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第２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 25 年１月 24 日（木）   13:30～15:40                      
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（欠席） 
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（欠席） 
  振 興 課 長   片瀬 善昭 
  建設水道課長  山崎 広保（欠席） 

教 育 課 長  中山 彰博 
  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 

 
４．議事 

1)開会（13:30） 
2)開会あいさつ 
3)町長あいさつ 
4)副会長あいさつ 
5)協議事項 
 (1)池田町社会資本総合整備計画の素案について 

①素案への質問、意見等について 
  (ｱ)資料 No.1「社会資本総合交付金の概要」について、事務局より説明を行った。 
   その結果、以下の質問、意見等が出された。 
 桂川委員：自民党政権に変わったが、この交付金制度について変更の可能性はあるのか。 
 事務局 ：平成 16 年より、まちづくり交付金という制度があったが、民主党政権に変わっ

て社会資本総合整備交付金という制度に変更となった。 
      今後も自主裁量で使える交付金は無くならないと考えられる。 

 
  (ｲ)資料 No.2「アンケート調査結果」について、事務局より説明を行った。 
   その結果、以下の質問、意見等が出された。 
 内山委員：アンケート調査において、600 人の無作為抽出を行ったとのことであるが、そ

の抽出方法はどのようなものか。 
      また、Ｐ９に示されている一丁目の 9.6%の根拠はどのようになっているのか。 

  事務局 ：600 人の抽出に関しては、18 歳以上の町民から無作為に抽出している。ただし、

同一世帯の中での重複がないように一世帯一通とし、600 人を対象とした。 
       Ｐ９に示した、一丁目の回答者の 9.6%は、全回答者に対する一丁目の回答者割

合である。 
  中田委員：P１３問６では「④空き店舗対策」が最も多くなっている。次いで「⑫個性的な、

地域らしい景観や街並みづくり」となっている。問７では「⑫個性的な、地域

らしい景観や街並みづくり」に該当する設問はどこになっているのか。 
  事務局 ：問７は中心市街地を魅力的とするための設問としている。問７では「⑯景観を

守る取り組み」や「⑦中心市街地の公園や緑地の確保」が関連するとしている。 
  中田委員：今回の計画は、Ａ領域に入っている項目を中心に取り組むとしている。問６で

は「⑫個性的な、地域らしい景観や街並みづくり」が重要であるとされている

ので、これにも配慮した計画として欲しい。 
  事務局 ：地域交流センターなど、池田町らしい外観や緑地の確保という形で配慮してい

きたい。 
 
  (ｳ)資料 No.3「社会資本総合整備計画にあたって」について、事務局より説明を行った。 
   その結果、以下の質問、意見等が出された。 
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  丸山委員：資料 No.5 と関連するが、これらの課題を踏まえて「にぎわいの再生」は可能な

のか。アンケートの具体的なところに課題性が乏しいと感じる。 
       地域交流センターや図書館の設置に反対ではないが、これらの事業が個性的な

街並みづくりや景観づくりに繋がっていくとは考えにくい。また、まちなかの

にぎわいの再生にも繋がらないのではないか。 
       具体的な対策を検討するのは委員会であると考えるが、この３ヶ月で結論を出

すのは難しいのではないか。 
       通常とは変わったまちづくりを検討する必要があるのではないか。例えば、ま

ちなかに子供を対象とした遊園地や公園などを配置し、そこに商店を配置して

いくなど思い切ったことが必要なのではないか。そうしないと、商店街が活性

化するとは考えられない。 
  小林委員：池田町全体の中で、この中心街をどうするのかという位置づけをしないといけ

ないと思う。また、池田町の歴史は製糸業から発展してきており、その当時の

にぎわいが現在の街並みとなっている。これからの計画では、このような地域

ごとの歴史的経過を踏まえた街並みは、他にはない個性的なものとなるような

気がする。これらを大切にしていかないと、場当たり的な計画となってしまう

ような気がする。 
       地域交流センターを中心とした計画としているが、大きな視点の中での位置付

けが必要なのではないか。 
  事務局 ：まちなかのにぎわいの再生は、行政としても非常に難しい課題であると捉えて

いる。特に今回は、アップルランドの撤退により、まちなかに１町歩もの空き

地が生じてしまうことが大きな課題となっている。 
       ただし、この場所にただ公民館を建て替えるわけではなく、アップルランド跡

地の有効利用のために地域交流センターを建てることによって、人の流れを変

えていく計画としている。その結果、周辺への民間商店の出店等も期待できる

と考えている。 
       また、地域交流センターの周辺にはオアシス的なミニ公園の設置も考えている。

ただし、地域らしい街並みや景観づくりといったことを全町的に実施すること

は簡単には出来ないので、老朽化しデザインも統一されていない街路灯につい

て、今回、統一デザインとして更新するなど、出来ることから少しずつ実施を

していきたい。 
       今回の計画でまちなかの再生が全て完成するとは考えていない。まちなかに核

施設を作り、今後のまちなか再生への取り組みのきっかけとしていきたい。 
  堀副会長：社会資本の整備を核としながらまちづくりに取り組んでいくのであるが、まち

づくりやにぎわいの再生は、非常に時間が掛かるので、今回の計画はそのため

の種まきと捉えていきたいと思う。 
  倉科（麻）委員：今回の計画により、人の流れが変わると言うことであったが、車の方は

信号のない便利な道路を通りたがると思う。地域交流センター脇から安曇病院

へ抜ける道を多くの車が通ることが想定される。本来活性化して欲しい場所を

避けて通る案になっており、これはまちづくりにおいて悪影響をもたらすので
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はないか。 
       空き店舗の活用として、チャレンジショップが予定されているが、これはどの

ようなものか。 
  事務局 ：県道沿いに空き家空き店舗が増加しているのはご承知のとおりである。これら

をチャレンジショップとして有効に活用するには、空き店舗が個人の所有であ

ることから、所有者の同意が得られなければ難しい。そこで、同意が得られる

など、改装が可能なところから実施をしていきたい。また、この事業に関して

は商工会への補助金として交付、実施する予定である。 
倉科（麻）委員：商工会への補助金はどこから出るものか。 
事務局 ：今回の交付金事業の中で、まちなか活性化支援事業として計上しており、町か

ら商工会へ交付する予定としている。 
     また、道路については、一部は松川村への通過交通となることも考えられるが、

基本的には病院へ来た人をまちなかへ呼び込むための道路として位置付けてい

る。 
川上委員：安曇総合病院周りの道路はとても混雑するが、今回の道路計画によってその対

策となるのか。 
     池田町にはとても良いものが沢山あり、歴史、文化の宝庫であると考えている。

蔵づくりなどのイメージもとても良いことと考える。松本城の城主が城を造ろ

うとしたり、関所を作ろうとしたりしたことが歴史的に確認されている。池田

には歴史、景観などあらゆるものがあると思う。福祉環境もとても良いと聞い

ている。 
     まちなかの再生として、地域交流センターをアップルランドの跡地という町の

中心地に配置するのはとても重要である。中心地に多目的ホールと持った地域

交流センターが出来ることで、人の流れが変わってくるのではないか。 
     交流センターの計画に際しては、近隣の市町村の住民も利用することが想定さ

れると思うので、ゆっくりとした時間が過ごせ、また、母子がコミュニケーシ

ョンを図れる憩いの場として欲しい。このようなことで町のなかの人の流れも

変わってくると期待する。そのために、町民が誇りに思い後世の財産と出来る

ような施設として欲しい。 
     公園、広場については、あらゆる施設が整っていて、訪れる人がゆっくり出来、

車いすの人も利用できるような、豊かな自然の空間として欲しいと思う。 
     そのためには、町民が知恵を絞り合って自分達のためのまちづくりをしてほし

いと思う。 
事務局 ：道路についてはまちなか、特に小中学校周辺は道路が複雑であり地権者も多く

いる。５年間という事業期間を考え、施工が可能な箇所を検討した結果、この

ような形状とした。また、小中学校の登下校時の交通安全も考慮して学校を迂

回するようなルートとしているので、ご理解頂きたい。 
     まちなか再生という課題に対し、今回の事業費の範囲で全てを満足することは

難しいので、地域交流センター整備など、まず、課題をひとつずつ解消するこ

とから取り組みたいと考えている。 



5 

     そのため、アップルランドの撤退に伴う空洞化を放置すると、今後に多くの影

響があると考えるので、跡地に地域交流センターを建設することで、人の流れ

を変えていきたいと考えている。 
     この計画が承認されれば、地域交流センターの詳細について、平成２５年度か

ら町民を交えて検討を始めたいと思っている。このことにより、町民が使いや

すい施設としていきたいのでご理解頂きたい。 
中田委員：目標１に文化資源を活かす、観光資源を活かすという記述があるが、具体的に

どのような文化資源や観光資源を想定しているのか。 
事務局 ：八幡神社には昔から保存されている文化財がある。また、祭りに使用する山車

もある。町内には、山間地には十分に管理が出来ていない文化財も多くあるの

で、これらを１箇所に集めて保管や展示するための資料館を作っていきたい。

ただし、この資料館は既存の建物を活用したものとして計画していきたいが、

具体的な場所等は未定である。 
     サインの設置に関しては、まちなかをウォーキングする方などが増加すると考

えているので、案内看板を１０箇所程度設置し、まちなかの回遊や観光に資す

る予定であるのでご理解頂きたい。 
中田委員：商工や文化財の担当と協議しながら、蔵の町という話も出ているので、出来る

こと、小さなことからでも取り組んで頂きたい。 
堀副会長：具体的な案が出来た時点、または実施の際には詳細について明らかにして下さ

い。 
平林委員：道路計画について、安曇総合病院の立場からは、病院の周辺は通勤時間帯や診

療開始時間帯に大変混雑するが、この道路計画で改善されるだろうと期待して

いる。また、通院や救急搬送などの面からも相当な改善が認められるだろうと

期待している。 
       さらに、池田工業高校へ通学する生徒が総合体育館の南側の道路を通るので、

安全といった観点からも、この道路計画、特に高校までの道路が整備されるこ

とから改善されると思われる。 
       土屋薬局周辺の道路へ、来院者の安全確保の観点から、歩道を設置して欲しい

といった要望をしていたのでありがたい計画である。 
       一方、住民という立場では、地域交流センターを中心とした計画であり、現在

の役場の横から移転をすることで、人の流れが変わってくるだろうと考えると、

きちっと検証する必要があると思われる。 
総合整備計画として事業を計画しているが、大きな資金を使用するのでメリッ

ト、デメリット等について様々な角度からを検証して頂きたい。 
   事務局 ：道路計画は災害時や救急時にも配慮しつつルートの検討を行っている。 
        交付金を利用するメリット、デメリット、いろいろあると思われるが、事業が

終了する平成３０年に事業評価をすることが義務づけられており、この事業に

よってどの程度効果が出たのか客観的に評価を行う予定である。 
        例えば、図書館や公民館の利用者数、町営住宅に居住する若者の率、避難施設

の耐震改修率等を予定している。これらに関しては、次回の委員会で説明をさ
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せて頂く予定としている。 
   中山委員：道路について地権者との交渉がうまくいかなかった場合にはどうするのか。見

通しはどうか。また、準備期間を十分にとるために、計画期間を平成２７年度

から平成３１年度までとしてはどうか。 
   事務局 ：道路については地権者との交渉が必要となるが、今回の計画については地権者

へのご挨拶を済ませている。 
        今後、具体的な交渉のなかで難しくなる可能性はあるが、手順は踏んでいるの

でご理解頂きたい。 
        今回の事業に関しては、平成２６年度を初年度として５年間としたいと考えて

いる。必要な場合は第２期の計画も検討できるのでご理解頂きたい。 
   
  (ｴ)資料 No.5「池田町社会資本総合整備計画（素案）」について、事務局より説明を行った。 
   その結果、以下の質問、意見等が出された。 
  櫻井委員：道路の整備については重要であり、人の流れも変わると思われる。P6 に示され

ているが、歩道を計画している道路が３箇所しかない。全ての道路に歩道が必

要ではないか。また、池田工業高校生や高瀬中学校生徒が自転車で通るので、

そのような区間では自転車専用道路も必要ではないか。 
       主な道路の交差点には信号が必要ではないか。特に安曇総合病院の脇などには

信号が必要ではないか。 
       中心市街地には公共施設として役場、やすらぎの郷、地域交流センター、図書

館があるが、役場から地域交流センターへのアクセスが曲がりくねっており使

いづらい。直線的に出来ないか。 
  事務局 ：現在の計画では、歩道の設置は道路①及び②の安曇総合病院周辺及び地域交流

センター周辺について予定している。 
       全ての道路に設置できれば良いのだが、地権者との関係や道路の拡幅等の諸問

題があり、設置が可能な範囲での設置を考えている。 
       信号機については、それぞれ必要であると考えているが、今後、設置主体であ

る公安委員会との協議を行っていく予定であるので理解頂きたい。 
       道路の線形がクランク状になっている件に関しては、中学校、総合体育館の位

置などの諸条件や、家屋などの補償の問題から５年間での事業が難しくなるの

で、このようなルートとなっているのでご理解頂きたい。 
  櫻井委員：役場と地域交流センターを結ぶルートとしては、どのようなルートを想定して

いるのか。 
  事務局 ：クランクのルートを利用するか、西県道や八幡神社参道を使用することが想定

される。 
  櫻井委員：西県道の拡幅は行わないのか。 
  事務局 ：西県道の拡幅も検討したが、補償建物など地権者が多く５年間での事業が難し

くなることが想定されるため、今回の事業では実施しないこととしているので

ご理解頂きたい。 
  櫻井委員：幅員 7m の道路全てに歩道の設置が出来ないか。 
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  事務局 ：用地の問題もあり、全ての計画道路への設置は難しいと考えている。 
  町長  ：地権者、財政負担等を考慮した結果、主要な部分への設置となりこのような計

画としている。今後、追加もあり得るので、今後の検討課題としていきたい。 
  伊藤委員：基幹事業と提案事業に分類されているが、それぞれの事業に優先順位はあるの

か。 
       上位計画との整合性やアンケート調査など全て盛り込んでいるようであるが、

その結果、事業の幅が広くなっている。そのなかで、事業費には変動的要素も

含まれているようである。地域交流センターの事業費を６億 7000 万円とし、

少なめの計上としているようであるが、今後事業費の増額はどの程度まで認め

られるのか。 
  事務局 ：基幹事業と提案事業について優先順位は決まっておらず、今回の事業は両者を

並行して実施していく予定としている。提案事業の割合については全体事業費

に対して 28%を最大として事業を計画していくこととしている。 
       今回の事業費は、詳細見積もりをしている訳ではなく、概算事業費の積み上げ

となっている。そのため、今後事業費の増額もあり得るし、また、計画の目標

を達成するために必要な事業は追加していき、地権者との交渉が難航するなど

事業の中止がやむを得ない場合には減額をしていく。 
       それらは、毎年変更申請により対応していく予定であるので、ご理解頂きたい。 
  内山委員：現在の図書館の跡地利用はどのようにする予定か。 
       アンケート結果をどのくらい重視しているのか。アンケートでは 50 歳代～70

歳代の回答者が多かったので、アンケートが全てとはいえないが、公民館の必

要性については回答率が低かったようである。 
       アンケート結果で、要望が低かった事業を今回の計画で取り組むことに対して、

町民にどのように説明をする予定であるか。 
  事務局 ：現在の図書館については、様々な交付金を利用して改修していることもあるの

で、図書館以外の使用形態を検討していきたい。具体的な利用方法については

今後の検討課題としたいのでご理解頂きたい。 
       地域交流センターの建設は行政課題としているが、老朽化も著しく、また、多

目的に使える施設として、現在の公民館とは視点を変えた整備をしていきたい

と考えている。例えば、広い世代で利用できる施設を考えていることやアップ

ルランドの跡地へ建設することで人の流れを変えていくなど、現況の公民館の

単なる立て替えではなく、様々な課題の解決を目的としているので、ご理解頂

きたい。 
  小林委員：公民館等跡地ミニ公園と八幡神社の繋がりが重要な仕掛けになると考えられる。

しかし、道路④がその繋がりを切っているように思えるが、道路④の必要性は

いかがか。道路⑥を県道まで延長した方が良いのではないか。 
       都市計画のなかで、道路の位置付けは重要な要素である。上位計画である都市

計画マスタープランの道路整備計画と今回計画との整合性はいかがか。 
  事務局 ：八幡神社脇の道路は、現公民館付近で屈曲しており石仏群もある。この道路の

拡幅等を計画することで見通しの良い道路とすることが出来ると考えている。
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道路⑥に関しては、理想的な道路として、県道まで延長することも検討したが、

住宅などの補償建物が多く、地域交流センターとのアクセス性や、一丁目交差

点からのアクセスなども考慮しているのでこのような線形となっていることを

ご理解頂きたい。 
       都市計画マスタープランについては、資料 No.４の P48 に道路について示され

ている。そのなかの、右下に示したまちなかの計画の構想に示された、生活利

便に配慮した動線整備として、交差点改良、既存道路の拡幅、通学路の安全確

保、また、来訪者にも生活者にも快適な歩行空間の整備として案内等による回

遊性の向上等の考え方に基づいて計画しているのでご理解頂きたい。 
  小林委員：堤防道路へのアクセスについて、安曇総合病院付近からのアクセスを考えてい

るのか。道路③の幅員は 4m としているが大丈夫なのか。 
  事務局 ：個人住宅等が有り、これ以上の拡幅は難しいと考えている。 
  町長  ：高瀬荘跡地と安曇総合病院の間にある道路は、高瀬荘跡地を病院に売却する関

係から廃道とする予定である。 
       南側から進入できる道路が欲しいとの要望や永年の課題から今回の計画として

いるのでご理解頂きたい。 
  櫻井委員：堤防道路が道路⑧から県道上生坂・信濃松川停車場線まで交互通行できるよう

になるのではないか。 
  事務局 ：堤防道路はテニスコート南側の道路から県道上生坂・信濃松川停車場線まで交

互通行が出来るようになる予定であり、利便性は向上する予定である。 
  五十嵐委員：高規格道路が池田町内を通過するという話を聞いているが、これに関する情

報は町として把握しているのか。 
  町長  ：現時点では、高瀬川の右岸を通過するという計画となっている。しかし、県で

は様々な角度から検討をしており、方向が確定した段階で町としても協力をし

ていく予定としているのでご理解頂きたい。 
  五十嵐委員：大町市では高瀬川の東側の計画となっているようであるので、池田町側に計

画されるのではないかと考えている。県との協議の中で早期に情報を得て対応

をしていくことが必要ではないか。 
  町長  ：県や大町建設事務所との協議の中で情報を得ていく予定としている。また、必

要が有れば今回の計画にも反映していく予定としたいのでご理解を頂きたい。 
  堀副会長：議論の最中であるが、予定の時間となった。これ以上の議論は次回の委員会と

したいがいかがか。 
  一同  ：同意 

6)次回日程について 
   次回日程は平成２５年２月１９日（火）としたい旨説明したが、臨時議会があることか

ら、再調整の後それぞれの委員に連絡することとした。 
15:40 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 副委員長あいさつ 

委員会の様子５ 委員会の様子６ 


