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第４回公共施設再配置計画策定検討委員会 会議録 

 

１ 日   時  平成２６年９月１２日（金）１９：３０～２０：５３ 

２ 場   所  富士川町役場本庁舎 第 1会議室 

３ 出席委員数  ２０名 

４ 議   事 

 

 ① 施設の更新費用について 

  

 ② 整備方針（案）について 

   Ｍ委員 ： これまでの会議の中で触れられていたが、町内の施設はかなり老朽化している

ということもあり、いずれ統廃合していくことは確実だと思う。そうした中で、

この整備方針案は、ある程度、私も納得で、このとおり行って良いと思う。 

例えば、行政施設は役所のやるような施設で、この中でいうと本庁舎、分庁舎、

保健福祉支援センター、上水道事務所など、役所仕事をする所は一カ所にまとめ

る括りにする。また、人が集まるような施設では、例えば文化ホール、町民会館、

鰍沢福祉センターなど、同じような活用方法ができる施設を一括りにし、スポー

ツ施設でもプールなどを一つの括りにして検討すれば良い。行政系施設は一カ所

に集中して整備することが良いと思う。鰍沢分庁舎の窓口業務は、低い利用状況

である。 

こうした現状からも、行政系施設を一カ所に集中し、高齢者や足の不自由な方

などへの交通網などをしっかりと整備していけば良いと思う。 

Ｇ委員 ： 私も、この解決策から整備方針案には、ほぼ賛成です。しかし、細かい所が、

ちょっと気になるような所がある。 

例えば、保健福祉・社会教育系施設の所で言うと、町民会館の中央公民館機能

及び一部の生涯学習機能は、鰍沢福祉センターで行う。図書館機能は耐震性のあ

る公共施設や民間施設への移転を含めた利活用を検討する。ここでは、図書館機

能の具体的な案が出て来ない。そうすると、生涯学習機能と図書館機能を離す形

になってしまう形となるので、ここがちょっと心配だなと感じている。 

次に、鰍沢福祉センターは、国有地を借用している部分があるため、これを購

入するとの案が提示されているが、借用している方が安いから良いという話を聞

いた覚えがあるが、購入する方が良いのか、このまま借用している方が良いのか

を検討する必要があると思う。 

私は、ほぼ、この案に対しては、これで良いと思う。ただ、分散する機能を、

もう一回整理する必要があるということは感じる。 

事務局 ： 図書館機能は、まだ、どのようにしていくかという段階で、いずれにしても、

これらを土台に、教育委員会の方で図書館整備について検討して頂くということ

で、この辺で留めておいた方が良いと思う。 

国有地については、今後、駐車場というような形態で借用していくと、借地料

が高くなってくると聞いている。現在、プールについては、学校プールというこ
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とで借りているので、借地料については検討していかなければならないと考えて

いる。購入した方が、今後の使い勝手、また、防災機能ということで検討も必要

となるので、購入を検討して行ければと考えている。 

Ｂ委員 ： 解決策としては、本庁舎を建設ということになれば、ほとんどをクリアしてい

くと思う。 

今、本庁舎は耐震性もなく、バリアフリーの対応もない。あと１２年経てば建

替えの時期が来るということだが、それまでの間は、恐らく改修をしなければ使

えない。使えないということになると改修することになるが、その改修の費用は、

恐らく建替え費用の７０～８０％は十分掛かると思う。それで使い勝手が悪くな

るということになってくる。 

やはり、住民のサービスを良くするのであれば、一カ所で全部の用事が足せる

ということを望んでいると思う。そうすれば、保健福祉や水道の事務処理、社会

教育などの事務処理を一カ所に持ってくることになる。町民会館は、耐震性が無

くて危ないと言われているので、そのような機能を必要であれば、新庁舎に付属

棟を足して、皆が使える会議室や、図書館機能を備えることで対応できるのでは

ないかと思う。 

事務局 ： 整備方針に出させて頂いた意見と同じように承っている。何れにしても、庁舎

建設については、検討委員会を開催し、どのような庁舎にしていったら良いのか、

行政機能をどこまで集約していくかということも、その中で検討させて頂く。今

後は、この整備方針に基づいて、詰めていく格好になっていくことと考えている。 

   Ｏ委員 ： 一点お聞きしたいが、大きな災害があった時に、皆さんが避難する場所として

は、どういう所を考えているのか。 

事務局 ： 災害については、災害マニュアルがありまして、その中で、それぞれの避難場

所、避難地が決められているので、これらの施設を再整備した中で、改めて避難

場所等が変更となって来ると思われる。町民会館については、避難場所にはなっ

てないかと思う。 

Ｏ委員 ： いいえ、なっています。 

事務局 ： それについては、変更になって来ると思う。 

Ｏ委員 ： 町民会館は避難場所になっていて、今年の２月の大雪の時にも、帰宅困難者が

施設内にある畳の部屋を利用して何日も宿泊した。こうしたことからも、旧増穂

町の中心でもあり、そういう意味では、町民会館は耐震工事がしてないので危な

いが、あれを解体して２階建て位の建物を整備し、図書館や避難可能となる畳の

部屋のあるような施設にして頂きたいと思う。 

事務局 ： ご意見として、お伺いさせて頂きます。計画策定５原則の中でも新たな施設は

…ということも示しているので、それらの議論については、本庁舎の中で代替が

可能かどうかなど、検討させて頂きたいと考えている。 

   Ｎ委員 ： 鰍沢の分庁舎は、先程、Ｍ委員が余り行く人が少ないという話をしていた。確

かに今、検討していて、証明書を何人位取りに来たのか、何件あそこから証明書

が出ているのかということを議会の方でも検討している。ただ、分庁舎に来る人

がいるということを考えた時に、デマンドバスの拡充等による利便性向上を検討
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するということで、直接、本庁舎の方に来て用事を済ませれば、その中で、ワン

ストップで色んなことができる機能を持たせますということだと思う。 

遠い将来ですか、近い将来でしょうか、ナンバー制度が普及し、例えば、コン

ビニで印鑑証明書などを取れるような時代になっていき、その機能がどんどん増

えて来ることが想定される。こうした中で、私には抵抗があるのですが、この先

１０年、２０年経った時には、自動販売機みたいな感覚で色んな証明書が取れる

ということが私にも考えられる。 

そうした時に、ちょっと心配になったのは、分庁舎で大丈夫なのかなと思った

が、そういうことを考えた時に、本当に、今、ここ何年という問題ではなくて、

これから１０年、２０年先に、今の世の中がどんな形に、物事がなっていくのか

なと考えた時に、本当にそれが機能できるようなことも含めて、分庁舎は、もし

かしたら本当にいらなくなる可能性はあると思う。 

ただ、今の時点で利用している人がいるので、そういう所の配慮をしっかりし

ていかないと非常に反発をかうので、そこら辺は、検討して頂きたいと思う。 

事務局 ： 今の意見ですが、分庁舎については、また、機能については検討させて頂きま

すし、ここにありますようにデマンドバスの拡充や、現在、町でも証明書の宅配、

夜間の交付などもしている。こうしたサービスもあるので、それらも含めて検討

させて頂きたいと考えている。 

   Ｂ委員 ： ここに鰍沢福祉センターとプールの件があり、ここに嘆願書もあるが、鰍沢福

祉センターをどうするか。どっちを活かすかというようなことだと思う。 

プールを活かすのか、福祉センターを活かすのか。福祉センターは耐震性があ

る。耐震性があって、防災機能の拠点であるのであれば、駐車場も必要でしょう

し、災害時のテント設営場所としても必要となる。私も知っていますが、今の状

況では恐らく、地下にしか駐車場が無いということであれば、ここにあるように、

プールを駐車場として整備するということであれば、嘆願書もあるが、この辺を

良く検討して頂き、納得できるような整備をして頂きたいと思う。 

 

 ③ 意見交換（全体を通して、施設分類ごとに意見交換） 

 【行政系施設】 

Ａ委員 ： これまでの検討委員会の中で、行政機能を集約するということだから、本庁舎

を作って、町民会館を解体して駐車場にする。本庁舎の建設計画とすれば、ここ

へ、それとも…、まだ、分からないと言うことなのか。資料の解決策では、本庁

舎、南別館、東別館を解体し、駐車スペースとすることも含めて検討とあるが、

どこに建てるのかは分からないと言うことなのか。 

   事務局 ： こういう結論、整備方針を出させて頂いた中で、今後、庁舎の建設検討委員会

というようなものを立ち上げて、今度はこれに関しての検討を進めていきたいと

考えている。ここにも書いてあるように、この周辺が、一番適地ではないかとい

うことも含めて、この整備方針を出させて頂いている。 

   Ｐ委員 ： 私は、まったく素人でありますから、よく分からないのですが…。私が推測す

ると、本庁舎の計画では、１０年後には建替えが必要ということであり、かなり
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の予算が掛かると思う。その必要となる予算については、役場の課長さん以下、

職員の方がプロであるので、どのように予算を…、起債をするのかなど、どのよ

うに予算を組立てるかということだと思う。恐らく、課長さん方が、最も知って

いるのではないかと思っている。 

まず、本庁舎をどのような規模で、どのような計画で取組んでいくかというよ

うな基本的なものを作って頂き、そういう構想の話をしてもらって、本庁舎をど

のようにするのかは、個別の検討委員会へ提示して頂ければ良い。まずもって、

私は本庁舎の計画について、もうちょっと具体的な話を進めて頂いて、それを基

に、どのように他の施設をまとめていくか…というような話にした方が、私は宜

しいような気がする。 

本庁舎は、恐らく大きな予算が必要でありますが、それを作るのには、どのよ

うに予算を作るのかは、まったく我々は素人でありますから、よく分かりません

が、私はそうした方が、皆さんにも分かりやすいのではないかというような気が

致しましたので、参考まで申し上げさせて頂きました。 

   事務局 ： 本庁舎の建設や予算等を含めてのご意見ですが、まだ、整備方針が決められて

いない段階で、このような施設でというようなことも、ここでは言えない。 

今後、この整備方針を基に、予算的なもの、建設年度、内容等を検討させて頂

くことを考えている。今回の資料で提示している更新費用の計算の中にもありま

すが、本庁舎では７億７千万円という金額になりますが、現時点では、どの位掛

かるかというのは分からないので、整備方針を決めて頂いた後、今後の検討委員

会の中で検討し、進めさせて頂くということで、ご承知頂きたいと思う。 

   Ｐ委員 ： ちょっと言い忘れてしまいましたが、恐らく課長さん方は専門でありますので、

色々な情報を掴んでいると思う。本庁舎をどうするのか、どのようなのが良いの

かというのは、他の市町村の構想と言いますか、どのような機能があって、どの

ようにやっているのかというようなものも、恐らく、私がそんなことを言う前に、

課長さん方、職員の方は、かなり調査は進んでいるのではないかと思います。 

そういう面で、他の市町村の庁舎も参考にされ、他の市町村はこうなっていま

すということを、真似をしろということではないのですが、大いに参考にすべき

であろうと思っています。私は、先程申し上げましたように、ある程度のものを

提案してもらって、そして、周辺の施設をどのようにやるかという意見を求めた

方が、町民にも分かりやすいような気がします。 

また、反面、色々と難しい問題も出て来るのではないかというご意見もあるか

も分かりませんが、私は、このように思っていましたから、発言をさせて頂きま

した。 

   Ｎ委員 ： ちょうど今、議会中であり、平成２５年度の決算を審議している。その中で、

色んな施設の維持管理費がそれぞれ出てきている。例えば、プールの監視員。二

つのプールの監視員で、ワンシーズンで４１２万円位の予算が掛かっている。そ

れを一つのプールにしたならば、そういう所の経費はどうなるのかとか。あるい

は、分庁舎を維持管理するのに、年間いくら、教育文化会館も年間いくらと分か

っている。 
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でも、そういうものが新しくなった時に、ここに集約されることで、こんな風

になるというような、ある程度のものが数字的に出て来ると、もうちょっとイメ

ージがつき、分かりやすくなると感じている。ここで、解体する、維持管理費は

掛かりませんと言った時に、どの程度、経費的に浮いて、その分がこうなるとい

うようなことが分かるようなものが少しでもあれば、また、提示していただけれ

ばと思う。 

   事務局 ： 維持経費については、第３回検討委員会で、予め利用状況と維持管理費を、そ

れぞれの施設ごとに出させて頂いた表を見て頂きたいと思う。 

決算の中で出てきた数字と、事務局の数字の拾い方の違いで、多少違っている

かも知れないが、これが各課と話をした数字になっていると思う。 

先ほど言われた、プール等についても、やはり委託料、人件費の方が上がって

おり、監視員なんかが、段々厳しくなってきているので設置数も増えてきている

ようなことがある。 

   Ｎ委員 ： 見れば、あったなというような感じがする。どういう意味で、これが先に出て

いるのかということが、ここを見るとやっと、こことここをくっ付けると、こう

いう感じになるんだなと分かるので、よく分かりました。ありがとうございまし

た。 

   Ｆ委員 ： 今回、整備方針が提示され、前にビジョンが、町の方のビジョンが見えないと

いう話をさせて頂いて、せいたら言って、なんて気もしていたが、初めて、色々

な意図が見えてきたという風に感じている。 

この行政系施設の中では、先ほどから話が出ていますが、分庁舎をどうするか

ということだと思う。前回の資料の中に、住民票、諸証明、税務等の交付の件数

が１日あたり何件であるという数値は出ていましたが、例えば、この前も私ども

に話があったのですが、猿が出て困るとか…、そのような相談事の件数というの

は、ある程度、分かりますでしょうか。何かと言うと、そのような相談がある限

り、何か総合窓口みたいなものが…、何課、何課ではなくて、１カ所で全ての相

談に応じます。前回そういったお話をさせて頂いたんですけれど、何かそんな風

な窓口を一つ考えられないか。 

生徒数が減って、教室が空いていることもある。こんなことを言うと教育委員

会の方で叱られるかもしれませんが、教室を一つ借りて行政窓口を作るとか、何

かそんな風なものもできたら良いと思う。 

   事務局 ： 庁舎の検討の中では、そういったことも出て来ると思う。猿とか道とかについ

ては、担当課がありますので、そちらの方に行って相談はしているかと思う。 

また、旧増穂の方についても、鳥獣害などについては、分庁舎の農林振興課へ

行き、相談をしていると思う。これらのことを本来的には、一つの所で出来るよ

うになれば、効率的になるということで、案を出させて頂いている。 

   Ｆ委員 ： 猿というのは一つの例でありますが、何かの相談事などが出た時に、住民は役

場へ行って相談することがあると思う。そういう時に、この課はここだから、こ

の課はここだからというと今みたいに大変になって来る。 

例えば、それを全部引上げてしまった時に、何も無くなるのではなく、この窓
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口で相談に応じますというような所が１カ所あると住民としたら良いだろうと

感じている。 

   事務局 ： その辺のことについても、検討をさせて頂きたいと考えている。 

   Ｌ委員 ： 今、色んな話を聞く中で、抽象的な言葉になりますが、施設を統廃合という中

で、やっぱり人と人との繋がりをどうもっていくか。人と人との繋がりが出来る

ような仕組みになるのか。そういう風な発想が建物を作るときに、利便性という

言葉になる。ここで言うと、デマンドバスの拡充など利用者にとってとあるが、

人と人とが結びつくような、今のような総合窓口というような表現になる。それ

がないと、結局、制度を作っても利用者が…ということになると思う。 

万人に、全ての人に上手く賛成してもらうことは中々難しい面があると思うが、

少なくとも、これから人口が減少していく時に、防災の発想ではありませんが、

自助を一番先に言われ出しました。自助、共助、公助…、やっぱり共助となる時

に、繋がりがなければ、それができないわけです。それと同じように、施設とい

う建物ですが、人の繋がりをどんな風に作るための施設なのかというような発想

があっても良いのではないかと思う。 

前回、委員さんの方から発言がありましたが、今、統廃合ということでは、現

状で耐震性のある施設を有効利用できないだろうか。先程、空き教室の話があり

ましたが…。今日、生涯学習機能という話がありましたが、そもそも生涯学習と

いう観点に立って、色んな施設を考えるということも必要なのかなと考えている。

機能面というと図書館ということも入ってくるが、生涯学習という感じに考え、

例えば学校に持ってくるということで、先程の空き教室の話に行くのではないか、

そういう考え方も一つあると思う。 

   Ｅ委員 ： 分庁舎が廃止、解体と先程から出て、無くなるのは寂しいと思いますが、無く

なった時のことを考えると、その裏には鰍沢小学校と鰍沢中学校がある。前から

思っていたが、小学校の正門の所に細い道が通じているが、何となくあれは正門

でなくて、裏道の東川から入る方が正当な道という感じがしていた。 

その分庁舎が無くなるとグラウンドや校舎が広く垣間見え、子供たちの声も、

もっと街の方にも響いてくるのではないかなというイメージが沸いてくる。そこ

が解体して更地になった場合にも、その学校のために有効利用ができるような場

所になってもらえば良いと思う。 

   事務局 ： 参考にさせて頂きたいと考えている。 

 

 

【保健福祉・社会教育系施設】 

   Ｂ委員 ： 先程も出ていましたが、本庁舎へ移転できるものはする。事務処理ができるも

のはする。町民会館のことも先程から出ていますが、鰍沢福祉センターには和室、

調理室もあるし、耐震性もあるということで、そっちの方で対応することもでき

ると思う。 

また、会議室のような機能は、先程、私も言いましたように、本庁舎に併設す

ることにより、分棟ができるようになれば、カバーできると思う。今、町民会館
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が使い勝手が良くて使っているから、どうしても拘ってくると思うが、使える所

は使える。 

先程、Ｆ委員が言っていたように、機能的なものは、どうしても分庁舎でなく

ても、同じようなものであれば、そこを使えれば使うという意味で、このような

方針を出していると思う。横との繋がりや色んな所の町のものとも比べると思う

が、その辺の詳しい所は、僕はこの場じゃなくて、個別の検討委員会で話し合っ

てもらって、良いものにしてもらうことが良いのではないかと思う。 

 

 【社会体育系施設】 

Ｅ委員 ： 社会体育施設の体育館とグラウンドはリニアルートに掛かるので、やっぱり 

早急にやるべきことだと思う。既存のグラウンドや体育館を最大限、有効利用 

をすることを考えた上で、町民のためにどんな規模で、どんな場所に配置し、 

どんな使い方をしていくかということをしっかり考えていくことが大切だと思 

う。 

それで、これはまだ、細かく決められないことですが、中部横断道の増穂イン

ターや甲西バイパス、フォレストモールができ、商業地域ができ、その近くには

富士川病院があるというと、町民のためだけではなくて、県下の大会にも使える

ようなことも考え、できるかできないかは別として、そういうことまでも考える

と、そういう辺にできると利用価値も上がるのではないかと思う。 

Ｂ委員 ： もう、リニアの計画は進み、間違いなく５～６年の話で進んでくると思うので、

早い時期に検討を進める必要があると思う。 

町民体育館にしても、スポーツ公園にしても、場所からということになると思

うが、場所から、設計にということになれば、すぐ３年４年と掛かってしまう。

工事は造成から始まるが、計画ですぐに１年、１年半、図面を起して１年という

ようなことですから、恐らく、リニアの計画が分かっているのであれば、もう５

年６年の内には必要になると思う。 

こうしたことからも、検討委員会を早急に作って頂き、そこで検討してもらっ

て進んでいく。もう分かっているはずですから、これをどこへ持って行くのか、

どういう風なものを建てるのかという基本的なことから行くので、こうしたこと

は分かっているのであれば、すぐに検討委員会みたいなものを作ってもらいたい

と思う。 

事務局 ： リニアについても、事業実施に移っていくことになっていくことと思う。これ

については、ここで整備方針を決めて頂いた段階で進めるような話をさせて頂き

たいと考えている。 

Ｇ委員 ： 今の意見ですが、そのための私はこの検討委員会だと思う。この整備方針が、

ここの検討委員会に確認できれば、それが前に進むということですので、そのた

めの、この検討委員会だと思う。先程から建物と一緒に機能のことの意見がたく

さん出ていますが、機能をどのように動かすかということも、改めて、ここで方

針がある程度決まれば、その機能も含めて検討していった方が良いのではないか

と思う。 
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【児童福祉系施設】 

Ｐ委員 ： 先程、リニア系の話が出たので、言われたような気が致しますが、実は、児童

センターの移転がリニアルートに掛かるので、計画が現実化しつつあるというこ

とである。 

私は、鰍沢の児童センターは学校の近くにあり、地の利を得た良い所に建設し

てくれたと思っている。児童への被害が大変心配になる時代ですが、学校の近く

に児童センターがあるということで、児童あるいは生徒が被害にあう危険性は少

なく、本当に良い場所を選んで頂いたと感じている。 

それで、今度は増穂の児童センターが移転しなくてはならないということなの

で、当然、承知をされていることと思いますが、出来る限り、学校に近くの場所

を選定して頂ければ、犯罪の被害にあわないという面からも非常に私は有難いと

思っている。 

Ｎ委員 ： 本当にそう思いました。鰍沢の児童センターは、ある人から言わせれば、この

位の規模だったならば、センターは一つで良いのではないかという案。放課後児

童クラブはそれぞれあって良いが、センターは一つで良いのではないかという風

に言っていた人がいた。一つになった時にどういう問題が出てきて、どうなるか

は分からないが、これから検討する必要があると思う。 

増穂の方から聞けば、いやこっちにちゃんとしたセンターがあって、それは鰍

沢にあるように児童クラブも含めたセンターをもう一つ欲しいという人もいる。 

だから、子どもたちのために何が良いかということを真剣に考える必要がある。

子供が少子化するという所も考えなければいけないが、このことだけは、あんま

り効率とか、お金が掛かるとかということは、ちょっと端において、将来を担う

子供たちのことですから、しっかりと考えていきたい所と思っているが如何でし

ょうか。 

事務局 ： これらについては、ご意見のとおりだと思う。規模や機能、移転先については、

今後検討していく。場所については、結構広い場所が必要になってくるが、子供

ばかりではなくて、お母さん方、小さい子を連れてきたりするというようなこと

も必要な施設になって来ると思うので、これを受けまして検討は、いずれ入らせ

て頂きたいと考えている。 

Ｋ委員 ： この児童センターや児童クラブという施設ですが、今、言われたように一番、

安全なことを考えると学校の空き教室を利用して、終わったら、その教室の方へ

移動するのであれば、その施設の中だけの行き来なので、そういう利用方法を考

えて頂ければ良いと思う。 

 

【文化ホール】 

   Ｂ委員 ： 文化ホールですが、当面は継続して町が管理ということですが、これこそが 

ＰＦＩという風なことで、経営感覚を持った所にさせるものにすることを考える。

韮崎のエレクトロン文化ホールみたいに名称を含めて、町にも立派な会社がある

ので、そういう風なことをやっていくことも考えても良いと思う。 
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年間維持管理費が 4500 万円位のお金が掛かるということであれば、流れの中

で、そういう風なことも必要かなと思いますので、これも検討して頂ければと思

う。 

   事務局 ： ＰＦＩや指定管理とかは、計画策定５原則の中にも入っているので、その中で

検討させて頂きたいと考えている。 

名称の募集などについても、これまでの経緯もあるので、それらも含めて出来

るかどうかということは検討させて頂きたいと考えている。 

 

【教育系施設】※ナシ（学校規模適正化基本方針に準ずるため） 

 

【追加施設】 

Ｇ委員 ： 大法師スポーツ公園と殿原スポーツ公園があり、ここに弓道場のことが書いて

ありますが、ここでは大法師の方は他の用途へ転用となった時点で廃止、解体す

ると、若しくは改修が必要となった時に廃止するということなので、これはこれ

で良いと思う。 

一つには、私は、旧町時代に体育協会に関わっていたが、その後、合併の時に

どうするのかを議論してきた経緯があったので、ここで申し上げるのですが、こ

の組織というか、そういうものがまだ、一緒になれないものがある。特に、ここ

で言うのは、弓道部が一緒になって活動が出来ていない部分があるので、そうい

うものが一つになれば、二つもいらないのかなという思いがする。  

ですから、これは、体育協会の会長さん、副会長さんもいるので、こうした組

織もやがては一緒になって、仲良く活動していくことが出来れば、そうした機運

となり、組織が一つになり、一つで良い物を作って行けば良いのかなと感じたの

で、意見として発言させてもらった。 

Ｎ委員 ： 大法師の管理棟は、各種行事開催時に、その機能の必要性に応じて設置するこ

とを検討するのは、どういうことなのか。 

事務局 ： この場合、現在、さくら祭り等については、管理棟を事務所として使っている

が、普段は使用されていない状況であるので、今後、イベントの時には、そこに

管理棟的なものを設けて、その都度開催していくことを考えている。 

ただ、その辺の常設な物を作るかどうかは、まだ検討していないが、いずれに

しても、今の大法師の管理棟については、古くて耐震性もないので、検討する必

要があるということで、ここに挙げさせて頂いた。 

Ｉ委員 ： 大法師には、管理棟以外にセンターハウスがある。センターハウスの方が管理

棟よりは、しっかりしているような感じもあるので、あの建物のことも、お考え

の中に入れて頂いて、検討して頂ければと思う。 

事務局 ： センターハウスの方は活用しながら、検討させて頂きたいと考えている。 

 

（４）その他 

   Ｉ委員 ： 再配置計画とは矛盾するような意見になると思うが、やっぱり施設が、先程の

Ｌ委員の発言にもありましたように、人と人とを結ぶということも、とっても大
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事なことだと思う。その辺を大事にしながら、特に、高齢者が多くなり、人口が

減少していくような中で、その絆ということを、繋がりということは、とても大

事なことですので、その辺のことも検討に入れて頂き、効率だけではという面も

尊重して頂きたいと思う。 

やっぱり、人々がここに住んで良かったなという思いが抱けるような、そうい

う町づくりということがとても大事なことですし、また、役場におかれましては、

色んな課がある訳ですけれども、その課ごとではなく、全体的なことを、連携を

取りながら、是非、計画の方を進めて頂ければ有難いと思う。 

いずれにしても、これだけ経済的にも難しい状況にありますから、ある程度の

ことはしていかなければいけないと思いますが、是非、ご配慮を頂ければ有難い

と思う。 

   Ｎ委員 ： 教育系の施設には、適正化基本方針が策定済みとあるが、やはり教育系の施設

も、その地域が教育を守っていくということもあるので、今、先生がおっしゃっ

たような、その所にそれが無いと、そこの地域が担っていけないという物に関し

ては、どうかご配慮をして頂きたいと思う。 

   Ｅ委員 ： 再配置計画ですから建物のことでしょうけれど、今、人と人の繋がりという所

でありましたので、もう一つ要望として発言させて頂くと、こうやって縮小とか、

対応性を作るとかとなると、今までのような硬い形で、枠にはまった考えでは上

手くいかない感じがする。そこに働く者とか、町民もそうですし、教育委員会、

行政、町民、そういう枠はかなり取っ払わないと、こういうものが有効利用でき

ないと思う。 

もっと柔軟に、縦だけじゃなくて横の繋がりも、しっかり、みんなに植え付け

るように、施策や建物だけじゃなくて、そういう呼びかけなり、そういう物もと

ても大事であり、作っても運用していくために、とても大事ではないかなと感じ

ている。 

   Ｉ委員 ： 教育文化会館は、望月百合子先生の記念館という面もある。やはり、その辺は

望月百合子先生の多くの浄財を頂く中で整備、取得しているということもあり、

現在でも、記念館という形態をしているので、是非、その辺のことについても、

ご配慮して頂ければと思う。 

   Ｍ委員 ： 今回、この再配置計画が何故出て来たかというと、町の財政が非常に厳しくな

り、合併して同じような施設が幾つもあるという中で、統括していこうというこ

とで、始まったことだと思う。 

町への合併算定替えという交付税も５年先には４億円位減っていくという中

で、確かに、施設を残すべきということも大切なことだと思うが、新たな施設と

いうか、こういうものにして…、それを今度は何とかしてくださいではなくて、

自分たちで何とかしていく。ソフト面というのは自分たちでやっていくものだと

思う。 

例えば、役場が一つになってしまった、これで町は厳しくなってしまう、繋が

りがなくなってしまうとか、そういう部分は、それから考えていくべきである。

やはり 2040 年には富士川町も消滅する自治体の一つに数えられている中で、未
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来を考えると、そういう財政面という部分もしっかりと考えていく必要がある。

ハード面は残してください、残してください、これを作ってくださいなんて言っ

たら、結局は同じことだと思うので、ある程度は淘汰して、その中でまた、新し

く色んな考えを持って、まちづくりをしていくべきだと思う。行政の方でも、も

う少し、しっかりとした道標を作って、これはこうしますというようなことを出

して行かないと、まとまらないと思う。 

 

   議 長 ： ここで、整備方針（案）について、皆様にお諮りします。 

        （※ハイ、異議なしの声） 

         それでは整備方針（案）の案を取って頂き、整備方針とさせて頂きます。 

                 【以上】 

 


