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第１１回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年１１月８日（月） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前  ９時３７分 
 

 

○会議に付した事件 

１．農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業に伴う札弦地区施設の整備について  

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（８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    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 
    委 員  田 中  誠 
 
 

○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      河合 雄司 
 ■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■産業課長       斉藤 敏美 
 

 
○職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長  宇 野   充 

    主  任  鈴 木 由美子 
 
 

 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 おはようございます。第１１回総務文教常任委員会の会議を開催させて頂きます。 
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○委員長 
 前回の引き続きでありますけれども、１０月２６日、札弦活性化の関係の話を口頭で説明をさ

れました。その中で、色んな問題が出て来た訳でありますけれども、これらについてどう進める

かということについては、議長、副議長、委員長、副委員長の４人でお話をさせて頂き、そして

行政の執行部の方と話をさせて頂きました。現在地に２つ建てるという部分とパパスの敷地に１

つ建てるのかという部分。これらについては、町から出て来た話でありまして、比較検討が必要

であるということがありました。しかし、比較検討した結果が示されていないという部分、それ

から、町民から要望があったから現在地になったというのでは納得出来ないということ。比較す

る時間をくれと言ったことについても、その結果を出せば済むということではなくて、もう一度

委員会を開いて、お話をして頂きたいという部分であります。前回もそうでありますが、議員の

関係については当然賛成される方もおられたし、反対する方はいなかった。ただ、納得できない

という部分の中で、説明して頂きたいということで、今日２回目のお話を聞きながら、十分時間

をかけて協議をして行きたいと思ってございますので、一つよろしくお願いしたいと思います。

それでは、総務の方から説明をよろしくお願いしたいと思います。 
 
○総務課長 
 只今、委員長の方からお話があったとおり、前回の総務文教常任委員会におきまして、口頭で

町の考え方、そういったものをまとめてお話申し上げたところですけれども、委員会の中で様々

なご意見、ご指摘等を頂いた中において、出来る限り内部的に検討した経過等を含めて、文書等

を持って提示するようにお話を頂いたところてございます。併せて、正副委員長並びに正副議長

によって協議を行っていくという形の中で、それに対しても町の方の考え方を示して行く。そう

した中において、１１月１日午後３時から当常任委員会の正副委員長、さらには正副議長の打ち

合わせ等会議が内部的にございましたので、それについては、検討資料を当方から提出させて頂

きお話申し上げて来たという経過の中で、出来る限り詳しい内容について、再度常任委員会をも

って協議をして行くので、そこに提出をして欲しいということで、今回お手元に配付をさせて頂

きました町としての考え方、こういったものを基本的な資料としてまとめたものを提示をさせて

頂いているところでございます。提出した資料に基づいて、町の考え方等についてご説明を申し

上げたいと、このように考えてございます。 
 まず１点目の、同一敷地内整備の検討に至る経過でございますが、記載のとおり札弦地区にお

きましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業をもって２施設の建設を計画してござ

いますが、全体的な事業計画、建設年度等の調整においては、既にご報告しているとおり、農林

水産省との協議の中において、平成２３年度に札弦センターの建設、平成２４年度に道の駅パパ

スランドの整備、こういった調整がなされてございますので、これの前提に立って建設事業まで

多少時間があることから、それぞれの実施設計の着手にあたって整備事業費の関係、さらには利

用上の利便性や効率性の関係、現在ある既存施設の活用の部分、将来的な管理体制や経費、地域

における少子高齢化及び人口の動態、地域活性化等の観点から２つの施設の現在地における整備

計画案と並行して、再度同一敷地内に整備した場合についても検討させて頂くというお話を申し

上げて、８月以降継続審議という形でお願いしているところでございます。また併せまして、冒

頭に委員長からお話があったとおり、札弦地区の活性化委員会からも要望が平成１９年に出てい

る訳でございますが、地区全体としての考え方、住民の皆さんのご意見についても再度最終的な

確認を行って行く。こういった３つの経過の中から現在まで、町としては総体的な検討を行って
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来た。こういった状況についてご理解賜りたいと思います。２点目の施設整備に係る検討事項の

整備の関係でございますが、基本的な考え方としましては、従来からお話していたとおり、現況

施設については、札弦センターについては非常に老朽化してるので、こういったものの中での対

応が必要な時期に参っているといった観点と、パパスランドについては道の駅指定等が行われて、

その利用の活性化に向けての取組みが行われてございますけれども、施設の状況等を考えた場合、

さらに利用の利便性を図るための施設の整備、こういったものが必要であるという認識に立って

ございます。また併せまして、整備に対する基本的な考え方の２点目としては、札弦地区の住民

の皆さん、さらには清里町全体の地域振興に資する施設の整備を行って行くという基本的な考え

方に立ち、特に札弦センターにおきましては、現在までも札弦・神威地区の住民の皆さんの様々

な活動の拠点施設としてあった訳でございますので、今後とも地域の安全安心を支えるコミュニ

ティの中核機能としての整備、こういった方向の中で整備を進めて行きたいという考え方。また、

道の駅パパスランドにありましては、当然地域の賑わいと交流、また公衆浴場が無いということ

から福祉的な要素も持ってございますし、まず一定の雇用をされているといった場の中において、

地域の賑わいと交流、さらには福祉的要素、雇用の場として整備を図って行く、こういった考え

方に立ってございます。３点目でございますが、当然管理運営については一定の経費がかかると

いう観点から、管理運営の合理性や経費の適正化や効率が図られる施設整備、地域実態に合致し

た適正な投資と運営の効率化、こういったことが将来に渡って図られることも必要ではないか、

こういった整備もさせて頂いたところでございます。建設場所についての比較検討の関係でござ

いますが、現在地にそれぞれの施設を整備するという観点に立った場合については、札弦センタ

ー、道の駅パパスランドの個別的な独自機能の確保が図られる、こういったプラスの面があり、

さらに、札弦センターを現在地に建てるとなりますと、当然現在までその位置にあった訳でござ

いますが、市街地中心にあることによる利便性が、地域住民の皆さんにとって図られるという観

点。さらには、札弦地域に当然空き家や空き店舗がある訳でございますけれども、この施設を中

心に建てることによって、札弦の中心市街地の空洞化の一定の歯止めというものがなされて行く

のではないか、こういったことで、現在地にそれぞれ建てる場合についての考え方についての整

理をさせて頂いているところでございます。また、パパスランド敷地内に２つの施設をそれぞれ

建てた場合についての考え方でございますが、機能性の連動による整備や運営費の一般的な合理

化という観点の中での取組みが、ある程度進めることが出来るのではないか。さらに、位置的な

部分ではなくして、機能の集約による利便性というものがある一面では生じて来るのではないの

か。さらに、現在利用度が少ない既存施設の一部について、有効活用、こういったことについて

の検討がされて行く、こういったプラス的な面があるのではないか。こういった３点の大まかな

整理をさせて頂いたところでございます。また、全体的な整備事業費や運営管理の合理化の観点

から考えた場合について、特に駐車場等の部分については共有によって整備事業賓の節減、こう

いったものが当然図られてくるという部分、さらに、既存施設の活用による新規施設整備の規模

が圧縮されて行く。但し、古い施設については利便性等の観点から、ある一定の改修経費が逆に

かかってくるという両方の側面があろうかと抑えてございます。また、それぞれの施設の機能が

違う訳でございますが、清掃ですとか警備管理経費、こういったことについては、ある部分で共

同でやることによっての経費節減効果が図られる可能性がある。こういった整理をさせて頂いた

ところでございます。こういった観点に立ち、地域の自治会や札弦地区の活性化協議会との当町

の対応でございますが、既に１９年に要望等を頂いている訳でございますが、２２年８月３０日

に自治会からの申し出がございまして、札弦地区４自治会長と町長が懇談を行ってございますが、
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その場においては、自治会側からはやはり札弦センターについては現在地に、とこういったもの

を強く地域全体の意思として望んでいるので、こういう考え方を尊重した中において今後の整備

を進めて頂きたい、とこういったご意見を賜ってございます。そういった中において、町として

も再度担当者等も地域の中に出して行くので、地域全体の意見としての集約のあり方というもの

をもう一度示して頂きたい、といった話の中で、１０月１８日に札弦地域活性化協議会に１６名

の方が参加されてございましたが、担当課長であります私、それから産業課長と担当者が出向き、

全体的なお話を伺って来たところでございます。地域全体の総意といたしましては、札弦センタ

ーは今申し上げた経緯等の中において、現在地での整備を強く希望している、こういった意思の

確認をさせて頂くと共に、現況施設等の関係、運営管理の関係もございますので、地域としても

そういった過大な規模ではなくして、利用や地域実態に合った施設の整備を是非ともお願いをし

たい。併せて、高齢化・過疎化の中において地域の機能といったものを地元としても失っていく、

そういった危機感を抱いている中において、さらに今後とも従来行って来た色んな活動に加えて、

地域総合補助や交流に向けた積極的な地域での活用、こういったことや、運営管理に対する協力

についても十分地域としては検討して行きたい。こういったご意見を頂いたところでございます。

こういった経過の整理、さらには地域の意思の確認、協力の意思の確認等を踏まえた中において、

町として総合的な判断といたしましては、札弦地区における２つの施設においては、現在地に整

備するということで今後推進させて頂きたい、かように考えているところでございます。具体的

な事業の実施年度でございますが、既に平成２２年度当初予算におきまして、札弦センターの実

施設計、道の駅パパスランドの実施設計の予算計上をさせて頂いているところでございますが、

今後の事務的な推進といたしましては、平成２２年度においては札弦センターの実施設計を行う

中、平成２３年度に札弦センターの改築工事、当然来年は統一地方選挙になりますので、骨格予

算編成になることから、補正対応を前提といたしてございますが、２３年度札弦センターの改築

工事に着手をさせて頂ければ大変ありがたい、かように考えているところでございます。また併

せまして、道の駅パパスランドの実施設計でございますけれども、２２年度の中で農水省からの

交付決定が参ってございますが、事務協議の中において２４年度の建設という形の中で、ある一

定程度の時間的なものがございますので、今後、再度農水省との協議により調整を加えた中にお

いて、道の駅パパスランドの実施設計につきましては２３年度に繰延べ出来ないか、こういった

事務協議を早急に進めさせて頂ければありがたい、かように考えてございます。こういった協議

が整った場合については、道の駅パパスランドの改築につきましては、平成２４年度に実施をし

て参る、こういった中で全体的な事業推進についても整理をさせて頂きたい、かように考えてい

ますので、只今ご説明申し上げました検討内容を十分ご検討頂き、今後、札弦についての２施設

の事業が円滑に実施されるように、是非ともこの場を借りてお願いを申し上げたいと思います。

以上で終わります。 
 
○委員長 
 只今、説明がございました。当然、文書で提出されたものでありますが、今のお話の中で何か

質疑を受けたいと思いますけれども。 
 
○勝又委員 
 今、説明頂いた訳なんですけども、こういうような部分で同一敷地内での検討も加えた形の中

で、最終的にここに至ったというふうに捉えた訳でございますが、２ページ目の自治会への対応
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の中で、最終的に３番目の積極的な活用、そして運営管理に対する地域の協力、おそらく地域の

施設となると、その地域の住民の協力をもってその施設を維持して行くという観点から立つと、

ここら辺がかなり、今後その施設が出来た時に運営して行くのに大事なことかなと。そういう部

分で、今回は札弦からの要請もさらに再度あったという形の中では、十分に民意というか、そう

いうものが反映された部分で、計画に向けての整理がされたのではないかとこのように感じてい

るところです。 
 
○委員長 
 それは答弁はいらないですか。 
 
○勝又委員 
 いいです。私は別に特段問題は無いかなと、そのように感じる訳なんですけどもね。 
 
○委員長 
 他の方で。 
 
○加藤委員 
 最終的な町の判断として現状の敷地で行くと。今、勝又委員が言われたとおり、今後の管理運

営については地域の協力を得て行くよと。基本的な問題というのは、現在の問題ではなく、５年

後、１０年後に本当にこの施設の環境が、札弦にとって良かったっていう施設の環境にして行か

なければ何の意味も無いと思う。そういうことを踏まえた中で総合的な判断として、両地区の今

ある現状の施設にして行くよ、とこういう結論を出したということでありますから、そういう中

では、今、勝又委員が言った管理運営が本当に５年後、１０年後、札弦の住民の方がやっぱり２

つの場所にそれぞれあって良かったんだと思えるような環境運営が本当に出来るのかどうなの

か、十分に検討した中で進めて行って頂きたいなと思う。基本的にこの現在地の整備、そしてパ

パス敷地内の両方とも長所とそれぞれの問題点がある訳でありますが、町として最終的に２つで

選んで行くということになって来たときに、結果として札弦の住民が、今後利便性の中でどうし

て行くのかってことですから。ここで、結果的に同じように建てたときに、５年後、１０年後に

あの時にこうしておけば、と思わないということを十分にこの管理運営を含めて、札弦の地域の

方々と町サイドとしても検討をして行って頂きたい。現時点でどのようなことが考えられて、現

状の環境の中から最終的に町が判断した理由、総合的に判断した理由を、再度きちっと提示をし

て頂きたいとこのように思います。 
 
○総務課長 
 まず基本的な部分でお話を申し上げたいと思います。それぞれの委員会の中において申し上げ

たとおり、明年度から１０カ年の新しい第５次総合計画が始まっていく訳でございます。その中

の考え方として、新たな公という考え方に立って、従来それぞれ直轄的な施設、さらには委託施

設、指定管理施設など様々な形態がありますけれども、札弦に今後整備を進める施設に限らず、

全てそういった中において、どういった形が今後あるべき運営の方法で一番ベターなのか、そう

いった行政と住民の新たな共同的な形態、こういったことを十分踏まえた中、全ての施設につい

て運営のあり方を見直して行きたい、とこのように事務的な考え方を持ってございます。そうい
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った中において、現在まで特に札弦地区の施設、さらには緑地区の施設、現在は江南地区の施設

ですとか、上斜里地区の施設、神威地区の施設、こういったものについては、何らかの形で地域

の運営協議会や自治会等が直接的な運営に関わっている訳でございまして、今般札弦地区につい

ても現在の形の中においては、札弦センターについては委託形式で清掃等も含む臨時職員の雇用

等、こういった形の中で行っている訳でございますけれども、今申し上げた、総体的な施設の運

営の見直しの中において、より密接な地域との連携性のようなものを確保出来るような形の中で

行っていきたい。それと併せまして、先般の委員会の中でご論議頂いた、また正副委員長・正副

議長の中でご論議頂きました、ソフト面の具体的な活動として使って頂くような中身、こういっ

たものがかなりある一定の部分では固定化したり減少しているという部分と、さらに地域実態の

中にある高齢化や少子化において、より地域におけるコミュニティの機能を高めるために、もっ

と違った地域活動のあり方があるのではないのか、こういったご論議を頂いてございますので、

そういった観点を含めながら十分地域との協力的な体制、こういったものの構築に向けて、今後

具体的な方向性を見出して行きたい、かように考えてございますので、この点についてもご理解

を賜りたいと思います。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいでしょうか。 
 
○加藤委員 
 言葉では十分理解しています。本当に５年後、１０年後、札弦の方が本当にこの施設がこうい

う形で良かったと思われるような施設の運営方法と体制を再度確認して、進めて頂きたいと思い

ます。 
 
○総務課長 
 行政側としては十分責任を持ちながら、関係者と協議を重ねた上で、そういった声に応えられ

るよう責任を持ってやって参りたい、かように考えてございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○勝又委員  
 それともう１点。最後の方の部分なんですけども、道の駅の関係についての実施設計で、本来

であれば今年予算をつけて行くというところが来年度になったという部分で、もう一度説明を。

今日は札弦の方も傍聴に来られているので、ちょっと説明をお願いしたいと思います。 
 
○総務課長 
 札弦地区の道の駅の関係については、機能性の問題等をさらにもう少し十分に検討する必要が

あるのではないのかという町側の判断がございまして、その機能部分を既存で改修の必要な部分、
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その利活用の方向性の関係、さらには新たに整備する部分の機能、こういったものを相対的に合

理的に進めるには、もう少し基本的な部分について整理をする必要があるのではないかという観

点に立って、今回、設計そのものについては２３年度に先送り、繰延べさせて頂きたい、かよう

な考え方で整理をさせて頂いているところでございます。また、そういった整理を前段でした場

合について、時間的な余裕の中において、当初予算の議決を頂いてございますが、これから具体

的な作業に入った場合について、十分そういった整理をする時間的なものが無いってことも現実

的にございますので、２４年度の建設年度という事業年度については農水省との事務協議を終え

てございますので、そういった中においては、さらにしっかりとしたものをつくっていくことが

町としても必要じゃないか。こういった観点に立って今回、判断をいたしてございますので、具

体的な方向性については、再度事務的な処理としては農水省当局との協議が必要となりますが、

町としては今後そういった方向の中で事務処理を進めさせて頂きたい、かように考えております

ので、その点についてもご理解を賜りたいと思います。 
 
○委員長 
 よろしいてすか。 
 
○勝又委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんか。 
 
○藤田委員 
 まず、建替えする部分については私らも賛成しておりますけれども、その中で消防の関係につ

いてはどういう話になったのか。よく委員会で出ていたんですけれども。どうせやるなら施設の

合理化もありますので、控え室だとか事務所だとかそういうのは札弦センターのを併用して、今

までも使っているようですけども、新しくする中ではきちっと整備をして、消防センターの併設

兼ねてどうだ、とこういう話が何回もあったと思う。私も言った１人なんですけれども。その点

もきちっと原案通りやって頂く。それともう１点、陳情が札弦自治会から出たのは私も分かって

おりますけれども、議会で４回か５回話合いをして総務課長が町長に言っていると思いますけれ

ども、町長も４自治会長さんと話合いをしたということでありますけれども、その中でご協力を

頂いたというのでは駄目なんです。町長として、町はこういうふうに行きたいんだということを、

きちっとどういう形の中で示したのか。その点を議員としては、特にこの会議の中では私は聞か

せて頂きたいと思います。ここが一番大事なことであって、この辺の話が陳情が上がって、議員

は色々言ったはで時間がかかったということなんですけれども、その経過の中では、ある程度論

議をしながら決めて行きたいんだというのが町当局の案だったので、私らも色んな意見を出しな

がらここまで来たんですけれども。その辺についてきちっと聞かせて頂きたいと思います。 
 
○総務課長 
 まず１点目の消防施設の関係でございますけれども、現段階におきましては現在地という前提

に立った場合、総体的な敷地の利用等、それからそれぞれの当該施設の老朽化の現状から見なが
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ら、ある一定の消防施設については建替えを前提としながら、再度町単独事業、財源の関係もご

ざいますので、清里の消防の関係については、過疎債等を使いながらやって来た、こういった経

過もございますので、そういった機能性や財源の関係も含めながら、並行しながら、町の事業と

して進めて行く。そういった方向の中で現段階では整理して行く、かように考えてございます。

２点目の町長の関係でございますが、過日の８月３０日、４自治会長と町長との懇談会の中にお

きましては、町当局の話合いの方向性としては、皆さんから頂いた、地域から頂いた意見、こう

いったものを十分尊重する中、議会とも十分協議しながら進めて参りたい、このようなお話をさ

せて頂いた。このように事務局の方としては受け止めてございます。 
 
○委員長 
 よろしいでしょうか。 
 
○藤田委員 
 はい。 
 
○委員長 
 今の消防も併設してという部分については、一緒ということではなくして、札弦センターが出

来てからというふうに捉えていいんですか。 
 
○総務課長 
 具体的な方向については、今後、また委員会と協議をさせて頂きたい、かように考えてござい

ますが、今回については地域資源活用という部分でございますから、消防そのものを同じ施設・

建物の中に取込むのは不可能でございますので、隣接した部分だとか、総体的な敷地の活用の中

で、合理性が図れる方法、また財源的な手当についても十分担保出来る方法、さらに実態的な活

用の中において、どういった大きさやどういった位置関係がいいのか、こういったことも十分考

えながら、出来るならば財源的な手当というものもございますが、２３年度札弦センターと並行

しながら整備にもって行ける方向を今後検討させて頂きたい、かように考えてございます。 
 
○委員長 
 他の方で何かありませんか。 
 
○加藤委員 
 現在地で建てるということの要望で、この２番目に書かれている施設の規模について、過大で

はなくて利用や地域実態に合った施設整備が今は提示されている訳ですが、それに変わり無しで

進むという考え方で、それが十分実態に見合って、今後とも活用運営が十分になされて行くと判

断していいということですか。 
 
○総務課長 
 前提といたしましては、加藤委員からお話があったとおり、既に委員会の方に基本構想や基本

計画をお示ししてございます。そういった中において規模については、おおよその目安として８

００㎡という規模。それから出来れば１階建てで平屋建てで行っていきたいという考え方。それ
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から交流ホールや施設的な部分の概略図もお示ししてございますので、そういったことを前提と

しながら進めて参りたいと考えてございます。 
 
○加藤委員 
 施設は７００㎡とかって聞いていたのですが。最終的な具体的な図面、１案・２案を論議して

いた中でストップしていた状態もあるもので、その規模内容だとか施設の内容について、特に建

てる場所の論議も結構されているのですが、例えば緑清荘のように出来上がってみたら、おいお

いと色んな話が色んな環境の中で出てきたり、町民会館でも色んな話が出て来ている訳ですが、

施設の場所そのものよりも、施設の中の整備やその環境が、果たして将来にわたって利用し易い

施設なのかどうなのか。その規模や内容についても、もう一度こういう形でと、当然のように施

設が１箇所にある場合、２箇所にある場合、施設の内容や利用内容によって変わって来たという

のもあるだろうと思います。最初から２箇所に建てるスタートを切っていた訳ですが、そういう

中で過大な規模ではなく、利用や地域に合った施設ということは、将来にわたってということも

十分に入って来る訳でありまして、その辺を考えた中の実態面積や具体的な図面、方向性につい

て、２箇所になったから８００㎡でやるよというんじゃなくて、その内容について十分に委員会

には当然のこと、地域にももう一度提示された中で、実施設計に入る。その一つ手前の段取りの

準備をされたいと思いますが。 
 
○総務課長 
 国に対してのものについては、ご指摘のとおり約７００㎡という形の中で、全体的な機能性の

確保、実用性の確保、さらにはメインとなる研修ホールのある一定面積の活用、管理コストの軽

減、高齢者や障害者に優しいそういった施設、地域の災害一時避難所としての機能、駐車スペー

スの確保、こういったことを検討しながら、研修ホール、研修室、研修調理室、管理室、関連す

る附帯施設、そういった形の中で協議をしてございますので、今後実施設計に入っていく過程に

おきましても、逐次それぞれ委員会の方に報告をさせて頂く。さらには地域との最終的なそうい

った調整、使い方勝手のこともございますので、そういったことを十分頭に入れながら、事務的

には進めて行きたい、かように考えてございますので、現段階においては速やかに実施設計の着

手にご理解頂ければ、大変ありがたいと考えてございます。 
 
○加藤委員 
 それで十分理解する訳ですが、町民会館の時も同じような説明をしたんだと思うんです。そう

いう形の中で、防災の拠点としてとかっていう表現の中で、出来上がりを見ますと、防災用具な

ど元福祉センターの２階には色んな物を入れてあった訳ですが、現状として町民会館の中には入

れる場所が非常に少ないような状況でどこに収納するのか。収納されて無かった訳ですが、そう

いうことを踏まえたときに、その防災の拠点としての確保も、是非とも十分な運営が出来るよう

にきちっとされて頂きたいと思います。札弦センターについても。 
 
○委員長 
 それは要望ですね。 
 
○加藤委員 
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 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんが。 
 
○委員長 
 無ければ、２２年度からの札弦センター実施計画ということで、了承したということでよろし

いでしょうか。 
（「はい」との声あり） 

○委員長 
 色んな意見が出てございました。これから実施設計をする訳でありますけれども、それら緻密

な打ち合わせと、議会とも討論して頂きながら、今後進めて頂ければというふうに思います。 
 
○総務課長 
 大変色々とご心配を頂き、貴重なご意見・ご指摘を頂きました。今後、事務的に実施設計に向

けてそれぞれ起工、さらには入札等を行わさせて頂きたいと考えてございます。また、年度内の

実施設計の予算執行、こういった一つのルールがございますので、早い段階において位置図です

とか平面図、こういったものが出来上がる段階におきまして、事前的な情報として当然、十分議

会の方にも、所管委員会の方と協議、報告をさせて頂きたい。併せまして、利用の主体となって

参ります札弦の方々についても、再度最終的な意見の調整等を踏まえた中で、使い勝手の良いも

のにして行きたいと考えておりますので、今後とも何点か課題が生じる部分がございますけれど

も、委員会でしっかり報告、協議をさせて頂いた上で、地域との連携を取りながら、ご意見ござ

いました運営、地域協力のあり方、こういった部分を踏まえながら、事業を推進させて頂きたい、

かように考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。 
 
○委員長 
 はい、どうもご苦労様でした。以上で１点目を終わらさせて頂きます。 
 
○委員長 
 次の委員会について。 
 
○事務局長 
 １１月１８日でございます。 
 
○委員長 
 その他。委員の皆様から無いでしょうか。 
 
○委員長 
 事務局。 
 
○事務局長 
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 ございません。 
 

 
 ●閉会の宣告 
 
○委員長 
 それでは第１１回総務文教常任委員会を終らさせて頂きます。ご苦労様でした。 
 

（閉会 午前 ９時３７分） 

 


