域住民並びに直売利用者にとっ

て使用しづらいと言う見解。そう言うような部分においては、施設の場所はそれぞれと言う様な

要望も出ている訳で、そんな部分では、２箇所でという部分でのやり易さって言うのがあるのか

もしれませんけれども、こんな形の中で地域の協力の中で進めて行ってもらいたいなと言うふう

に考える訳です。 
 
○加藤委員 
 確かに、勝又さんの意見もあるかと思います。本当にこれから札弦の５年後、１０年後を考え

た時に、これから著しく進んだ時に、核となる形が２つに分割すると言う事によっての将来の不

便さ。この事を考えた時に、やっぱり高齢者の５０パーセントの形の中に、やっぱり温泉や色ん

な事って言った時に、全ての事が出来ると言う環境も、今回札弦全体としてそしてその事を将来

に渡ってどうするかって事を考えて行く段階の中で、確かに現状の要望はそうだけれども、５年

先の実情と、その今ある施設の有効利用、或いは緊急に施設を改修しなければならないこの問題

を総合的に判断するって言う努力。これはやっぱり、基本的にきちっと整理をすべき問題だと思

うのですが。 
 
○委員長 
 他には。 
  
○藤田委員 
 もう１点だけ。過疎の町だから、出来るのであれば温泉に来て、道の駅に来てあらゆる物が年
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寄りが買って行ける、そう言う店を作ってもらう。それには、やる人がいないかもしれないけど、

それにはある程度、敷地料など無料にして、やれるような人を連れて来てやって頂くような、そ

う言う店作りをしてもらいたいなと思っている。特にお願いしたい。それをやったら緑もそんな

話になって来るが。特に札弦は去年、店を辞めたからね。 
 
○加藤委員 
 そこの話をするなら、私は極論から言えば、藤田さんではないけれども、農産物を販売するだ

けじゃなくて、農産物の販売イコール生活用品も買える環境の場所を作るってことが必要になっ

てくると思う。 
 
○勝又委員 
 構想素案の１ページの２番目に「食料や生活必需品が購入できる環境、条件整備」ってある。 
 
○加藤委員 
 そう言いながら、今回の発想の中では、こう言う状態になるとは思ってなかったんだから、テ

ナントの問題や色々な部分の中に出て来るだろうし、色んな形の中で言われている運営パターン、

この道の駅だけの管理運営、或いは農産加工施設の販売の施設をやるって言う人方に、テナント

として貸してやるのか、どうするんだって言う問題が当然の様にあるだろうし、こう言うものの

整理がどう言う形でやるかって事によっては、テナントで一つ部分日用品・雑貨を販売するテナ

ントもオーケーですよとするのか。これは、札弦の商工会が色んな部分の整理が十分なされない

とならないと思うけども、本当に今の陳情もさることながら５年先の実情も真剣に考えて、やっ

ぱり議会と行政はそこに逆に地域の人に理解を求める努力もすべきだと私は思う。 
 
○藤田委員 
 温泉を掘って出ましたと、ここまでは良かったんですよ。出ました、完成しましたと言った途

端に、７００メートルの所から水が沸いて温度が下がって来た。そうなると、温めて温泉をやら

なきゃならないと、こう言う提案なのさ。普通こうなったら業者持ちなんだよね。その時に聞い

た話では、７千５００万円で出たら町が半額補助で、出なかったら全額町持ちだって言う、そう

いう資源エネルギー庁の予算だと聞いていたんだけども。今回は失礼だけども、そう言うのがあ

り得るのさ。地下水が吹き出るって言うのだから。その点、良く検討してもらわなかったら、掘

れ掘れと簡単な事を言うけれども、地下水の圧力には敵わないとその時言ってましたね。そう言

う事を踏まえてやってもらわないと。それが今、燃料費が高くなって６００万も掛かるんだから、

それなら掘った方が良いかって言う話なんだけども。 
 
○加藤委員 
 論議は色々なされていると思いますが、これを最終的に議会としては町の素案が出てから、そ

れについて論議をして行くのか、町サイドが逆に、議会からこう言う形でやれって言う事が出て

から素案を出すと言う事なのか。この辺の調整って言うか、今聞いていると十分要望を聞いてか

らって言うふうにも取れるし、皆で論議したら出てこなくなるって事も。 
 
○総務課長 
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 ３月の定例会の中での、予算審議の中でもお答えした通り、十分所管委員会、議会のご意見を

賜った上で、内容的なものを作るって言う形でご理解頂いたと思いますが、その辺については、

当然我々は事務当局では、一定の今日の部分も含めながら色々な事については考えて行く、そう

言った仕事の責任を持ってございますので、その分ではしっかりとやって行きたいと思いますが、

その辺の議会の意見、所管委員会の調査等を踏まえた部分での意見の集約を、是非とも委員長に

お願いしを申し上げたい。そう言ったものを参考にしながら更に基本計画の素案作り、そう言っ

たものを行って参りたいと考えてございます。今年度の予算の中で基本設計を含めた実施設計の

議決を頂いて、そう言った経過を踏まえながら、更にまた今回の事業については交付金全体とし

て、２４年度までの事業として、承認頂いていると言う事を頭に入れながら、その辺しっかりと

議会等のご意見等を頭に入れて、議会事務局と調整させて頂きながら、進めさせて頂きたいとこ

の様に考えてございます。 
 
○委員長 
 当然今日言った部分については、大変聞いて頂いたと理解して、次に素案が出て来るまでの部

分について。 
 
○総務課長 
 それぞれ委員の皆さんのご意見が全くですね、両極端なご意見もございますが、それについて

は、是非ともどちらに参酌するかって話をなくして、その辺も含めて委員長のご配慮によってあ

る一定の方向性を出して頂ければと思います。 
 
○田中委員 
 この計画は、最終的にはいつ頃までを目途に考えているのか。 
 
○総務課長 
 今回、３月の予算審議の中でも時間を掛けてしっかりと意見、議会とですね、考え方について

参酌しろと言ったお話もございますので、いついつまでというのは我々としては一定の今年の予

算の中でですね、国から頂いた中で、基本設計を含めた実施設計となってございますので、そう

言ったものがきちっとスムーズに年度内において完了する。そして明年度以降、２４年度までの

時間がございますので、今後しっかりと事業に反映される流れを作って行きたいと思っています。

事務的なものについては、十分に議会事務局とお話をさせて頂いて、議会の常任委員会の方の動

き、そして我々事務方としてもそう言うすり合わせ、また方向性、その辺についても十分お互い

が地域振興上、これはこうじゃないかと言った方向性をしっかり見つけ出して、次のステップに

入って行きたいと言うふうに考えてございます。 
 
○藤田委員 
 総務課長がそれだけ言うんだったら、案は１つにまとめないで２つ、３つ位の案を作りながら、

そう言う提案もできないのか。 
 
○総務課長 
 一つの方向性が出たものについて、ある一定の基本設計なんかについては数案可能でしょうけ
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ども、全くその方向性を、今言った様な両極端なものについてはなかなかし難い部分があります

ので、その点については十分にご理解頂きたいと存じます。 
 
○藤田委員 
 そしたら最初っから案は決まっているって事でないか。設計が通ったって言う事は、予算が３

月に通ったって事は、ある程度素案を出しているから通るのであって、と言いたいとこだけど。 
 
○委員長 
 委員会としては、次の素案、或いは基本なのか、次に出て来る案について協議して行く。 
 
○加藤委員 
 議会側がきちっとこう言う形って言う提案をしてあげないと、素案は出て来ないって言ってい

る。町が進める素案で良いって言うなら、すぐ出しますよって事でないか。 
 
○総務課長  
 そう言った発言は一切してございませんので。あくまでも、議会、所管委員会、所管事務調査

等の中で方向性って言うものが、一つの部分できちっと見い出されてくるというその前提に立ち

ながら、そう言ったものを見定めた中で、しっかりと今後の基本計画の素案に入って行きたいと、

その様に考えてございます。この方向性が無い中において、数案とかそういった形はし難いとい

う事についても併せてご理解頂きたいと存じます。 
 
○中西委員 
 さっき、ボーリングをしたら８千万位掛かると言っていたんだけども、確認したいんですけど

も、ボーリングするんですか。６００万掛かると、２０年前にも藤田さんが言われたように、燃

料代が掛かってもやっているんだよね。６００万掛かっても２０年やって来ている。これからボ

ーリングに８千万掛けてやるのか、やらないのか。それは昔からたとえで温泉なんかは風呂って

遠慮したらぬるくなるの。やっぱり温かいうちにきちっとやらないと、温泉入るか入らないか裸

で待ってて、いつまで待っているんだって言う話になる。例えばの話ですが。本当に風呂を入れ

るの。本当に風呂を沸かさないのって事があると思うんですよ。地域だってね。遠慮しているの

かね。昔から言うでしょ、風呂は遠慮するなって。ぬるくなってしまうのだから。はっきり８千

万掛かってもやるのか。６００万でずっとやっていくのか。はっきりしておいた方が良いと思う。 
 
○委員長 
 議会がまとまってないと言う部分については、例えば、支所とパパスを一緒にする、しないと

かって言う部分での問題提起を解決しろって言う話ではないんでしょ。 
 
○総務課長 
 町としての今の段階としては、方向性としては、素案の中の部分に書いてある通り、２つの施

設を出来る限り、コンパクトに接しながら色んな地域の要望、更には今言った運営管理経費、更

には地域振興上の観点の中から方向性を見出して行きたいという基本的な考えがございますが、

そう言った論議ではなくして、藤田委員さんからはそう言った手法も一つの選択肢としてあるぞ
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って言うこともございまして、そう言った事が議会の総意であれば、我々の考え方はなかなか難

しい部分ではございますので、素案としての考え方、更には色々各委員が真っ向から違うような

事もありましたので、その辺も落とし所を全部受けて作れと言うのはし難い部分がございますの

で、この辺基本的な方向性をとして、今の段階においては所管の委員会としては、こう言った方

向であるのでとそう言った形のものを出して頂いて、それに沿った次の計画、素案的なものをな

るべくしっかりと、出して行く準備に入らさせて頂きたいとこの様に考えてございますので、そ

の辺についてはご理解を賜りたいと存じます。 
 
○議長 
 課長の答弁は良く分かるんですが、やはり町として健全財政と、それからコミュニティをどう

守って行くかって言う、高い意識の中でどうあるべきだって言う形は、藤田さんからも話が出た

ように、１案、２案ぐらいは叩き台を出すと。その中で、議員が正反対の意見があっても、どこ

に持って行くかって言う部分が出て来ると思うんですよね。例えば、議員の中でも色々とあった

んですが、パパスに黒服を着て出入りがどうのって地域が言ってますよと、この他にも沢山ある

訳ですが、正反対には後ろのそのゲートボール場あたりには、違う入り口から入れて、あれを使

ったら非常にセンターがコンパクトに出来るんでないかと。色んな問題がある訳ですが、やはり

将来の健全財政をどう維持して行けるのか。それともう一つは、これは特に大事なことなんです

が、今の札弦地区がもう高齢化率が４０パーセントを越えている訳なんですよ。そうすると、葬

儀一つ取りましても、あと１０年経ったら果たして今の葬儀のコミュニティがうまく出来るのか

と、色んな問題が私は出て来ると思うんです。食事の段取りだとか。そう言う事も含めて、町長

を筆頭に地域に理解してもらえる、反対はあるもしれないけども、議会だとか地域に反対を受け

ながらでも、やはり熱い思いで、こう言う町づくりをしたいんだと言う提案をしてもらいたいと

思う。そして、それを１案でも２案でも出した中で、委員会なり委員がそれぞれ判断して行くと

言うこともして行かないと、前に進まないと思う。是非、そう言う事を考えてもらいたいと思う。

藤田さんに言わすと、正副議長と委員長とでと言うけど。それともう１点苦言を呈したいんです

が、新しいこう言う施設をやるってことも大切なんですけども、今日現地に行って、財産管理で

すから総務課も関連しているかと思うんですが、トレーニングセンターの玄関がタイルが剥がれ

て酷いんですね。例えば、エレベーターの様にバリアフリーだと、障害者に優しい建物だと、そ

う言うことでエレベーターを２基も付けた訳だけども、あそこにもスロープを付けるだとか。あ

そこは教育委員会の施設だから関係ないんだでは無くて、この辺もしっかりやって欲しいなと。

国ばかりが縦割りだと言っているんですが、なんかうちの町も縦割りでないのかなと。隣の草は

刈っておいて、保育所の方に行ったら草が刈ってない。バリアフリーも良いんだけど、是非、そ

う言った所の補修も目を光らせてやって頂きたいと。こう言う大きな問題もあるけれども、小さ

い所も総務課の所管ですから、しっかりやって頂きたいと思います。以上です。 
 
○委員長 
 出来ればさっき言った様に、素案を多めに出して頂いて、それから選択するってことが出来る

なら大変助かるんですが。 
 
○加藤委員 
 その追加に、今、議長が言った他に藤田さんもさっき言った消防の問題も当然の様に、あのま
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ま放っておけないと。だとしたら、今回消防もくっ付けるよと、その代り会館については本当に

今あるパパスの後ろを上手な活用方法で処理をして行くと。こう言うぐらいの、やっぱり事業の

将来に渡ってしないことも今回やるよと。その代り出来れば、今の予算範囲内でやる方法もある。

このぐらいの施設や会館でやらなかったら、どうにもならんと思う。 
 
○総務課長 
 ご意見を賜ったのですけども、今、お話があるとおり非常に幅が広すぎてですね、我々として

は整理し難いものはありますが、ただ、色々とご意見は分かりましたので、議会事務局とも、今

後の取り進め方、また更に調整をさせて頂いた中で、今後また検討して行くと言う事でご理解頂

きたいと思います。今、基本的な部分で、あまりにも幅が広すぎて、やっぱり違ったご意見も全

部飲み込んでとか、それからＡ案、Ｂ案とかと言ってもなかなか論議が進まないと言うのもござ

いますので、それについては十分ご理解頂きたいと思います。２点目の、議長の方からご指摘が

ございました施設関係について十分意を用いながら進めて行きたい。今言った様なトレセン、保

育所等、札弦の具体的な問題を申し上げますと、今春先まだ、草も全部刈っていなかったと思い

ますけども、一体的な形の中でやるようにしてございますし、施設についても教育委員会だから

とか、保健体育施設だからとか、または保健福祉だという形で無くして、春先全体的な部分での

足りない分とか、修繕すべき部分を全部一斉点検をかけながら、今段階的にやっている。足りな

い部分についてはまた現地で、逆に言えばご指摘頂いたり、お教え頂くこともあるかと思います

ので、遠慮なくそれについてはご指摘頂ければと。雨が続いたりしたのでそこまで至っていない

と言う部分もございますので、その辺も含めてご理解頂きたいと存じます。 
 
○委員長  
 最後になりますけども、１点だけ参考までにお聞きしたい部分があるのですが、札弦の支所の

関係については総務文教とこれ、最後まで分かりますけども、道の駅の関係については最終的に

は産福と言う部分で、どう言うふうに捉えて良いのかと言う部分。それらの説明の仕方がいつの

頃から変わるのかと言う部分を参考にお聞かせ頂きたいと思いますが。 
 
○総務課長 
 基本的には計画が、実施設計に入る前の全体的な調整の段階までについては、我々がどうして

欲しいって形では無くて、議会の仕切りとしてはそう言った形でやられているのかなと私どもは

受け止めてございますので、それぞれ両方の委員会に関係する事でございますから、それは私ど

もとしては議会に対しては総務文教常任委員会、更には産業福祉常任委員会にですね、この内容

についてはお諮りしていると言う認識でございますので、その辺については調整頂ければ大変有

難いと、この様に考えてございます。 
 
○委員長 
 あと、他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
 
○委員長 
 無ければ、この関係について、この委員会全て終らさせて宜しいでしょうか。 
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（「はい」との声あり） 
 
○委員長 
 はい。それではどうもご苦労様でした。 
 
○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 

 次回、定例会が６月２４日に予定してございます。議会は６月２４日ですね。常任委員会につ

いては、６月１５日火曜日です。 

 

○委員長 

 次、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。 

 

○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 

○委員長 

それでは、以上をもちまして第５回総務文教常任委員会を閉会させて頂きます。どうもご苦労

さまでした。 

（閉会 午後 ２時５６分） 


