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第４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３月 21日（木）   13:30～15:08                      

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（欠席） 

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（欠席） 

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 

  建設水道課長  山崎 広保 

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 

2)第３回社会資本総合整備計画策定委員会で出された意見への対応策について 

3)池田町社会資本総合整備計画（素案）に対する意見について（結果） 

4)池田町社会資本総合整備計画策定委員会 設置要綱（改定案） 

 

４．議事 

1)開会（13:30） 

2)町長あいさつ（勝山町長） 

3)会長あいさつ（代理 堀副会長） 

4)協議事項 

 (1) 池田町社会資本総合整備計画（素案）の検討について 

①前回の委員会で出された意見とその対応について 

「前回の委員会で出された意見とその対応策」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：１年間の検討期間の延長について、町長が議会最終日に発言し報道機関でも掲

載している。本来は委員会に諮るべきである。 

委員会に諮る以前に議会や報道機関へ情報が提供された理由は何か。 

  勝山町長：今回の計画は、昨年６月の選挙の際に掲げた公約を実現するためのものとして

立案している。 

       いろいろな意見を聞くなかで、町民の理解が十分でないということや議会での

一般質問の内容等により、私自身の中での行政判断として決定し議会へ報告し

た。 

       町民へ、十分な説明をする期間としての１年間であり、延長に関して委員の皆

様にもご理解をいただきたい。 

  桂川委員：手続き上のことといえばそれまでであるが、３月中という限られた時間の中で

検討を行ってきた。本来は、委員会へ諮ってから決定するべきである。委員が

報道から情報を得るというのは納得いかない。意見として述べさせていただき

ます。 

  堀副会長：意見として賜る。後ほど、その件についての説明もあるようですので、そこで

の議論として下さい。 

 

 

②パブリックコメントの実施結果について 

「パブリックコメントの実施結果」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。 

  中田委員：多くの意見が寄せられている。長い文もあり心も込められた意見も見られる。 

       いろいろなアイディアが出されているので、単に賛成反対の意見とせず、この

中で取り組めるものは取り組んでいただきたい。 

       いろいろな意見が出されており、期間の延長についての判断はよいと考える。 
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      【事務局】いろいろ出されている意見については、整理の上取り入れられるもの

については取り入れていきたい。 

  小林委員：１ヶ月で多くの意見が出されている。意見を提出した人の居住エリアの分布は

どの様になっているか。旧池田町の人が多いのか。 

      【事務局】大字池田の回答者が多かったように思う。具体的には、集計した上で

改めて報告する。本日は、意見をそのまま提示させていただいている

ので、ご一読を願いたい。 

堀副会長：内容は、計画の説明不足やアップルランドの撤退に関する意見が多かったよう

に思う。撤退した跡地にそのまま公共施設を建てるのはいかがかとの意見が多

かったように思う。今後の検討の参考として、次回までにご一読をお願いした

い。 

 

③今後の進め方について 

「今後の進め方」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。 

  矢口委員：任期を一年延ばすとのことであるが、当て職で選出されている委員もいる。当

て職で選出された委員は新しい役員を委員としていただきたい。 

       また、自治会は今回の計画に関係する自治会長を入れて欲しい。地元の自治会

長であれば真剣な討議、対応が可能であると考える。 

  五十嵐委員：自治会長の任期は３月で終わる。ぜひ、新しい役員を委員として選定してい

ただきたい。 

       【事務局】委員の委嘱は、自治会協議会、代議員としてお願いしている。しか

し、今回は個人に委員委嘱したつもりであるので、ぜひ継続をお願い

したい。 

           地域性については、まちなかの課題ではあるが、全町の課題として俯

瞰した意見を頂戴したいと思っている。 

  五十嵐委員：新しい自治会長を委員としていただくことは難しいのか。 

矢口委員：現在は役職があるが、４月以降は一町民となってしまう。住民に説明する際に

も、役職がないと説得力が無くなる。役員の交代に伴う委員の交代についてご

一考を願いたい。 

倉科（麻）委員：女性団体連絡協議会も当て職であり、任期があるので委員の継続につい

ては難しい。交代していただけるようお願いしたい。 

桂川委員：商工会は、各団体の代表となっている人で構成されているため、個人的に継続

できる人はよいが、出来ない場合もある。今までの意見同様、出身団体への説

明等も考えられるので、委員の交代もやむを得ないのではないか。 

     現委員による委員会は、３月までの検討で一旦終了し、４月以降、継続できる

委員を含め、新たな委員で検討を行ってはどうか。現在の委員で今後一年間検

討しても、今までにアイディアが出尽くしているので、新たな意見は望めない

と考える。公募委員も含めた新しいメンバーで委員会を開催することが良いの

ではないか。 
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     商工会長も、全県や全国組織の役員をしており、多忙であることから、委員長

としての職責の全うは難しいのではないかと考えるので、検討をお願いしたい。 

倉科（麻）委員：４月から新規にスタートするのであれば、策定委員の役目を明確にして

欲しい。方向性を決めるとのことであったが、それはどの様な決め方を想定し

ているのか。一人でも反対者がいればこの案は承認されないのか。基準を明確

にして欲しい。ここまで参加をして意見を言わずに終わってしまうのも残念で

ある。 

      【事務局】３ヶ月間協議してきた。これから町民説明会を実施し、その結果を委

員会で再検討し、さらに町民説明会を開催するといった手順を考えて

いる。計画は、町民の意見を取り入れながら策定していくこととして

いきたいと考えている。委員会や町民の意見を集約して計画を策定し

ていきたい。委員の皆様は、今までの検討のなかで計画の内容を理解

していただいているので、ぜひ継続をお願いしたい。 

平林委員：私は、この３月で定年となってしまい、立場上の意見と職制上の意見が異なっ

てしまうので、出来れば新しい事務長を委員として選出していただきたい。 

  堀副会長：ここまで積み上げた検討結果が、委員が入れ替わることによってゼロになって

しまう。出来れば継続としていただきたいが、個人の都合もあろうかと思われ

るので、次回までに事務局と相談のうえ、個別に決めていただきたい。 

  丸山委員：昨年１２月からの検討で、計画の内容についてだんだん理解が出来てきた。し

かし、自治会長として選出されたという立場があるので、新しい自治会長との

交代を認めていただきたい。資料を早期に渡して理解していただいたうえで会

議に出席することで対応をお願いしたい。 

  宮嶋副町長：たしかに、組織の会長等を選出した経緯はある。しかし、委嘱状は個人宛と

していた。委員の交代については、それぞれの団体ごとに事務局と調整させて

いただきたい。職責が終了しても委員を続けたいという方は、ぜひ継続をお願

いしたい。安曇総合病院の事務長は定年退職であり、仕方がないと考える。ま

た、自治会長からの意見も理解できるが、出来れば委員の皆様は継続を願いし

たい。 

       アップルランドの跡地については、商業エリアをとの意見が多いことも承知は

しているので、今後の十分な検討を経て成案としていきたいと考えている。 

       町長の決断により、計画は１年先送りし、平成 27年度に事業着手したいと考え

ており、平成 26年度には事業の申請を行いたいと考えている。 

       事業の優先順位については、今後委員会のなかで検討いただくこととしたいが、

例えば、地域交流センターについては、平成 26～27 年度に内容や規模、費用

等について町民も含めて検討をしていくこととしたい。 

       まちなかの街路灯についても、平成 27年度に施工をしたいと考えているが平成

26年度に各町内の街路灯組合等との検討を行いたいと考えている。 

       多く意見が出されている商業エリアについても、詳細については関係者を含め

て検討をしていく必要があると認識している。 

       このように、各論についてはそれぞれ別の組織を立ち上げ、検討をしていきた
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いと考えている。したがって、この委員会では計画のメニューや概略、総事業

費等を検討することとしたい。 

       このように考えているので、出来ることならば、委員を継続していただきたい。

どうしても難しいようであれば、交代も仕方ないと考えている。 

       大きな事業を実施するには、町の予算だけでは難しいので、出来れば補助金を

有効に活用していきたいと考えているので、併せてご理解いただきたい。 

  堀副会長：副町長より説明があったとおりであるので、各委員のご理解をお願いしたい。

（一同、同意） 

 

④その他について 

「委員の設置要綱の変更」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：委員の切り替えについて、できるだけ現委員に残って欲しいとのことであるが、

新しい当て職となる役員が参加してきた場合、委員定数は 25名で良いのか。 

      【事務局】そうした場合には調整をしていきたい。公募についても不明確である

ことから、今後調整を行っていきたい。 

  堀副会長：設置要綱については、これでよろしいか。（一同、同意） 

 

⑤今後の進め方について 

「今後の進め方」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：４月から町民説明会を実施するとのことであるが、町民説明会で公民館が不要

であるというような、具体的な事業実施の可否について意見が出た場合、どの

様に取り扱うのか。 

      【事務局】公民館は、本計画の主要事業であり、必ず実施したい事業と考えてい

る。建物の詳細な内容等の具体的な事項については、意見をいただく

中で検討を行っていく予定である。 

甕委員 ：パブリックコメントの中で、他の施設の活用について指摘を受けている。町民

説明会で指摘を受ける可能性があるため、今後の方針等、十分に検討すること。 

宮嶋副町長：３月議会でも同様な意見があった。現在の公民館は老朽化が著しく、耐震診

断を実施するまでもなく建て替えが必要なことは明らかである。議会でも、公

民館が耐震改修が出来ないのであれば、他の施設で機能を代替することが可能

であるとの指摘もあった。創造館等の施設はあるが、それぞれの地域からの利

用を考えると、使い勝手が悪いということになる。 

     まちなかの町民の利便を考えると、現在の位置周辺に同規模以上の建物を建設

する必要がある。詳細な施設内容については今後の検討としていきたい。 

     公民館が不要であるとの意見を述べる方は、公民館よりもまちなかへの商業施

設誘致が優先ではないかとの意見だと思う。 

     これらの問題を両立するための、合意点を見出していく事が必要である。 

     町民説明会でもこれらを含めて説明を行っていきたいと考えている。 
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堀副会長：委員会やパブリックコメントで多くの指摘が出されているので、これらについ

ても町民が十分に理解できる資料の作成が必要である。また、意見に対する理

論武装をした上で町民説明会に臨んでいただきたい。町民説明会でこの計画を

納得いただき実施できるよう、事務局として準備をお願いしたい。 

  倉科（麻）委員：この計画のなかで、アップルランドの跡地に多目的交流センターを建て

る前提となっているが、その理由は何か。今の場所での立て替えは駄目なのか。

道路の計画も、アップルランド跡地に公民館を建設するための計画となってい

る。町民説明会でも、このことについても十分な説明が必要ではないか。 

  堀副会長：この内容についても十分な説明が必要であると思う。 

      【事務局】アップルランドの撤退と関係がある。 

           アップルランドとの交渉では、区画整理が可能であれば再出店すると

の意向があったが、多くの地権者を含む計画であり、費用も膨大とな

るので断念した経緯がある。商業施設が誘致できれば良かったが、行

政、商工会、地権者の努力にもかかわらず誘致に至らなかった。 

           町の中心部にこの規模の空地が生じると、まちづくりや商業に大きな

影響を及ぼすと考えている。 

           そこで、従来からの課題である公民館の建て替えを行うこととした。

この案に対して地権者からも同意をいただいている。 

           町では、ここをまちなかの活性化の核として位置付けていきたいと考

えている。 

           道路については、安曇総合病院へ来院する方の利便の向上を目指して

計画している。これ以外の計画についても、かねてより課題となって

いた事項への対応として計画しているので、理解いただきたい。 

倉科（麻）委員：個人的には、安曇総合病院への道路も公民館も必要だと感じている。し

かし、素案がアップルランドの跡地に公民館を建設することが前提となってい

る。発想を全く変えて、アップルランドの跡地を公園とする案も考えられるの

ではないかと思う。いろいろ考えると、４月以降の委員会において、計画内容

を再検討をすることも必要ではないかと考える。 

堀副会長：まちなかの再生のための事業であることが基本的な発想であるが、今後、十分

に検討をすることが必要であると考える。 

本日の議論はここまでとしますがよろしいでしょうか。（一同 同意） 

 

5)次回日程について 

   次回日程は５月頃としたい旨説明し了承を得た。委員の継続等については事務局へ相談

をお願いします。 

 

15:08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 

委員会の様子５ 委員会の様子６ 

町長あいさつ 


