
1 

第１回池田町社会資本総合整備計画策定委員会 
議 事 録 

１．開催日時等 
平成 24 年 12 月 20 日（木）   10:00～11:53                      
池田町役場 大会議室 
 

２．出席者（委員） 
  委員 池田町議会 議長             甕  聖章 

委員 池田町議会 副議長            内山 玲子 
委員 池田町議会 総務福祉委員長        櫻井 康人 

  委員 池田町教育委員長             中山 俊夫 
  委員 （社）県建築設計事務所協会大北支部顧問  小林 正芳 

委員 小中学校三校ＰＴＡ会長          宮澤 里志 
委員 自治会協議会 会長            矢口 和成 
委員 自治会協議会 代議員           丸山 暉雄 
委員 自治会協議会 代議員           五十嵐國明 
委員 自治会協議会 代議員           倉科 栄司 
委員 商工会 会長               矢﨑 昭和 
委員 商工会 商業部会長             桂川 哲三 
委員 商工会 事務局長             伊藤 敏男 
委員 女性団体連絡協議会 副会長        内堀 利子 
委員 女性団体連絡協議会 副会長        倉科 麻薫 
委員 安曇総合病院 事務長           平林 幹張 
委員 農業委員会 会長             堀  武彦 
委員 社会福祉法人 幸充 理事         川上 佐貴子 
委員 北安曇地方事務所 商工観光建築課長    花岡 徹 
委員 大町建設事務所 整備課長         中田 英郎 

                                （敬称略） 
  町    長  勝山 隆之 
  副  町  長  宮嶋 将晴 
  教  育   長  平林 康男 
  振 興 課 長   片瀬 善昭（欠席） 
  建設水道課長  山崎 広保（欠席） 

教 育 課 長  中山 彰博（欠席） 
  事務局 
  総 務 課 長  桑澤 久明 

総務課町づくり推進係長  大澤 孔 
総務課町づくり推進係主任 塩原 長 
株式会社 環境計画   松澤 等 
株式会社 環境計画   増野 和男 
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３．配付資料 
1)次第 
2)委員名簿 
3)池田町社会資本総合整備計画策定委員会設置要綱 
4)資料 No.1 「社会資本整備総合交付金とは」 
5)資料 No.2 「池田町社会資本総合整備計画策定に伴うアンケート調査 報告書」 
6)資料 No.3 「社会資本総合整備計画策定にあたって」 
7)資料 No.4 「上位計画との整合性」 
8)資料 No.5 「池田町社会資本総合整備計画（都市再生整備計画）（素案） 
9)資料 No.5-1「池田町 社会資本整備計画 素案」（図面） 
10)資料 No.6 「社会資本総合整備計画 策定スケジュール」 
11)参考資料 「計画策定の基本データ」 

 
４．議事 

1)開会（10:00） 
2)開会あいさつ 
3)町長あいさつ 
4)池田町社会資本総合整備計画策定委員会 設置要綱の説明 
5)委員の委嘱 
6)自己紹介 
7)会長・副会長の選出 
 会長 矢﨑 昭和 商工会 会長 
 副会長 堀 武彦 農業委員会 会長 
8)会長、副会長あいさつ 
 
9)協議事項 
 (1)資料説明 
 ①社会資本総合整備計画について（資料 No.1） 
  資料 No.1 について、事務局より説明を行った。 
 ②町民アンケート結果について（資料 No.2） 
  資料 No.2 について、事務局より説明を行った。 
 ③社会資本総合整備計画策定にあたって（資料 No.3） 
  資料 No.3 について、事務局より説明を行った。 
 ④上位計画との整合性について（資料 No.4） 
  資料 No.4 について、事務局より説明を行った。 
 ⑤社会資本総合整備計画の素案について（資料 No.5） 
  資料 No.5 について、事務局より説明を行った。 
 ⑥今後のスケジュールについて（資料 No.6） 
  資料 No.6 について、事務局より説明を行った。 
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 (2)資料内容に関する意見等 
 矢﨑会長：資料が多いため、持ち帰ってじっくり読まないと理解できないと思うが、特に

重要なのは資料 No.1 であり、これを理解しないとこの計画全体の把握が難しいと

思われる。本計画は、社会資本を整備する中で、従来は個々の事業に対する補助

金であったが、本事業は、特に市街地を整備するために、各種事業を複合的に実

施するための補助金である。 
     それぞれの（上位の）計画書に示されている事業を全て実施すると、40～50 億円

掛かると思われるが、それら事業の中から、重点的にどの事業を絞り込んで実施

するかが重要となる。本計画では地域交流センター建設を中心として展開してい

くという計画である。 
 
 矢﨑会長：次回は計画素案の検討となり、第３回はその修正検討となり、次回及び第３回

が最も重要となる。 
  
中田委員：パブリックコメントは修正案で行うのか、それとも原案のままで行うのか。 

 事務局 ：第３回の検討までを修正したものでパブリックコメントを実施する予定である。 
 中田委員：パブリックコメントの結果については第４回委員会で報告して欲しい。 
 事務局 ：承知しました。 
 
 甕委員 ：まちなかにぎわい再生ということで、主要地方道大町・明科線沿いに商店が並

んでいるが、ここでの事業は街路灯の整備と商工会に対して行うまちなか活性化

事業への補助だけと理解して良いか。 
 事務局 ：まちなか活性化支援事業については、詳細について商工会で検討中である。ア

ップルランドが撤退後は、一番大きな空き店舗となってしまうため、ここについ

て最優先で取り組むことが、まちなかの活性化として人を呼び込むために必要な

ことと判断しているので理解をお願いしたい。 
また文化財の資料館も、まちなかに設置しにぎわい再生の事業として位置付けて

いる。 
 甕委員 ：アップルランドが撤退すると、大型商業施設がまちなかからなくなってしまい、

商業施設としては空洞化になってしまうが、その辺の対策は今後の検討としてい

るのか。 
 町長  ：アップルランドは、現在位置からは撤退する予定であるが、町内の郊外で移転

先を模索中であることから、地域交流センター建設候補地の周辺に商業施設とい

うことは、現時点では考えていない。交流センター建設について実施計画を検討

する中でコンビニエンスストアなどの設置について詳細を検討していきたいと考

えているのでご理解頂きたい。 
     この計画は計画を策定することにより補助金がもらえる計画であり、その後実施

段階へと移行していく。実施段階については、町民の皆さんからご意見を頂いて

詳細について検討していく予定であるので理解いただきたい。 
     また、財政的にも、説明のとおり無理な計画とはなっていない。全額借りても資
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料に示したとおりであり、また予算執行の中で、年間１億円程度は積み立ててい

きたいと考えており、決して無理な計画ではない。 
     現在の計画は 18 億円であるが、この計画が 20 億円を超えても良いような体制は

作っていきたいと考えているので、併せてご理解頂きたい。 
  
甕委員 ：公民館の建設費用が６億 7000 万円となっているが、少し安いような気がする。

すずの音ホールと比較してどうなのか。 
 事務局 ：今回の計画では、すずの音ホールよりは小規模のものを計画している。当初計

画規模として、500 坪を予定しているが、今後の検討の中で面積の拡大もあり得

る。今後の検討課題としたい。 
     申請は 500 坪で行うが、住民との検討の中で必要があれば、申請内容の変更は可

能である。住民との検討の中で、住民が望む間取り等を考えていきたいと思って

いる。 
 
 甕委員 ：総合体育館の築年数はどれくらいか。また、耐震改修程度で良いのか。 
 事務局 ：総合体育館は昭和 53 年の建築である。立て替えは事業費が大きくなり大変であ

るので、耐震化事業を行う。耐震化事業後は十分に使用が可能であると考えてい

る。 
 
 櫻井委員：この計画で、道路整備を行う際には、地権者の了解が最も重要となる。これが

なければ計画が進まないと思うが、今後の対応はどのように考えているのか。 
 事務局 ：計画に示した道路については、地権者へのあいさつを済ませている。詳細につ

いては実施段階で協議をしていく予定である。これに時間を要したので、当初計

画より委員会の開催が１ヶ月ほど遅れてしまっているが、必要なプロセスと認識

している。 
 
 矢﨑会長：この委員会は、計画の全体を検討することが、委員会の役割である。詳細につ

いては各分野で担当して頂いて検討していくことになる。それを踏まえた検討を

お願いしたい。 
     示されている素案が全てではなく、各分野で、今後、詳細な検討を行う計画とな

っている。 
      
 矢﨑会長：膨大な資料であるので、次回は具体的に会議を進める予定である。次回会議ま

でに内容を理解してきて頂けるようお願いします。 
 
 甕委員 ：本日の資料は公表して良いのか。地権者にはあいさつしているようであるが、

公表しても良いのか。 
 内堀委員：女性団体連絡協議会でも、この計画には関心が高いので、持ち帰って検討の材

料としたいので、公表しても良いか。 
 事務局 ：本日、この時点をもって公表とします。関係機関等にもお話しを頂きたいと思



5 

います。 
 副町長 ：各団体へ委員会の報告をするのはいいが、団体の意見を集約して持ってきて欲

しいという意味ではなく、それぞれの委員個人としての意見で会議に臨んで欲し

い。 
 町長  ：この委員会は、国土交通省から補助金をもらうための計画を立案することが役

目である。計画の承認を頂いて、計画が具体的に動き出す。その時点で町民の皆

様を含めて公民館の建設等、詳細な検討を行う予定であるので理解を頂きたい。 
 
 
11:53 終了 
 

以上 
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委員会の様子１ 委員会の様子２ 

委員会の様子３ 委員会の様子４ 

町長あいさつ 委員委嘱 

委員会会長あいさつ 資料説明の様子 


