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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) 

 

◇パブリックコメントの実施概要 

１ 募集期間：平成 25 年 2 月 13 日～平成 25 年 3 月 12 日(28 日間) 

２ 資料の閲覧場所： 

・池田町役場 総務課 

・池田町総合福祉センター やすらぎの郷 

・池田町ハーブセンター 

・池田町ホームページ 

  ３ 募集方法：持参、郵送、ファクシミリ、電子メール 

  ４ 提出者数：34 名（持参 11 名、郵送 2 名、ファクシミリ 12 名、電子メール 9 名） 

 

◇意見（順不同・原文のまま掲載） 

番 

号 
意   見（全 文） 

１ ① インターネット環境を持たない人の意見はどのように聞くのですか？ それとも聞くつもりは

ないのですか？ 

② ホームページを見ましたが、素人の頭には何が書かれているのかさっぱり分かりません。町民

の税金がいくら使われるのか？ それは既に積み立てられているのでしょうか？ 

③ 近所のお年寄りに聞きますと 10 人が 10 人「よく分からない」。公民館が建設される予定と話す

と「今のところで？」と聞かれる。「どうも、そうではないらしい」というと「なんで今のとこ

ろじゃいけないのか」と聞かれる。この声にどう説明するのか聞ききしたいです。耐震云々と

移転とは話が別でしょう？ 

④ パブリックコメントの受付は 2/13～3/4 ということですが、ニュースレターでは項目だけしか

書かれていない状態。策定委員会が行われ、そこで意見が出されるようですが、それらを参考

にしながら意見を求めるのはあまりにも短時間ではありませんか 

⑤ いずれにしても、先日の議会改革講演会で「広報」と「広聴」を強調されていました。行政に

はそのことをしっかり実践していただけませんか？ 

２ 町民の声を広く聞く会をぜひ開いてほしい 
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３ １ 行政としての責任を 

何よりも計画性が求められる行政において、「第 5 次総合計画」や「マスタープラン」があり、国

の支援法も 22 年から施行されているのに、検討も説明もせず、突然アップルランド池田店の撤退

が決まるや、店晒しの諸課題をいきなり「これしかない」と提示し決定を迫る姿勢は、自らの怠

慢を町民に押し付け行政の基本的な役割を放棄するものと考えます。 

公共施設の耐震化や老朽施設更新案件は喫緊の課題として、前びろに町民に説明し議論を尽く

すべきで、アップルランド池田店の閉店や交付金とは関係なく取り組むべき重要な問題のはずで

す。 

２ 充分な説明と議論を 

町の将来方向を決定する重要な課題であり、行政として充分な説明と議論の機会を設ける責任が

あると思います。苦しい財政で、交付金があっても 10 億円を超える「箱もの」への税金投入に十

分な説明と議論なくして「店舗撤退の跡地穴埋めにずさんな計画」を慌てて押し込んでいますが、

真剣な議論と町民の理解が必要です。また、計画の根拠にアンケート結果と言っていますが、都合

のいい部分だけが取り上げられ「地域交流センター建設や図書館整備」は全く唐突で町民の戸惑い

と認識に大きな差があります。 

３ 関係者は子々孫々、末代に恥じない「良心に基づいた」意思決定を 

首長、議員、町職員、策定委員等、直接関わっている方々は「議論不足な乱暴」な本案スケジュ

ール優先の強引な進め方に流されることなく、池田町を子供たちに誇れるふるさととして引き継い

でいける、将来を見越した慎重なご判断をお願いします。特に策定委員の皆さんは突然の委嘱でこ

の重大な計画の審議に分からないことも多くあると思いますが、従来の町の各種委員とは全く責任

の重みが違う「池田町の 100 年の体系を決定する」証人として「良心に基づいた」ご判断に期待い

たします。本計画はいったん白紙に戻して広く議論を起こして、法の支援を得られる期間内で充分

議論の上、決定しても充分に間に合うものですから。 

４ ニュースレター１・２を見ると、すでに計画案も出されており、アップランド社長と町長達との

話し合いも、そして町会議員のアップルランド池田店での聞き取り調査等々全てが形だけのつじつ

まあわせのように感じられます。 

高校生の子供が、ふと池田に産まれたことが恥ずかしいと（電車に乗っていて）言いました。池

田から町外に仕事に出ている人が何人か、池田人と知られるのが嫌だと言っていました。本当に池

田は最近、恥であることばかり報道されていますね。恥をさらさないことも大切なことであり、ま

た、それを外に漏らさないことも、いけないことだったら皆で直すことも必要だと思います。町な

か再生計画も、人は皆平等、弱者の健康と食を守っていたアップルランドがあったことが条件（普

通の生活が営める）で600人のアンケート調査が行われてきたと思います。あの時点でアップルラン

ドが無くなること、何人が想定されていたのでしょうか？ 町もそのことにふれるべきではなかっ

たでしょうか。16億円の備蓄があるなら、今、弱者向けのスーパーを探して下さい。国も町も天災

とアベノミクスの影響等々いくつもの生活苦労の波が私達の生活に押し寄せてきます。一番最初に

かぶるのは私たち一般の弱い立場の者です。特に自営業は景気の影響はもろに受けます。サラリー

マンは保険、年金と保障の額も違います。お宮、お寺の寄付、消費税値上げ、少子高齢化、年金の

値下げ、企業倒産、沢山の出来事が私たちを苦しめています。こんな苦しいときに、そして、未だ

大きな負債を抱えた池田町が、10億円近い負担を私達にかけて高齢者の生活を守るスーパーの確保
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もできないまま、立案をして情けないです。今、町ではアップルランドの閉鎖、町なかの買物弱者、

足をひきずって歩くお年寄り、腰の曲がった人も沢山の一人ぐらしの高齢者もいます。宅配や買い

物バス、スペースゼロの週１回の活動etcでも全て無理なことだと思います。宅配にしても飛び飛び

の客に距離があき、経費がかかり、買い物バスにしても１台ふやすだけでも経費がかかります。ま

た、週１回の10時～12時の２時間だけの販売で足の悪いお年寄りがどの位利用してくれるのか？ 

考えられることは、町がアップランド池田店跡地に公民館を建てる予定なら確保できていると仮定

して、今ある池田店の建物をそのまま払い下げにしてもらって（もちろん解体金をもらい）修繕費

として使い、その中にいくつもの業者を入れて物産センターみたいな販売をしたらよいと思います。

広い駐車場もあり、表から裏に抜ける道もできて住民も困りません。太田医院もありますし。素案・

計画案なので、破棄もできるということですね。計画とされているということは、地主や業者にも

話し合いがあったということでしょうか。今、池田町は少子高齢化、そして景気低迷、お宮・お寺

の寄付、そしてこれからの消費税のアップ。本当に益々景気が悪くなり、生活自体大変です。こん

な大変な時に国から４割の補助があるとはいえ６割負担の今度の計画、今、やるべきなのでしょう

か。財政が大変だという池田町、10億近い負担金を住民に納得させてからのことなんですか？ デ

ジタル無線の話もありますよね。これだけの枠があるからこれもあれもという事では…。安曇病院

の周りは大幅改造になっています。できれば、病院の沢山の人口、役場の人口、松川線からの人の

入りも計算に入れ、ターゲットにしたスーパーを持ってきてほしいです。今、看護師さんは松川の

とをしや薬局へ買い物に行き、西友松川店にも行くそうです。安曇総合病院関係の客は想像外だと

思います。 

 

素案・計画について 

今、私達住民は毎日の生活全てに困難です。お宮の寄付、そしてお寺の寄付、消費税の 8％・10％、

町だって少子高齢化、子供は段々少なくなっています。あわせて独身の子供も増えています。結婚

する苦労より一人の方が良いと子供も親も思っているからです。高齢の方々も段々亡くなって居ら

れ、悲しいことに若い方にも突然の不幸となり、産まれて来る赤ちゃんも少ないです。黒田精工の

撤退の話も聞き、セコニックも縮小され、益々若い人々も行く所が無ければ生活にも不便で池田に

住みにくさを感じています。若い人向けの住宅を建てるよりは先ず、地元民の働ける場所を地元に

確保する方が先ではないでしょうか。昔のように「黒田の町」でもよいのではないでしょうか。黒

田精工に、海外に仕事を出すより池田の住民を沢山雇ってもらえるように努力してほしいです。そ

れと、アップルランドの建物、こわさないでそのまま払さげてもらい、（解体料 1,000 万円くらい

ですか？ それをもらって）中を修繕してスペースゼロで行う販売をその場所で行ってはどうでし

ょうか？ 町で跡地を買う予定であると聞きました。今、こんな時に公民館等を建てるべきではな

いと思う。町バスや街路灯、交付金とはいえ６割も負担は無駄遣いです。 

５ 今回の計画は町民不在の計画で、書面のみで知らされ細かい内容が理解できません。町民が利用

するものですから意見を幅広く聞いて、一番必要なものから時間をかけて煮詰め、より良い整備を

してもらいたい。各自治会で詳しい説明会を開いてもらいたい。 

道路整備ですが、こんなに整備の必要があるのでしょうか 
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６ この整備計画は大変良いと思います。中心商店街を再生することによって、町の中心にかつての

池田町の賑わいが戻って商店が繁盛することを願って、私の意見を記します。 

公共施設を新築してまちなかへ移すだけでは、他町内からの人の流れは期待できない。何か魅力

的なものがなければ道路だけ便利になっても人は来ない(シャッターを開けただけでは人通りは確

保できない)。商店に魅力を持たせるアイディアを出す。例 1：製造販売している商店(菓子店、酒店

等)の製造を見学してもらい、お茶を出す等工夫して商品を購入してもらう、等して町も商店を応援

する。例 2：八幡社の祭り舞台を展示する館をまちなかに建て、1 年交代で館に舞台を 2～3 台ずつ

入れて展示し、見学してもらう(ガラス張りにして外から見てもらうのも良い)。このようなアイデ

ィアを出さないと人の流れも賑わいも望めない。 

町の西端側を通って地域交流センターへ抜ける道を造って、果たして他町内の人々(安曇総合病院

の利用者等)がまちなかへ流れるでしょうか？ 県道上生坂・信濃松川停車場線を整備する方がいい

と思う(まちなかへ出るだけなのでそんなに大きな道路はいらない) 

どのような公園なのかは分からないが、明るく人の集まる公園にしてほしい。木を植える場合、

カラス被害等の対策も考慮してほしい 

計画の詳細について、次号のニュースレターで報知するということだが、その後も町民の意見を

募集するのですか？ 

町と商工会、議会と市民団体等がそれぞれに議論しているように思えるが、同一の場で議論する

ことはできないのか？ 

７ ① 若者定住促進住宅について 

・アパートでは定住にならない 

・すでに町営住宅に住んでいる方たちとの格差はないのか 

・まちなかの良い場所に建てると景観が損なわれる。たとえば、交流センターからのアルプス

がよく見えない、入所住民からすると洗濯物、布団の干し物等が気になる。 

・若者の意見は広めの低価格の土地の提供を望んでいる。それが定住につながる。 

② ミニ公園について 

・まちなかに子どもの遊園地がないので、ミニ公園ではなく、広い子供の遊べる公園を検討し

てほしい。子育て環境が良いところに若い親は集まってくる。ぜひお願いしたい。娘たちから

も言われている。安曇総合病院の保育所職員から切に頼まれている。 

③ できれば意見を言える場を設定していただきたい 

８ 600 名対象、回収 323 名、回収率 53.8％とあります。アンケートだけ(53.8%の回収率)で、本事

業計画を推進するのは性急であると考えている。この結果を材料として町民への説明責任を果たす

方向に向かうことが町民主権、国民主権の論理に合致するのではありませんか。また、二元代表制

で選出されている町議会の具体的審議はこれからと聞くが、もしその通りとすれば、町民不在の計

画であると理解されてもよいのでしょうか 

 本年 2 月 21 日放送、NHK テレビ「おはよう日本」で「公共施設どう統廃合？」が放映されまし

た。対象自治体は埼玉県鶴ヶ島市です。当町と同じような課題を検討、分析中であるとの番組でし

た。参考に出来たらと思います。 
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９ アップルランドが撤退表明したと同時に整備計画が出されるのは町民無視としか思えないし、防

災無線、ヘリポートも町民に説明不足で納得できない。地域交流センターは不要。町にはあまり利

用されていないが設備の整った創造館、福祉会館、多目的センターで十分補える。唐突過ぎる。人

口減の町にこれ以上箱モノは無用。アップルランドが撤退も業者がこの町に魅力・メリットなしと

判断での閉店でしょう。高齢者や車のない人のことを町は真剣に考えてほしい。核になる店舗がな

いと交流センターではまちなか再生はできない。買い物バスも自分の行きたい時間帯でないとスト

レスになる。高瀬大橋の東と西この差を行政の皆さんはどう感じているのでしょうか。橋を渡れば

デパートのように何でも間に合う子育て世代も松川村の遊園地に出かけている人が多数いると聞い

ている。遊園地も保健センター周辺に。まちなかのアクセス道路も曲がりくねった道ではなく東西

南北に広い道が必要。この案ではまちなかにはなんの効果も期待できない。松川村の葬儀屋が火葬

場に来るため裏から入り裏に抜ける道路としか思えない。県道の改良歩道整備、特に正科地籍を改

良し車の通行量を多くしなければこの町はゴーストタウンになる。日本で一番美しい村ならば電線

の地中化を。町には観光になるものは何もない。創造館からの素晴らしい眺めを活用。花とハーブ

の町ならばハーブのお風呂を創造館に作り人を集め観光の目玉に。他町村に流れる人をまちなかに

戻すような核になる店舗スーパーを望む。水道料を下げて安心して若者が一人でも移り住む魅力あ

る町にしてほしい。この町に生まれ七十数年この町が好きな後期高齢者の呟き。 

10 現在、安曇総合病院内保育所に勤務しています。子どもたちは、季節を感じながら散歩し、滑り

台やブランコのある公園で遊べる環境を求めている。また、身近で子育て中のお母さん、おばあち

ゃん達から子どもと歩いて遊びに行ける場所が欲しいとの声がたくさんあります。ぜひ、ミニ公園

の計画を進めるのであれば、たくさんの声を聴いてほしい。お願いします。 

11 交付金を活用し前向きに進めていただきたいです。一部住民による署名運動が実施されているよ

うですが、私には理解できない点があります。アップルランド池田店跡地については、うまく利用

していただきたいです。特に地域交流センターなどは賛成です。町民の中に分からない人もいるの

で、跡地活用について説明会を早いうちに実施していただきたいです(例えば中鵜地区、会染地区、

池田地区で)。町長以下課長及び正副策定委員長に出席していただき、25 年 6 月末までの申請と聞

いているので 4月中に実施していただきたいです。そして、計画の素案を説明し、町民の希望に沿

えるように変更してでも建設を希望します。また、地域交流センターの中に銀行や観光協会、商工

会、野菜直売所等も入れる様にしたらいいと思います。 

12 地域交流センター・図書館は先送りして、生活の場所であるまちなかの賑わいを戻してほしい。

アップルランド池田店閉店の話が出た段階で、町と議会にもう少し議論してほしかった。町への用

事は今後役場とやすらぎの郷など必要なことが無い限り、1年に何回行くか分からないほど少ないと

思う。買い物は町外。少子高齢化で会社が少ない池田町では人口は減るばかり。よく考えて計画を

進めてほしい。 

13 社会資本総合整備計画など今の時代に基づくものではなく、私たちに身近なことを進めてほしい。

町民の生活の方が先ではないか。益々高齢者が多くなる時代。池田は会社が減り、若者の働く場所

が少なく、これから町の人口は多くなると思いません。買い物ができてみんなの顔が見え、集まれ

る場所を考えてほしい。町には一・二年に一度ぐらいしか行くことはありません。 
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14 地域交流センター・図書館などの計画を先送りして、まちなかの生活を優先し、みんなが買い物

できて人の集まる場所が必要ではないか。病院へ行った帰りに買い物の出来る場所の方が先ではな

いか。アップルランド池田店閉店の話が出た時、町や議会がもう少し早く対応して残るよう努力を

してもらいたかった。町には役場ややすらぎの郷に用事がない限り行くことは無いと思います。 

15 計画素案は良いけれど、もう少し余裕をもって考えて、集落ごとに集会を開き、皆の意見を聞い

て慎重に事を進めていった方が良いと思います。 

16 町なか再生事業は町民が暮らしやすい町をつくることであり、町全体を総合的に議論する必要が

あります。アップルランドの撤退については昨年1月には明確になっており、これに対して町は町民

の生活がどうなるのかという配慮は無く、何の手立て、行動も真剣にとってこなかった。町民生活

をそっちのけにしてまちづくりなどあり得ないと考えます。最初から町民と行政が十分に時間をか

けて議論を重ね、合意を得るということが必要です。机上の空論や独断専行、そのうえ拙速という

最悪の進め方です。 

１ 拙速な決定は行わないこと 

２ 町民との公開討論会など議論の場を設けること。その場合町の素案は単なる参考とすること 

17 ニュースレターを2～3回見ましたが、課題と計画の関係などよく分からないことが多いです。 

① アップルランド池田店跡地に地域交流センターを建てて賑わいが取り戻せますか？ 「まちな

か」外に買い物に出れば食材以外も他で買って済せます。ますます「まちなか」がさびれませ

んか？ 

② 駐車場がなくて不便なのは町の西端ではなく、県道大町明科線沿いだと思いますが 

③ 400席のホールは必要ですか？ 現在の公民館ホールや創造館の利用状況やこれからの活用の

目途は？ 

④ 課題の中に今後の高齢化について一項目もないのはなぜですか？ 10年もすればいわゆる「団

塊の世代」も後期高齢者になります。車いす生活でも安心して生活できるまちづくり、歩道の

整備、買い物の場所の確保などが必要だと思います。 

 

これだけの予算のものを紙のお知らせで済ませるのは少々不親切です。もっと時間をかけて町民

の話を聞いてください。部分修正ではなく基本からです。 
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18  活気ある町であってほしいというのは、町民誰もに共通する願いです。この願いに反し、当町の

現状は憂うべきものがあります。特に昨今のアップルランド池田店の撤退はそれでなくとも活気を

失っている商店街に暗い影を落としました。 

 「池田町社会資本総合整備計画」は町なかのにぎわい創出が中心課題のようですが、池田町の将

来を決定づけるといっても過言でない重要課題であると思います。現状を打開しようと、これに積

極的に取り組まれることに対し、異論を申し上げるつもりは毛頭ございません。今回素案につき意

見を述べる機会をいただきましたので、若干意見を申し述べさせていただきます。 

１ 町民にとっては今回の計画は寝耳に水 

町民が計画の概要を知ったのはニュースレターでした。町民にとっては寝耳に水。「いったいこ

れは何」と驚きの声が上がっています。議員さえ細部の説明を受けたのはわずか30分程度と聞きま

す。策定委員会は昨年12月以来、3回の開催で3月には国に申請する予定とか、委員の方も戸惑って

いるという話も漏れ伝わってきます。「第5次総合計画」や「都市計画マスタープラン」等で計画さ

れ町民の意見も十分反映されているとお考えのようですが、これらを見ても具体的には何も詳細は

見えてきませんし、町民アンケートの集約数からしても、その結果を分析してもとても住民合意が

あったものとは受け取れません。 

２ 情報を公開し、町民合意での行政執行が町を活気づける原点 

そもそも通常の行政施策とは異なり、予算総額が町の年間予算の4割を超え、住民の生活にとって

も、将来にとっても多大な影響を及ぼす施策に対しては情報を公開し、町民が参加し合意を得てい

くことが絶対不可欠であり、施策を実のあるものにし町を活気づける原点だと考えます。交付税も

削られ、町民要望に応えるため日々ご苦労されておられると思いますが、箱モノ作って魂入れず、

投資あって効果なしでは努力が報われないのではないでしょうか。 

３ 具体策について 

・地域交流センター 

当町には約230席を有する創造館を始め、ほぼ同規模も施設がいくつか存在しています。そのなか

で400席とされる交流センターがさらに必要なのか、またもし既存施設が使い勝手が悪い等で利用率

が少ないならば、それを改築するなどの方法はとれないのでしょうか。 

・アップルランド池田店はまちなかで生鮮食料品が買える唯一の店で、シルバーカーを押すお年寄

りや障害者など買い物弱者にとって命綱といっても差し支えない店舗でした。遠方にある店舗に「買

い物バス運行で代替えできる」などといったものでないことは当事者に事情聴取すればすぐわかる

ことです。小規模でもいいから歩いて買い物の出来る店、他の施設と併用でも構わないから跡地に

ぜひ商業施設をと望んでいます。 

・まちなかの賑わい創出がメインテーマですが、人の移動だけでは賑わいとは言えず、そこに経済

活動を連結させてこそはじめて真の賑わいと言えるのではないでしょうか。安曇総合病院から交流

センターへアクセスしてどのような賑わい効果が望めるのか判然としません。 

・道路整備もニュースレターで見る限り、非常に中途半端な印象です。 

以上、率直な意見を述べましたが、３項で述べた具体策については町民一人ひとりの考えは違う

かもしれませんし、これに固執するわけでもありません。ただ、池田町に活気を取り戻したいとい

うのはみんなの願いです。拙速にことを進めず、町民みんなの知恵と力を結集して、後世に悔いを

残さないものを作り上げるべきというのが願いです。 
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19 「池田町社会資本総合整備計画」について 

・18億円もの巨額な事業計画であるにもかかわらず、わずか３か月20名の指名された策定委員に

よる４回の会合で、決定するのは余りにも拙速である。 

・12月町議会において「町づくりの主役は町民、総額15億円(当時示された金額)の計画内容を町

民に知らせ、意見を聞くべき」との問いに、町側は「マスタープラン、総合計画は議会の決議を受

けている。その計画を少しでも解決するために実施する。改めて町民の意見を聞く考えはない」と

回答。この対応は、直接町民の意見を聞かなければならないとする、住民自治の基本に反している。 

・2005年1月決定されたマスタープランは、19名の検討委員が1年7か月議論、その間地域懇談会3

回18ヶ所以上で開催、全戸アンケートを実施している。マスタープランは「町を総合的に再検討し、

将来を予測し住民のニーズに応え20年間の町づくりの目標を決めた」ものであり、「中心部から人

口の流出で、高齢化・地域の沈滞化などの懸念から、新たな居住者の積極的受け入れ、優先的な生

活環境整備、子育て支援の向上を掲げ、①快適居住創出プロジェクト、②産業創出プロジェクト、

③美しい町じっくり満喫プロジェクトを展開させる」その上で町なか再生構想図は「中心部の整備

には、様々な調整や合意が必要となり、多くの費用や時間を要する。長期的な市街地整備の構想を

現段階からもち、地域の意向を聞きながら必要な調査等を実施し、徐々に計画立案、合意形成へと

進めていく考え」としている。長期的な計画立案をし、住民参加の合意形成というマスタープラン

の方針に逆行している。 

・2011年3月土地利用調整基本計画が策定されたが、22名の委員が1年8か月の検討を重ね、地域懇

談会3回32ヶ所開催し、全戸アンケートを行うなど町民の意見を反映させるよう努力している。 

・また2月6日、町議会主催の「地方議会の改革」とする講演が行われ、講師の会津若松市議会議

長は「自治体の政策形成サイクルは、住民との意見交換会が起点」と強調された。 

・これらの事例から見ても、住民の意見を聞き、合意を得ようとしない町の態度は看過できない。 

「地域交流センターについて」 

・現公民館の耐震診断は実施されていない。老朽化が進んでいるというが、直ちに危険であれば

使用禁止にして、公民館機能を福祉会館、創造館、多目的研修センター、やすらぎの郷などに分散

させなければならない。また、公民館の補強・リフォームの検討も行い、住民が選択できる機会を

提供しなければならないのは当然のことである。 

・400人収容のホール建設は「オラの町にも巨大な施設を」という時代錯誤の発想に他ならない。

年間何回の利用があると想定しているのか明らかにしてほしい。 

「道路整備について」 

・コマ切れの町道8ヶ所に、4億1400万円使うとは、町側が常に主張する「費用対効果」という方

針に矛盾する。 

・安曇総合病院の利便性を考えるなら、堤防道路を利用した病院を回るロータリー方式が現実的

と思う。 

「財政計画について」 

・25年度一般会計当初予算では、前年比8.6%とずい分スリムにしているが、町債は6億円(歳入の

14.4%)、繰入金8千万円(同2％)見込んでおり、歳出での公債費は5億8892万円(14.1％)を予算化して

いる。町の財政は次年度以降も同様と考えられる。 

・町の借金は特別会計を入れて、約110億円とも云われており、町民1人当たり100万円となってい

る状況のなか、財政の見通しが明確に示されていない。とりわけ安曇総合病院の再構築で病棟建て
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替えが数年先に迫っており、町に要請される金額は5億円とも予想されているが、10年間のシミュレ

ーションにどう含まれているのか、また他の事業計画はないのか明らかにすべきである。 

・大型事業計画は、目的別基金を積み立てて町債に頼らない計画を立てなければならない。 

 

「結論として」 

１ 「池田町社会資本総合整備計画」については、町民に直接説明し意見を聞く場を早急に設け

ること。 

２ この計画の決定を先送りし、改めて町民合意に基づいた計画設定を行うこと。 

３ アップルランド跡地及び関連施設を町の所有とし、跡地利用については、商業施設設置を中

心とした計画を町民と共に進めること。 
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20 私は今回の総合整備計画については総論として賛成です。今まで財政的に成し得なかった公共事

業が、国の補助金 40％を得られることにより計画的に実施出来る見通しがついたということは、こ

の町にとって新しい町造りの青写真が具体性を持って現れたことと理解致します。 

中でも今、新聞紙上等で話題となり、町民の関心を寄せているところのアップルランド池田店の

撤退による跡地活用の問題です。一部組織の皆さんの間では中心市街地での買い物難民を出さぬた

め、アップルランド跡地へは「箱物」と云われる公民館を核としたコミュニテー施設の建設より、

先ずは買い物施設の誘致が先ではないかといったご意見もあると伺っております。また町民の真の

声も聞かずに行政サイドの一方的な進め方による間違った整備計画案だと指摘される方々もおいで

になると聞いております。確かにそれらのご意見については私自身納得する部分もないわけではあ

りませんが、行政の立場としては町民の皆さんが楽しく、暮らしやすい町を造っていこうと考えた

末の素案だと解釈しております。 

元々商売の成り立ちというものは、その地域において核となる物があってその核のもたらす効果

により人が集り、その人の回遊によって商売が成り立つものと考えます。地域の人々が「買い物の

拠点が無くなって困る」というお気持ちもよくわかります。しかしアップルランド側からすれば採

算が取れなかったということですよ。当たり前ですが。 店側からすれば「魚のたくさん泳いでい

るところに釣り糸を垂れたい」それが本音であると思います。 

そんなことを考えるに当たり、公民館を中心としたパブリックゾーンを町中の核に据え、例えば

そのゾーンに併設し人の流れの多い金融機関を誘致したり、又適切規模の買い物施設に出店を仰い

だりと、決してこれから考えられないことではないと思われます。 

また、「箱物造り」の行政は無駄ばかり、と一般的にはよく云われますが、私はそう一概には言え

ないと思います。無駄となってしまうのは利用目的に計画性が無いからだと思うのです。今度計画

されている公民館施設には 400席あまりの講堂他ミニギャラリー等備えた多目的大型施設と聞いて

おります。これにより現存施設の必要性が無くなるのではと問題視される方もおられるかと思いま

す。 

しかし規模に応じ、使用性を見極め目的をきちっと立て、運営されればそれぞれの施設の利用度

は決して低下しないと思われます。単発的なアイデア勝負でなく何かメインとなるイベントや行事

をそれぞれの施設の目玉に据え、町民の皆さんがそれに参加したり、あるいは観たり聴いたり楽し

める利用計画を立てることにより特色ある施設運営が可能と思います。 

ただ町民の立場としては「直接の必要性」という点から考えれば今回の様な箱物建設に対しては

むしろ反対的な意見を持たれている方も相当いるかと思います。行政に携わる皆さんにおいてはニ

ュースレター等で知らしめてあるからよいとだけ判断するのではなく、直接何回か機会を設け町中

で説明会なり開いた方が良いのではと思います。 
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21 ・北保育園の後利用(図書館など) 

・アップルランド池田店の跡地には、やはりスーパーに来てもらいたい 

・近い将来、娘夫婦が池田町に引っ越したいが、町営住宅も少ないので、ほかに住める所を多くし

てもらいたい 

・公民館はあまり使用していないので、新しくしなくてもいいと思う。町民の事を考えて税金を使

ってほしい 

・吾妻町団地や豊町団地は、見た感じが汚くて古いので済む気になれません。新しくすれば多くの

人たちが入るのではないか？ そういうところに税金を使ってもらいたい 

 

 

22 アップルランド池田店跡地に公民館・図書館など建てる必要はありません。池田町にはあまり使

われていない創造館、福祉会館、4 月からは北保育園などがあるでしょう。建物ばかり建ててこれ

以上住民に負担をかけないでください。アップルランド跡地は、町民が買い物できる場（例：JA

に頼むか、スペースゼロを持ってくるか、住民に声をかけ地場産や食品などを売りたい人を募集す

るか）で、買い物しながら子供からお年寄りが一緒に話をしたり、遊んだりできるスペースや公園

を作ってください。それが地域交流につながると思います。池田町はますます、少子高齢化社会に

なっています。お金を使うことばかり考えないで、池田町にお金が入ることを考えてください。こ

の意見は私だけでなく、多くの知り合いの意見です。 

 

 

23 町民の一人として思っている事を書かせて頂きます。今まで町長と議員の方々のやり取りを拝見

させて頂き、池田町の事を思い様々な意見の考えが出るのは当然のことですが、町長に対して、議

員の方々が粗探し、足を引っ張っている様にしか思えてなりません。連日の新聞やニュースなどで

も拝見させて頂いた、防災無線の問題「経費削減で町民益に」と町長の思いで 7 億 5 千万円のとこ

ろを 2 億 7 千万円、そして 4 億 8 千万円の減額はとても大きな金額です。議会側は「部下を信用せ

ず」に書かれていましたが、町長のやる事に対して揚げ足を取っている状態では、信用されない議

員の方々が考え方を改めた方が良いのではないでしょうか？ また、この問題では町長に落ち度が

あるように思えません。逆に議員の方々が名誉棄損で訴えられてもおかしくないのではないでしょ

うか？ 

 

これから元気な池田町を造っていかなければならない大切な時だからこそ、町長の力となり皆で

協力し合い助け合っていかなければ池田町が良い方向につながるとは決して思えません。 

24 ・ニュースレターだけでなく、町民に説明する場を作ってほしい 

・町民合意の上での事業にしてほしい。時間をかけて話し合いをして本当に必要な所にお金を使っ

てほしい 

・交付金ありきの進め方は良くない 

・地域交流センター建設で「人の流れ」ができるとは思いません 
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25 ・長年の課題解決のため、国の補助金を使って計画を進めていただくことに賛成です。25 年度申請

し 26 年度から実施してください。補助金 7 億円は大きく、町の土木費の 2 倍にあたる。実施しな

いと池田町の社会資本の整備はかなり遅れるのでぜひ進めてほしい 

・アップルランド池田店の閉店に伴い、地権者の理解を得て公共施設をまちなかに計画できること

は、今後の人の流れを創るものであり賛成だ 

・道路計画については、今まで総合体育館へ行くのに不便だったが、計画道路により北側県道から

マイクロバス等で乗り入れができるようになる 

・安曇総合病院入り口については、現在不便なので計画のように進めてもらいたい 

・病院からまちなかへの道路計画はいいと思う 

・公民館の老朽化による建て替えは、先の町長選挙でマニフェストに掲げ、民意を得ている。計画

全体がまちなか再生に掲げた内容になっている 

・道路にしても公共施設にしても、誰が何と言おうと地権者の意向が大事である。気持ちを大切に

して計画しなければならない 

・アップルランド池田店跡地には、できれば商業施設がいいけれど、出店者がなければ仕方ない。

公共施設で人の流れを創ることも大事 

・老朽化した街路灯の整備は、町民が困っていた問題なので進めてほしい 

・一部政党絡みの反対意見は、町の発展を阻害するものだ。屈せず計画を町のために進めてほしい 

 

 

26 現在二丁目でギャラリーをひらき、まさにまちなか再生の最前線で定点観察的にこの問題に取り

組んでいます。そんな視点で素朴な疑問と提案をさせて頂きたいと思います。主に上位プランとの

整合性になると思います。 

地域交流センターを池田の中心地に作るということですが、それで中心市街地は本当に活性化する

のでしょうか？ イベントに人が集まることを賑わいというのでしょうか？ 年に何回そういうこ

とが催されるのか分かりませんが、逆にイベントをやっていないときには空っぽの淋しいスペース

があるだけになってしまいます。 

アップルランド池田店は赤字といいますが、人の流れは毎日ありました。買い物に行くと誰かしら

知り合いと出会い、立ち話をしたり交流がありました。都市計画マスタープランには「中心市街地

の空き店舗対策」とあります。現在、市街地における最大の空き店舗となったアップルランド池田

店跡地の再生に全力を傾けることが、にぎわい再生のキーワードになってくると思うのですが。 

 アップルランド池田店跡地周辺は、まさに池田町のランドマークに位置づけられている場所だと

思います。町民と役所の知恵を結集して、時間をかけて計画を練り上げていくことが、まちなか再

生につながってくるのだと思います。単に大型店舗の誘致といったものではなく、「業態創出の指

導・助言」とうたっているように、地域の地産に基づいた、個性的なダイナミックな小店舗をプロ

デュースして、他のどこにもないような形態を創り出すことで他地域からのお客の流入ということ

もあり得ると思うのですが…。 

アップルランド池田店跡地周辺は、また景観にも秀でたところです。小さな蔵が整然と並び、北ア

ルプスに向けて開けています。キチンと配慮して、私たちの財産である古い街並みを整備していけ

ば暮らしにゆとりと潤いが生まれます。そして、町の南北を貫く県道51号線についても考えなけれ

ばならないと思います。 
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池田町の東西を分断するように、51号線は現在トラック街道と化し、10t以上のトラックが轟音をあ

げて走っています。商店街は排気ガスで汚れ、みすぼらしい佇まいになり、買い物客はトラックに

追われて町を走り抜けていってしまいます。横断歩道で手を挙げても慌ただしい車は決して止まっ

てはくれません。日本全国どこでもこのようになった街は寂れていきます。 

商店街を活性化しようというのなら、51号線を人がゆったりと歩き、散歩してみたくなるような、

穏やかなメインストリートにしなければならないと思います。トラックを迂回させるバイパスを作

り、街路樹を植え、ベンチを設置するようにして、人にやさしい環境を作ればそこに人は集まって

くると思うのですが。二丁目にいると毎日買い物車を押して、アップルランド池田店に行き、道路

端で立ち話をしている老人、身障者の姿をよく見ていました。その傍を轟音と排気ガスを巻き上げ

てトレーラーが追い立てていきます。悲しい光景でした。周辺の山部からバスで市街地に降りて、

買い物をアップルランド池田店で済ませて、安曇総合病院に回り、また山部に上っていく老人もい

ます。自立して、自分で歩いて買い物をすることで、閉じこもりから逃れているという側面もあり

ます。 

高度経済成長を支えてきた老人に買い物と散歩とおしゃべりと美しい景観を提供することが、身障

者や子供たちにやさしい街づくりにつながって、それを介護する人も含めてまちの再生に広がって

いくと思うのですが。壮年の人たちは車を運転してどこへでも行けます。その人たちを対象とする

施設はまちなかである必要はあまり感じられないと思います。 

どうか、もう少しゆっくりと確実に、次の世代になって本当に良かったなと思えるようなものにし

てください。性急な行動は、後悔と更なる池田町の空洞化しかもたらしません。皆が幸せになれる

政策をこそ求めます。 

27 「地域交流センターについて」 

・総面積、事業に必要な面積の計画はどうなっているのか？ 

・賃貸借にすべし、自治体は固定資産が少ないほうが良策と思う。 

「全体計画について」 

・コンセプトが何か理解できにくい。 

・道路事業が合計414百万円となるが（22.5%）、もっと効率的にならないか。 

・なお、道路については大北・安曇野の人にも県内の人にも県外の人にも「わかり易い」道路を造

ることが町の発展につながると思います。 

「コンセプト」  

１．財政が苦しいときは「まず子供たちの教育に資金集中を」 

２．今まで積み上げてきた「福祉の町」を発展させ、「コンパクトシティーの中に広域介護施設」

を作り上げたらどうか。（新潟県十日町方式） 

「道路網」 

町道５号線の拡幅を進めれば、１～５号線はほとんど解決すると思います。 

「道路２」 

道幅は歩道別で７ｍは必要と思います。通勤時、秋の収穫時には５号線の代替道路となる恐れが

あります。安曇総合病院前は今でも大変混んでいます。 

「多目的交流センター」 

多目的交流センター等の施設は町内にいくつかあり、時代も要請していません。400～500人の収

容ホールは、小中学校の体育館又は総合体育館で充分と思います。箱物は金を食うだけです。 
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「池田の特色」 

１．安曇野・大北で抜きんでているものは「安曇総合病院」です。 

２．上記病院を「やすらぎの郷」「アップルランド池田店跡地」を町民ばかりでなく県下、全国の

人にも「わかり易く」行けるよう道路網を整備し、「新潟県十日町方式の介護施設」を作り、コン

パクトシティー化し（10～30年先を考えて）高度な医療完備の「池田方式まちづくり」をしたらど

うでしょう。 

３．アップルランド池田店跡地は、老人介護施設（民間経営でもよい）、小中学生の「学びの空間」

（池田学問所）、幼児のため、若い母親のための空間を考えればどうでしょうか。 

４．「ガン」の最先端治療「陽子線治療センター」を安曇総合病院を中心として作りたいものです。

観光を兼ねて全国から患者さんが押し寄せることでしょう。今秋から松本市の相澤病院で開始予定

です。今、全国で動いているのは６か所（？）位と記憶しています。 

コンパクトシティー構想には国家補助が大きく付くと思います。陽子線治療も付くと思います。 

「道路７他」 

・新交流センター構想により、買い物客が県道大町明科線に入ってくると考えるのは頷けません。 

・ミニ駐車場を県道沿いにたくさん作り、周辺商店に管理を任せたらと思います。無料賃貸ではな

く有料で貸し出し、管理は民間（数軒）で行うという方式です。 

 

28 町の「社会資本総合整備計画」（素案）は、策定の手続きおよび内容について多くの問題がある

と思われます。少なくとも以下の点を考慮し、計画を再検討すべきであると考えます。 

（計画策定の手続き） 

①「まちなか再生については『都市計画マスタープラン』『第5次総合計画』で十分に議論しており

改めて町民への説明は不要である」とする町の説明に重大な疑義があります。 

・住民とともに町をよくしていくという観点が欠落しています。町民に納得のいく説明もせず、議

会にも十分にはからずに行政の判断だけで計画をすすめることは住民自治を否定するものです。 

・「都市計画マスタープラン」は、町なかの再生について、「『商業により賑わいを生み出し』『地

元ならでの消費のしくみ』をつくることが課題」であると明確にのべています。アップルランド跡

地への「地域交流センター」建設計画は、この基本方針に明らかに反しています。 

・過去の基本計画は大枠の方向を示したものです。今回の計画は「まちなか再生」についての全く

新しい提案であり、町民への十分な説明と話し合いが必要です。過去の方針と照らしても疑義のあ

るものを「過去の積み残し」「方針の具体化」であると合理化することは認めがたいことです。 

 

②計画の提出から原案策定まで余りにも時間的な余裕がなく、町民にとっては唐突であり、しかも

拙速な計画です。 

・文書でこの素案が提出されたのは12月20日の「策定委員会」であり、議会でも2月末までにほとん

ど説明されておらず、これで3月末には答申を受けて国に申請するというのですから、これはどう見

ても議会軽視、町民軽視のすすめかたです。 

・策定委員会のメンバーは団体などの代表であるとはいえ、その団体で議論しその結果を持ち寄る

ことにはなっていません。少なくともその時間的な保証を与え、結果を持ち寄ることを義務づける

べきです。また、公募委員が全くいないことも重大な問題があります。 

・以上のことから、策定委員会はいったん年度末で閉会し、あらためて公募委員を含めた委員会を
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組織し直すべきです。 

③パブリックコメントを募集しても、それがどう扱われるか何も説明がありません。 

・町と策定委員会で一つ一つの意見について、審議し見解を付して公開するとともに、それらを踏

まえた答申にすべきです。当然、それにはそれだけの時間的な余裕が必要となります。 

それとも、パブリックコメントは意見を聞き置くだけなのでしょうか。 

④住民とともに町をよくしていくという観点が欠落しています。 

・「都市計画マスタープラン」は「６．実現化の方策」として「地域との協働」を基本とすること

をうたっています。現在の計画の進め方は住民不在であり、行政の独走でしかありません。行政は、

町民・地元商店の意見や要望にじっくり耳を傾け、ともに町づくりをすすめるという立場にしっか

り立ってほしいものです。 

 

（計画素案の内容） 

①町が「社会資本総合整備事業」のために10月に行ったアンケート結果が恣意的に解釈され、アン

ケートで示された方向から外れた計画素案になっています。 

・数字をあげることは避けますが、多くの町民は町なかを活性化する課題として「空き店舗対策」

や「個店の魅力アップ」をあげています。もし、アンケートの際にアップルランド閉店がわかって

いれば、その再開を求める声が圧倒的だったと思われます。公民館・道路整備は少数意見です。 

つまり、アンケートで示された民意は、アップルランド跡地を買い物ができる場としてまず充実さ

せてほしいということです。アンケートの総括でもこの点が明確に指摘されています。 

しかし、計画案では「まちなかでの人の流れ」を作り出すことが町なか再生の課題であるとすり替

えられ、地域交流センターの必要性が導き出されているのです。アンケート結果の意図的な解釈は

容認することができません。 

②福祉会館、創造館、多目的研修センターなどを今後どうするつもりなのかについて総括と方針が

示されていません。このままで新しい公共施設をつくることは、町民の納得を得られるものではあ

りません。 

・創造館には200席の可動式の椅子を持つホールがあるのですから、地域交流センターに400席のホ

ールなどは全く必要ありません。 

仮に施設を作るにしても、他の施設との関連性が考慮せず、単に交付金目当てにハコモノを作るこ

とになれば、結局過去のハコモノ行政の轍を踏むことになります。 

・計画を作る際に、それらの建物についての利用実態を明らかにし総括するとともに、今後の使用

法（改廃も含め）を十分検討すべきでしょう。 

・公民館が耐震構造からみてこれ以上使えないのであれば、当面福祉会館を公民館として使用する

ことも検討されるべきです。 

・「町なか再生」は町なかだけの問題ではありません。この池田町をどうするのか、どんな町にし

ていくのかも議論の素材に乗せて、町民とともに考えていく姿勢が行政には必要です。 

③この計画は商業の振興と買い物の場を求める町民の声に応えたものになっていません。 

・いっそうの高齢化を迎える池田町にとって、町なかの買い物の場は死活問題です。それを「行政

は民間の問題に口出しはできない」として町民の暮らしやいのちを守る課題に背を向けるとすれば、

行政の基本的な機能を放棄したと同じことです。 

・町民にとって何が一番求められていることであり、それをどう実現するかについてもっと腐心す
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べきです。単に空き地になるから、空洞化するから町民交流センターで人の流れをつくるというの

は短絡であり、人の流れすらつくれない危険を内包しています。 

・買い物の場の問題は、単にスーパーを誘致すれば済むというものではありません。地元の農業、

加工食品業、菓子業、果物、花卉などの振興と関連づけ全体として地域おこしにつながる方向を指

し示す必要があります。 

④道路、街灯の整備について、策定委員、地元代表、専門家などによる現地調査をふまえ、必要最

小限の整備にすべきです。 

・実際に歩いてみた限りでは、なぜこのような道路整備が必要なのかと思われる箇所があります。 

⑤交付金は基本計画を策定した後に必要なものを申請するようにすべきで、新しい計画は新規の起

債なしですすめることが必要です。 

・現在の計画素案では、町の負担分11億円のうち6億円を新たな起債でまかなうとしています。「そ

れでも健全財政だ」というのはまやかしです。計画的に基金を積み、あらたな負債をつくらないと

いうやり方が後世につけを残さない賢明なやり方です。 

 

（素案に対する提案） 

現在の計画素案についての策定委員会はいったん終了し、新年度にあらためて次のことを基本と

する町の計画を提出する。 

①町によるアップルランド跡地取得を「社会資本総合整備計画」から切り離し、次のように町の財

産として早期に取得する。 

・町の中心部に「商業空間・公共施設」をつくる理念・目的を明確にした上で、「公共施設等建設

特別会計」をつくり、財政調整基金、特定目的基金からこれに必要額を繰り入れる。 

・この特別会計から土地取得費用を支出し、早期に土地を取得する。 

②「社会資本総合整備計画」については、２～３年をかけてじっくり検討を重ね、必要最小限度の

計画として策定する。 

・その際、第1の課題は「跡地」への商業施設誘致あるいは創出であることを明確にする。商業エリ

アを県道から近い場所に設定。その計画については、町民・商工会・JA・地元商店などの意見を十

分に取り入れて練り上げる。 

・公民館、図書館の建て替えについては、創造館など他の公共施設の使い方を併せて検討すること

を条件とする。仮に「新公民館・図書館」を建設するとしても、住民に納得が得られる規模のもの

とし、コンパクトで使い勝手のよいものとする。 

・それらの手続きを踏まえ、国に対し必要な額を交付金申請する。 

・計画の策定、建設・整備計画の立案、細目の検討などにあたってはオープンな委員会を設置する。

またワークショップ形式を取り入れ、参加希望する人は誰でも意見が述べられる場を保証する。な

お、企画会社・設計会社も積極的に話し合いに加わることができるようにする。 

・これらとあわせて、池田町全体の「社会資本整備」の課題について議論を深める。そのための行

政と住民との協議体をつくる。 

③この計画のために、一定期間必要額を特定目的基金として積み立て、新たな起債をしなくても済

むようにする。 
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29 池田町の現状を見ていると、第二の北海道夕張になるのではないかと懸念いたします。私は、こ

こで育ったわけではないですが反対に見えてくる事もあります。子供の姿を本当に見ないですね。 

今、18億3,600万円、町負担11億円の多額の借金で、交流センター（新公民館）が必要ですか？答

えは「 NO 」！です。私たちは反対です。もう、箱ものはうんざりです。今、池田町に必要なの

は若い世代に永住してもらうことですよね。それを今から考えなければ池田町の未来はないのでは

ないでしょうか？ 

それには何が必要か？ 

鉄道のない池田町で若い方に永住してもらうのは容易なことではありません。若い方は給料が安

いので、出来る限り毎月必要な出費は安く抑えたいはずですが、水道代が本当に高い。大町市、安

曇野市の倍の料金です。年間にすると相当な金額に値します。若い世代や年金暮らしには、大きな

出費です。 

後、大糸線に合わせた町のバスの運行です。なるべく待ち時間の少ないように、合わせてあるの

でしょうか？ バス停に駐車場も必要です。 

そもそも交流センターはどういう目的に必要なのでしょうか？ 福祉会館や創造館があるじゃな

いですか？ 見栄をはるほど無駄な事はありません。同じ箱ものなら、収益が見込め雇用を生むも

のを考えるべきです。今の借金は110億円を超えるのに、この無駄遣いは到底容認できません。 

もっと、役場の方は自分の事として取り組んでいただきたいと思います。 

30 町民の皆さんからお聞きしている意見やご要望に基づいて意見を述べさせて頂きます。 

計画の中身をしっかり知っている方々は少なく、話しをすると皆びっくりします。 

ニュースレターだけでは不十分です。総合計画やマスタープランで検討して周知してあるから説

明会は必要ないと言われていますが、これらの計画には具体的な内容は盛り込まれていないのです

から、それを理由にして推し進めないで欲しいと思います。一番必要なのは町民の意見を聞くこと

ではないでしょうか。 

○町中のにぎわい再生 

町中のにぎわい再生のために、アップルランド跡地に地域交流センターと図書館を設置するとし

ていますが、一番求められているのは買い物の場です。アップルランドが無くなって歩いて買い物

に行くことが出来なくなった高齢者や障害者の実態を町はしっかりつかんで計画を立てて欲しいと

思います。 

アップルランドへ買い物に行きおしゃべりをすることを楽しみにしていた人たちが多くいること

を町は知って欲しいと思います。「スーパー仲間」と言っていたそうですが、毎日の生活のリズム

が出来、話しをすることが脳の老化防止にも役立ち、元気でいられたと言っていました。「交流セ

ンターが出来ても買い物するところがないと、困るね」というのが多くの方々の気持ちです。 

○地域交流センターと図書館 

「400席のホールは必要ない。建てるなら今の場所へ」というのが多くの方々の意見です。今ある

公共施設（創造館、福祉会館、多目的、総合福祉センターなど）がどのくらい使われているか、交

流センターが出来たらこれらの施設にどう影響があるかなどの文責も必要だと思います。 

もし建設するなら内容もどういうものにするか、町民の要望や意見を時間をかけてしっかり聞い

て決めて欲しいと思います。図書館も同様です。 

○若者定住住宅 

２階建て10戸の住宅建設を予定していますが、もっと検討が必要と思います。若者定住に重点を
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置くなら、安く入居できる公営住宅を造っていくことが必要です。 

○公民館跡ミニ公園 

ミニ公園を作っても利用する人たちがいないのではという意見が圧倒的です。場所が空くから公

園にとするのは短絡的ではないでしょうか。公園作りも全町を視野に検討すべき課題だと思います。 

○イベントスペース・駐車場整備 

どの場所に予定しているか使い道を明確にするとともに、本当に必要か充分な論議をして欲しい

と思います。 

○道路整備事業 

防災にまち作りの推進のための道路整備と言われているが「アップルランド跡地」に交流施設な

どを建てるためにそこに行くための道路整備になっているように思えます。道路も使いよくつなが

っているとは言えず、見直しが必要です。計画を立てる上で不可欠な、周辺住民への充分な説明も

なされていないと聞いています。もう一度検討が必要と思います。 

31 １、交流センターの建設について 

この施設の必要性を全く感じない。何を根拠にこのような案が浮上したのか理解に苦しむ。真か

ら池田町の将来を、また住民のことを考えているのか疑問。 

・10年後の池田町の人口は？ 平均年齢は？ 

・10年後の池田町の税収総額は？ 税収と支出のバランスは？ 

・交流センターを建設した場合、１０年後までの年次別利用者想定人員は？ また、年次別経費

額は？ 上記項目に答えていただきたい。 

・資料によると交流センターと図書館で8億2,000万円の事業費（国からの補助金は含まれるの

か？）が掲載されているが、高齢化が進む町内住民のことを考えれば、大型箱物を新設せずに既設

施設利用等で住民のためになる（真に住民が求めるもの）事を考えるべきではないか？ 

＜交流センター機能について 代替案＞ 

・町内各地域に集落センター等があり、ここを活用できないか。ここに役場担当者等が定期的に

出向きその地域住民を対象に交流、イベント等を行う。その方が高齢者にとっては参加しやすいし、

行政が身近なものになる。 

・多くの住民が集合する場合は小中学校の講堂体育館あるいは耐震補強を行う総合体育館を利用

する。（目的が異なる施設であるかもしれないが、今の時代、住民の理解は得られる） 

・図書館については、車載して各地区を巡回し利用してもらう。（移動図書館） 

基本的スタンスとして、池田町は大型施設を建設し、そこに住民を集めるのではなく、行政担当

者が地域住民の中へ入って行くというスタンスが必要ではないか。行政を住民の身近な存在にする

ことが、池田町再生の根本ではないか？ 

＜その他提案＞ 

①１０年後は、池田町自体で公共インフラ（上下水道、道路など）の維持管理ができなくなると

予想する。地域の関係業者企業との連携による地域のインフラ維持を今から考えるべき。 

②産業、企業がなくなると雇用にも影響する。しいては若年層が定住しない。行政が地域企業を

育てる姿勢、施策が必要。 

③松本市、安曇野市へのアクセスが良くなることにより、住民の緊急医療体制（安心）が確立す

る。併せて通勤時間短縮により松本市、安曇野市のベットタウン化する。その意味で松糸道路の建

設は待ったなしの課題。 
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④天の恵みであり世界遺産にも匹敵する北アルプスが展望できる。これを再認識し恵まれた自然

を池田町再生に生かすためには、町内を農業地域、居住地域、観光地域、工業地域などに再度見直

しすべき。すでに策定済みといわれるかもしれないが、時代は大きく変化している。農業生産に適

した地域を宅地化し（しかも町から補助金まで出して）農業生産に適さない地域とまちなかを荒廃

させている。「池田町一農場」を目指すには、どこか基準がぶれているのではないか？ 

北アルプスの存在を考慮すれば、展望のきく農業に適さない地域を宅地化すべき。併せてまちな

かの個人所有地を流動化させ若年者に供給すべき。ここに補助金を投入すべき。 

⑤町民の多くは行政に対しては素人であり、池田町の活性化を推進するには町職員の頭脳を最大

限活用すべき。その意味で町職員に営利企業、外国研修などを体験してもらい「池田町を再生する」

という意識を持って積極的に行動してもらうことが必要ではないか。 

以上、私が生まれ育ち今も生活する池田町の現状にかんがみ提案させていただきました。 

32 １．意見の要旨 

 今回提示された素案はいったん凍結し、再度町民との共同作業で町の活性化を図る計画として作

り直すことが必要だと考えます。 

素案は「交流センター」の建設で町の課題解決が大幅に前進するような印象で描かれていますが、

今池田町が現実に抱えている課題との関係は必ずしも明確ではありません。 

特にアップルランド跡地への「交流センター」建設を中核的な事業としているにも関わらず、同店

撤退後の買い物弱者対策がほとんど盛り込まれていないことは疑問を持たざるを得ません。最初に

「交流センター建設ありき」を思わせるものです。素案が課題と掲げる「まちなかのにぎわい」や

「観光振興」、「耐震化」などはそれぞれ必要性のあるものでありますが、それぞれが新しい建造

物がなければ解決できないわけではありません。安易に「交流センター」建設に流し込むのではな

く費用対効果の検証が必要です。特に「町民や観光客の回遊性向上」などはスローガン的な表現と

してではなく、具体的な有効性の検証が必要だと思います。 

総じて計画自体が拙速の感を否めません。 

この素案にしめされた町独自の必要財源は11億円です。池田町が抱える問題解決を多くの町民に参

加してもらいながら考えるに十分耐える金額のように思えます。 

２．個別の項目について 

１）「にぎわい」の再生 

 素案では「交流センター」での各種イベントで「町民や観光客の回遊性を向上させる」としてい

ますが、具体的にどのようなイベントを想定しているのでしょうか。率直に言ってわざわざ多数の

人が来場するようなイベントを何回も続けて実施ことは難しいと思います。また、イベントに参加

した人が「まちなか」の「回遊」へ流れ、さらに「消費」へとつながることは「まちなか」の現状

では多くは望めません。街路灯整備や2000万円程度の「活性化支援事業」補助では大きな効果がで

るとは思えません。さらに、今図書館や公民館を利用している人たちが、新しい場所になったから

と言って「回遊」するとも思われません。 

道路は主に「交流センター」と関連したアクセス道路整備や通学路整備として計画されていますが、

同センター計画の見直しと連動し再検討されるべきです。 

若者の定住は切実な課題ですが、街中へのマンションタイプの住宅建設は、今問題となっている街

中の空き家問題の解決につながらず、かえって増加につながる懸念もあります（もちろん他所から

の流入もあるが、街中の古い家からの移転による新たな空き家発生も考えられる）。 
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２）観光振興支援 

この項目では「サイン」の設置、公民館跡地の公園化、文化財資料館整備、町道整備があげられ

ています。このなかで、資料館の整備はこの程度の予算では中途半端なものに終わり、特に集客力

のあるものになるとは思えません。いろいろな町で見かける「民俗資料館」などの現状をみれば十

分に推測できることです。町道整備は前項でふれたように、主に「交流センター」へのアクセス道

路であり、観光客が町内を回遊することを目的にしてはいません。 

 

３）防災、環境配慮 

素案で上げられている耐震等の防災対策や環境に配慮した町づくりは必要なものではありますが、

前述のように「交流センター」の建設（したがって公民館跡地も）がなければ解決しない問題では

ありません。必ずしもセットで論議する必要はなく、それぞれ効果的な方法を検討すればいいこと

です。もちろんその中には移転・新築がもっとも効率的であるという可能性もあるでしょう。 

 

３．提案 

今回提示された「素案」について懸念される点を挙げさせていただきました。先に指摘したように

拙速の感は否めません。計画の再考をぜひお願いしたいと思います。 

以下に街中の再生について２，３の提案をさせていただきます。合わせてご検討ください。 

①「高齢者」を対象にした事業の展開 

町の活性化というとすぐに若者の定住や観光客の誘致、企業誘致等が上げられますが、現実の人口

の多くをしめ、この町で生活しているお年寄りの需要を満たす事をもっと考えるべきです。お年寄

りも消費し、手助け（介護保険対象の介護だけではありません）を必要としていることはたくさん

あります。これは別の言い方をすれば「需要がある」ことです。これに見合ったことを事業として

展開できれば、仕事が生まれ、人が定着し、といった循環ができることになります。 

アップルランド撤退はこの問題をクローズアップさせました。その対策で有志の方が行った「晴れ

るや市」のにぎわいは象徴的です。生鮮食品をはじめ毎日に暮らしに必要なものを求めているお年

寄りは大勢います（町別の人口や高齢者率等から見れば旧池田町地区でも1000人を下らないのでは

ないでしょうか）。需要に見合った規模のミニスーパーなどの展開を模索すべきではないでしょう

か。日常的な買い物の場こそ「にぎわい」の中核です。 

店を買い物の場としてだけとらえるのではなく、町の人達の自然な出合いの場所ととらえることも

大事です。「買い物のついでにおしゃべりをして帰る」ことはお年寄りの孤立化や引きこもりを防

ぎ、健康を維持する点でも大きな効果があると思います。イベントをする交流センターよりも「買

い物をしておしゃべりをする」市場な場所の方が「にぎわい」にふさわしいと思います。そこにい

ろいろなサポート機能を設置すればお年寄りには便利な場所になるのではないでしょうか。 

このような機能を付加することで町の予算を投入し商業施設の立ち上げを支援することも可能にな

ます（例えば、改修費用や共通する経費を町で負担するなど）。 

お年寄りが来ることで活性化しているいい例は東京の巣鴨です。「池田町の巣鴨銀座」という発想

はありうると思いますが。 

① まちなか」の観光振興と定住住宅・空き家対策等 

素案のように新規の「資料館」などを作るのではなく、今の古い街並みそのものを「博物館」化し、

観光資源化する方が魅力的ではないでしょうか。もちろん町全体を一気に整備することは困難だと
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思いますが、一区画を集中的に整備することは可能でしょう。これをまちなかの空き家対策や若者

定住住宅（空き家の改修を柱にする。そうすることで景観にあった外観への変更も一緒にできる）

と合わせて考えれば効率的です。さらに道路整備の費用を「まちなか」に残る小路（古い家並や祠、

道祖神などがある）整備に使えば、ゆったりと回遊する散策路も考えられます。ところどころに由

緒や昔の様子を伝える情報版などを設置すれば独立した「資料館」よりも効果的で経済的ではない

でしょうか。 

 

以上の提案は具体的な計画や裏付けとったものではありません。すでに検討済み、または試行ず

みのこともあるかも知れませんが、今後の検討をするうえでの問題提起とさせていただきました。

参考にして頂けたら幸いです。 

33 １ 計画期間：白紙にして検討しなおす。 

２ 目標・設定の根拠：「池田町をどのような町にしていくのか」という将来像を町民全体で合意

形成する過程をもっと大切にすべきである。町づくり＝町中のにぎわいづくり…という考え方に疑

問がある。 

３ 若者定住の促進：住宅対策もさることながら「働く場」の創造が必要不可欠だと思う。将来ビ

ジョンの具体化の進行状況を知らせてほしい。 

※この計画自体、白紙にもどして検討しなおすべきと思うが、計画の中で特に次の内容については

反対 

「道路整備」 

まちなかのにぎわいを再生⇒交通事故の増加の心配⇒安全確保のために道路整備という考え方に

は無駄と無理がある。 

「地域交流センター、イベントスペース」 

どのようなイベントを想定しているのでしょうか？町の内外から大勢の人が参加してみたくなる

ようなイベント事業を町単独で継続実施するのは困難だと思う。現状のようなイベントを想定して

いるなら現存の施設の活用をはかることで十分ではないか。 

「文化財資料館整備事業」 

どこにでもあるような「文化財資料館」を作っても見学者や後の活用もほとんど期待できないと

思う。建築費・のちの維持管理費等負担になるだけなので実施しない。それより町中を歩いてみた

くなるように整備したらどうでしょう。 

34 ●公民館など町民は望んでいない。この計画は全く民意からかけ離れている 

私は現在二丁目の町内会長です。町内会長とは二丁目独自の制度で、自治会と祭事を統括する役職

である。このような立場にあることから、署名を求めながら、今回の計画について二丁目102戸のほ

とんど全戸（3月10日現在9割以上）を回ってご意見をお聞きした。署名を留保されたのは３軒のみ

で、他の方々は積極的に署名に応じていただいた。じつに90％の方々は、次のように考えておられ

る。 

・ 現時点で公民館など無駄なハコモノは不要である。 

・ 現公民館が老朽化して使えないというなら、福祉会館など既存の施設を活用せよ。 

また、多くの方が身近な場所に日常の要望に応えられる買い物の場を求めておられる。 

二丁目は、池田町内の特殊な場所ではけっしてなく、平均的な町内でしょう。したがって池田全町

のおおよその民意は二丁目の住民の反応で推し量れる。 
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つまり、この事業計画の中核である交流センターを大部分の町民は望んでいない。この計画は全く

民意からかけ離れている。 

●アンケート結果のすり替え・欺瞞の論理 

この事実は、町自身が行ったアンケートでも明らかである。 

アンケートの8割は、中心街に活気がないと答えている。中心市街地を魅力的にしていくための方策

として、第1位は空き店舗対策であり、公民館等を上げている答えはわずか10パーセント。複数回答

であることを考慮すれば、ほとんどの町民は公民館等の建設を望んでいない。二丁目の住民の反応

とほとんど変わらない。 

このようなアンケート結果をニュースレターには一切掲載せず、 

・ 現公民館･図書館は需要に応じる広さがなく、しかも老朽化して使えない。（しかし、これ

とて耐震診断した結果なのか。公民館の老朽化は事実であろうが、図書館はどうなのか。補強した

ら現公民館･図書館はしばらくは使用できるのかどうか、一切の説明がない） 

・ アップルランドが撤退したあと、代わりに入る商業施設はない。（この説明はニュースレ

ターにも町の計画素案にも掲載されていない。私が2月1日、町長から直々にお聞きしたことである。

町は商業施設誘致のためにどれほど努力したのか） 

・ アップルランド池田店跡地を空白のままにしておけば、人の流れが途絶える。 

などの理由により、にぎわい創出のために、交流センターが必要であると結論付けている。 

ニュースレター№1によれば、 

アンケートの80パーセントはが「池田町の中心街に活気がない」と答えている。しかも町民は活気

＝商業の活況ととらえているとは町のアンケート結果の分析である。町民は中心街に商業の活気を

取り戻したいと願っているのである。 

ところで「活気のない理由」として第1位の回答が「人通りが少ない」である。 

ニュースレターでは、このようなアンケート結果から、 

◎にぎわい再生→人通りを多くする→交流センターで人の流れをつくる 

と「にぎわい＝商業の活気」を「にぎわい＝人通りをつくる」と勝手に論理のすり替えを行い、ア

ンケートでは下位の要望である「公民館」により人の流れを作り出してにぎわいを創出するという

のだ。まるで子供だましの詭弁で町民を愚弄しているのだ。 

●この計画は役場内部でさえ、十分に検討されたものではない 

総務課から、この１月に戴いたこの計画に関するすべての資料とニュースレター№１＆２を読んだ

うえで申し上げる。 

この計画は、おそらくアップル閉店が町長に伝えられた夏以降、わずか数ヶ月余りの間に大慌てで

作成されたものと推測される。 

しかも総務課のみならず役場の関係部署が集って検討されたものでなく、総務課企画係長一人に担

当させ、企画立案はほとんどすべてコンサルタント会社に丸投げされたものであろう。 

池田町の将来に甚大な関わりを持つこのような大事業は、少なくても３年以上の時間をかけ、町民

および役場･議員による真剣かつ綿密な討議・検討のうえに進められるべきものである。 

しかるに役場の中でさえ論議を尽くされた計画策定でないとなれば、この計画は白紙に戻すほかな

い。 

●中心街衰退の原因究明が徹底してなされていない。これでは、中心街再生のための計画立案は不

可能である。 
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この計画を立案する理由、根拠に一貫したすじ道（論理）がなく、町民を説得するだけの内実と力

に欠けることに、落胆を越えて絶望感すら覚える。 

このような杜撰（ずさん）、かつ、いい加減な論拠のもとに、池田町の将来を左右する大事業計画

が進められていることへの危惧ゆえに、この計画は振り出しに戻すほかないと断ぜざるを得ない。 

この計画の立案理由の第１は「中心街・町なか再生」である。 

再度、確認しておこう。町なか再生とは、商業の活気を取り戻すことである。 

池田商店街は池田鉄道を敷設して失敗した当時から今日にいたるまで、衰退の一途を辿っている。

空き店舗の現状を見れば一目瞭然である。 

このような現状にある中心街に、にぎわい＝商業の活況を創出することがいかに至難の業であるか

を、町はまともに考えたことがあるのか。 

池田の中心街に、にぎわいを取り戻すことなどほとんど不可能（しかし、100パーセント不可能では

ない！）であるという冷徹な現実に立ち、そのわずかな可能性を現実のものとすべく、町民ととも

に方策を真剣に模索することこそ、計画立案の第一歩であろう。 

具体的に指摘しよう。 

衰退の理由に、町はモータリーゼーションへの対応の遅れや郊外型大型店の進出を上げている。た

しかにそれも一因であるが、衰退の理由は、 

・ 商店自身の商品開発の意欲の欠如 

・ 商圏拡大の努力の欠如 

・ 町民の地元商店街への愛着の欠如。言い換えれば、町を自分たちが盛り立てて行こうとい

う気持ちの欠如 

・ 町が町づくりに真剣かつ積極的に取り組んできた実績がない。 

などさまざまに挙げられよう。要因について、商工会ならびに町民（必要ならば専門家など）を交

え、徹底的に分析･究明すべきである。そうした徹底した分析･究明をしたうえで、衰退を食い止め、

さらににぎわいを創出する方策を考えなければならない。この理由からも、この計画は白紙に戻す

べきである。 

●事業費積算の根拠がおかしい。事業費を余りに少なく見積もり、財政上の問題を隠蔽しようとい

う意図があるのか 

以上のように、まずもって大事業を進めるうえで基本となる作業がなされていない以上、以下の指

摘などやっても無意味･徒労である。しかし、町との対話の途を閉ざさないためにもあえて列挙する。 

      

計画素案にも記しているように、この計画は松川村のすずの音ホールを参考にしたものである。 

すずの音ホール建設費 2,038㎡  624,700千円 

池田町        1,650㎡  670,000千円 

すずの音ホールには土地取得費は含まれていない。（調査済み）アップルランド池田店跡地の買収

費は1億円（2億円という議員もいる）と言われている。 

ホール収容人数は、すずの音の250席に対し、池田町は400席。150席余分であるのに、交流センター

の規模は松川村より400㎡小さい。理由は？規模は多少小さくとも400席のホール建設には松川村よ

り事業費が何割も増えることは明らかである。 

つまり池田町の事業費は、松川村に比して、土地取得費だけでも1億円以上少ない。 

図書館建設費もおかしい。 
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すずの音ホール 871㎡  267,700千円 

池田町     600㎡  150,000千円 

池田町が松川村より271㎡も少ない規模である。いかなる理由からか。図書館新築の理由として、ニ

ュースレターでは「現在の広さでは対応できない」と記しているではないか。松川村より図書館の

規模が小さい理由･根拠を述べよ。松川村でさえ、図書館が狭いという住民がいる。少なくとも松川

村と同規模として考えるのがすじ道ではないか。 

面積が少ないとしても、松川村に比べて事業費を1億6,000万円以上少なく見積もっている。こうし

た矛盾をどう説明するのか。 

つまり、町は事業費を相当に少なく見積もって、財政上の問題を隠蔽しようという意図があると指

摘されても止むを得まい。 

●無駄が多すぎる 

そもそも、現在、池田町には公民館、多目的ホール、創造館、福祉会館、美術館など既存の施設が

ある中で、それらの施設をどうするかを示すことなく、「にぎわい＝人の流れを作り出す」という

欺瞞の理由を挙げて交流センター建設を正当化しようとしている。町民の多数は、新たな施設建設

を無駄だと考えている。 

弓道場移転新築も無駄である。総合体育館に通じる道路は現在建設中の高瀬川堤防道路からの取り

付け道路で十分対応できる。 

●道路整備にも問題がある 

計画に示された道路整備は余りに小手先の計画で、市街地再生にはきわめて不十分。町民、商工会

などの意見を聞いて一から再考すべきである。 

●提言 

この計画は、アップル撤退後の跡地を町から買い上げてもらうよう内密の持ちかけがあり（2月1日、

町長との話し合いでは、町長はそのように説明された）、すずの音ホールやみらいの先行例を参考

に、「町なか再生」という題目のもと、国からの交付金を利用して社会資本整備計画なるものを思

いついたものであろう。 

中心街を再生したいという町長の気持がわからないではない。しかし、福祉会館などの既存施設が

それほど使用されないまま複数存在する現状では、公民館等の建設は町民の支持を得られないとい

う常識的な判断を 

誤った。思いつきで町づくりができるなど幻想にすぎない。 

町長は、すずの音ホールの活況を夢みたのであろうが、交流センター建設に当っては町民が自らが

計画に参加しな町民が進んで施設を利用することなど期待できない。池田町の現実から余りにも遠

く離れた幻想でしかない。 

中心街の活性化は、きわめてむずかしい。しかし、町の将来を考えればどうしても取り組む必要が

ある。大事なことは、町民が参加しなければ町づくりはなしえないことを理解したうえで、慎重か

つ綿密なプロセスを考えなければならない。 

策定委員会を立ち上げ、議会に説明し、町民にもニュースレターを配布した現時点で、振り出し地

点に引き返すことはまことに勇気を要することである。 

しかし、このまま突き進めば、最終的に議会の反対により計画実行（予算化）の段階で反対されて

立ち往生することは目に見えている。町の内外から、池田町史上最低の愚かな町長という烙印を押

されないためには、勇気を持って引き返すほかない。汚名挽回のチャンスである。 
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アップル跡地の買取の是非を含めて計画を白紙撤回し、再度仕切りなおして町づくりに取り組むた

めの提言を以下に示す。 

 

◎マスタープランにもとづき、国からの交付金を活用してこれからの町づくりを具体化するに当た

っては、木曽町の例を参考する。少なくとも100人程度の公募委員により、まずは町づくりのグラン

ドデザインについて少なくとも一年以上かけて討議し、その後グランドデザインを実現するための

方策についてさらに年数をかけて討議する。計画策定には最低3年間を要しよう。 

どのように町づくりのプロセスを進めるか、公募委員制度をいかにつくるか、など町にアドバイス･

協力する用意はあります。 


