
第２回下川町総合計画審議会(快適環境・地域づくり部会) 会議録 

 

日 時 令和３年１１月１７日（水） 

１８：４０～１９：１５ 

場 所 総合福祉センター「ハピネス」 

 

≪税務住民課≫ 

出席者（委員）：高橋部会⾧、山崎副部会⾧、奥村委員、川島委員、藤原委員、高松委員、 

        野崎委員 

出席者（ 町 ）：高橋課⾧、亀山主幹 

 

公共施設名 バスターミナル合同センター 

委員：収入、施設管理費、事業運営費、指定管理料など大まかな内容の説明をお願いす 

る。 

町 ：バスターミナルの収入は、利用料である。指定管理費は、ご案内のとおり指定管理 

費で、施設管理費は修繕費、保険料である。２３番の廃棄物処理場の収入は手数料 

で、事業運営費は委託料である。 

委員：９番から２５番までの説明をお願いする。 

町 ：目的や背景は省略し、方向性で良いか。 

委員：方向性の説明で良い。 

町 ：バスターミナル合同センターは、今後、低床バスが運行されるため、本年度、歩道 

の改修の実施設計を行い、令和４年度に改修工事を行う計画である。また、施設の 

老朽化に伴い設備及び備品等を修理や更新をしながら、指定管理者による管理を行 

いたと思う。また、他の公共施設と併せ利用料金の見直しを検討する予定である。 

   防犯センターは、令和２年度に壁等の改修を行って、施設管理費のうち３，６８３ 

千円が改修工事費、残り２２千円が保険料である。今後においても、交通安全・防 

犯啓発活動の拠点として活用する。上名寄第一、上名寄川向、緑町・三和、末広、 

新町、南部、北町、二の橋会館は、同じ方向性である。令和元年９月に理事者から 

行政改革の方針が示され、基本、全公区会館を廃止となっているが、利用実態から 

令和３年度から令和７年度までは、大規模な修繕は実施しない方針で指定管理の更 



新を行った。また、公区制度検討委員会を組織して公区会館の検討を行っている。 

そうした中で、災害避難所や選挙の投票所としての利用もあることから、全公区会 

館を廃止することにはならないと思っている。公区会館が廃止された場合、総合福 

祉センター「ハピネス」のような公共施設を公区が利用する場合は、無料で利用出 

来るようなことを検討しなければならないと思っている。次に、りんどう会館と幸 

成会館は、令和２年度を持って公区会館の用途を廃止している。りんどう会館は、 

元町公区と中成北公区で利用していたが、利用しないとの申し出があった。二の橋 

公区は、二の橋会館と幸成会館があったので、公区会館は１つとして幸成会館を廃 

止した。りんどう会館は、譲渡に向けて手続き中である。幸成会館は、譲渡に向け 

て既に備品の整理が終わり、今後、総務課で譲渡に向けての事務手続きが進められ 

ると思う。一の橋コミュティーセンターは、今後においても指定管理者による施設 

の維持・管理を行う。渓和改善センターは、平成３０年６月に公区会館の用途廃止 

がされて、昨年度、利用したいという方がいたので、総務課で手続きを進めている 

と思われるが、まだ譲渡はされていないようである。廃棄物処理場、墓地・火葬場 

について、施設の老朽化に伴う計画的な整備及び適正な維持管理を行い、施設の延 

命化を図る。上名寄公園広場公衆トイレは、利用実績を踏まえ、補助事業上、廃止 

でなく、休止としている。 

委員：バスターミナル合同センターの設置目的である「健康づくり」はどのようなことを 

指しているのか。具体的な利用は。 

町 ：具体的なものはないと思うが、幅広く利用するために記載されたと思う。 

委員：同じく、「青少年の健全育成」の設置目的については。 

町 ：広い解釈では、スキージャンプの激励会を行っていること。 

委員：低床バスの導入目的を教えて欲しい。 

町 ：町が導入するのでなく、名士バスで導入する。高齢者など乗り降りのためだと思う。 

委員：利用料金の見直しは、どのようになるのか 

町 ：バスターミナル合同センターだけでなく、前回の議会で消費税が増税になっている 

が利用料金が同じなので、見直しをすべきとのご指摘を受けているので、全公共施 

設の見直しの中で検討していきたいと思う。 

 

 



公共施設名 交通防犯センター 

委員：交通防犯センターの利用数がないが、大雑把な利用状況は。 

町 ：交通防犯センターには、交通推進員が午前中、滞在している。その他、交通安全指 

導員の会合や優良運転者の更新講習会などで利用している。定量的には把握してい 

ない。 

 

公共施設名 公区会館 

委員：公区会館の廃止手続きの手順を教えて欲しい。 

町 ：まず、指定管理制度でなく公区での利活用を検討していただき、その後、町民に公 

募し売買での譲渡、応募がなければ取り壊しとなる。最近では、上名寄改善センタ 

ーで農業実習生の宿泊施設として購入いただいた。町としてはありがたいと思う。 

渓和と幸成会館も利用したい人がいるので公募する。ただし、その人ありきではな 

い。 

委員：利用者がいなければ公募しないのか。 

町 ：来年度、りんどう会館の公募を行いたいと思う。 

委員：りんどう会館は、建物の価値は低いが、土地が広くて購入費が高いと聞いている。 

買って改修するとなると、なかなか手を挙げる人がいないと思う。ルールが決まっ 

ているとはわかるが、利用がなければ町で解体費もかかるので、利用しやすいよう 

な価格にした方が良いと思う。 

町 ：そうした考えはあると思う。当課の所管は、利用者を探すまでで、その後は総務課 

で事務手続きを行っている。取り壊すコストも加味して評価する方法もあると思う 

が、ルールがあるので、そのようには出来ないようである。 

委員：公区会館で指定管理料を払っている施設の収入が無い理由は何か。 

町 ：公区会館の収入は、公区で利用する場合は免除となっている。公区利用が全てなの 

で収入が無い。 

委員：小学校の教員住宅も取り壊しているので、りんどう会館も取り壊すと聞いた。 

町 ：まずは、公区での利活用を確認し、公募して町民に周知することになる。利用者が 

   いなければ、何年かかるか分からないが、維持費が掛かるので、いずれ取り壊すこ 

ととなる。 

委員：北町会館の利用があるようだが、名寄川で分断され市街地に行けない場合のため、 



避難所として考える必要があるのではないか。 

町 ：本町の災害リスクは、水害と雪害が高い。北町会館は水没すると思うので、利用は 

難しい。北町の避難所としては下川商業高校になる。 

委員：サンルダムのハザードマップは出来ているか。 

町 ：以前はサンルダムの効果を含めたハザードマップが無かったので、昨年度作成し、 

４月頃に全戸配布した。 

委員：一の橋コミュニティーセンターの支出が多いが、教えて欲しい。 

町 ：NPO 法人が管理していただいている。管理面積が広く、除雪も含まれ、合併浄化 

槽や特定建築物検査に伴う経費が主である。 

委員：渓和改善センターが進んでいない理由は。 

町 ：敷地内に農業者の団体が建てた建物があり、現在は農協が使用料を払っているが、 

その処分に関して決まっていないようである。 

委員：公区会館について、無くさないで欲しいという意見はないのか。 

町 ：公区制度検討委員会で検討しているが、公区会館は昭和５０年代に建設された建物 

が多く、今後、修繕経費の増大が懸念される。また、公区からは、「ハピネス」など 

は作業服のままで入りづらいとか、利用時間が２１時までなので、それ以降も利用 

可能な施設を望まれている。当課では、投票所として利用している公区会館は、残 

すべきと思っている。 

委員：昔と比較すると公区会館の利用は減ったと思う。 

町 ：公区民以外が利用する場合は利用料金が掛かる。また、りんどう会館は、元町公区 

と中成北公区が管理して、１公区で年間５０，０００円を負担しているが、５回程 

度しか利用していない。冬期に利用する場合、役員の方が早く来て除雪をして、ス 

トーブをつけ、水道を開栓して、さらに、１回当たり１０，０００円の負担となっ 

ていた。そのようなことから、ハピネスを利用することが多くなっている。今後、 

公区で公共施設を利用する場合は、無料で利用出来るとか検討が必要と思っている。 

 

 

 

 

 



公共施設名 墓地・火葬場 

委員：墓地・火葬場の利用者数は、亡くなられた方の人数か。 

町 ：そのとおりだが、町内では、年間５０名から６０名の方が亡くなられているが、最 

近、名寄市で葬儀を執り行う方が多く、名寄市内の火葬場の利用もある。 

 

公共施設名 上名寄交流広場公衆トイレ 

委員：上名寄交流広場公衆トイレは、令和２年度２７３千円掛かっているが、トイレを休 

止することによって管理費が下がるのか。 

町 ：合併浄化槽の管理費や水道料などの経費分が下がる。 

委員：小学校の遠足時に利用する程度だったのではないか。 

町 ：利用状況とコスト面から休止とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２回下川町総合計画審議会(快適環境・地域づくり部会) 会議録 

 

日 時 令和３年１１月１７日（水） 

１９：２０～２０：０５ 

場 所 総合福祉センター「ハピネス」 

 

≪総務課≫ 

出席者（委員）：高橋部会⾧、山崎副部会⾧、奥村委員、川島委員、藤原委員、高松委員、 

        野崎委員 

出席者（ 町 ）：小林課⾧、平田主幹、工藤主査 

 

公共施設名 役場庁舎 

町 ：内容説明 

委員：役場庁舎の収入について、どのような収入があるのか。 

町 ：主なものでは、自動販売機の使用料や、役場地下機械室に携帯電話基地局を設置し 

ているのでその使用料、物販などで当直室を使用した際の使用料になっている。 

委員：役場庁舎の耐震診断を行わない理由は何か。 

町 ：診断料が８００万円ほど掛かることや、現在の役場庁舎の状況を考えると、耐震改 

修が必要になると判断出来ることから、耐震診断は実施せずに、移転または建て替 

えを行う方向になった。 

町 ：仮に、耐震化して現状の役場庁舎を使用する場合、調査費用、工事費用も莫大で数 

千万、数億円の費用が掛かる可能性があり、また、５０年経過の建物であることか 

ら、今後、どのくらいの期間利用出来るかわからないため、耐震診断を行わないと 

した。 

委員：移転または建て替えの具体的な案はあるのか。 

町 ：現在、具体的な案は無いが、平成３０年度に都市計画マスタープラン策定し、方向 

性、考え方の整理を行っている。今後も移転や建て替えの議論は必要だと感じてい 

る。 

委員：先ほどの税務住民課の説明の中で、サンルダム完成後のハザードマップが完成した 

と聞いたが、役場庁舎の移転や建て替えについては、水没しないような場所、方向 



性が必要ではないか。 

町 ：確かに必要だと考えている。 

委員：都市計画マスタープランで方向性を示してはいるもののが、あれから年数も経過し 

ており、今後、具体化に向けて計画していく段階にあると思う。さらに、町全体の 

ビジョンを計画していく段階だと思うが、現在そのような予定はあるのか。 

町 ：現在のところ、具体的な計画はない。場所などは重要で、現在の場所が適切なのか 

違う場所の方が適切なのか、構造、建物の大きさなどの検討が必要になる。 

委員：役場庁舎、消防庁舎だけを考えるのでなく、町全体を考えて検討していただきたい。 

 

公共施設名 役場地域熱供給システム施設 

委員：役場のバイオマスボイラーが、最初に導入したボイラーか。 

町 ：五味温泉が最初である。 

委員：現在のバイオマスボイラーは、全部で何基あるのか。 

町 ：１１基あったが、育苗施設のバイオマスボイラーが停止したため、現在は１０基で 

ある。 

委員：修繕する際の部品はあるのか。 

町 ：消耗品などについては代替品があり、問題なく対応可能である。 

委員：重油と比較してコスト削減分の半分を子育て支援に活用し、残り半分を更新費用に 

充てていると思うが、財源は貯まっているのか。 

町 ：今後のバイオマスボイラー更新費用として、基金に積み立てている。 

委員：今後は、熱導管の更新も必要になってくるのか。 

町 ：配管の更新も必要だが、錆びづらく老朽しづらい管を使用している。 

委員：不確かな情報での質問になるが、今後、バイオマスボイラー業者が、製造したり更 

新出来なくなると聞いたが、そのような懸念はあるのか。 

町 ：現在設置しているバイオマスボイラーはシュミット製のため問題ない。育苗施設に 

設置しているボイラーは、別メーカーのボイラーを導入したが、業者が倒産してし 

まい修理が出来ないため稼働していない。 

委員：施設管理費の主な内容は何か。 

町 ：電気料である。  

委員：町営住宅にも熱供給しているのか。 



町 ：おっしゃる通りで、ふるさと通り線の町営住宅２棟に供給している。 

 

公共施設名 労働相談所 

委員：現在は１団体が入っていると思うが、今後の予定はどうか。 

町 ：その団体には、昨年、建物が老朽化しているが大きな修繕は出来ないと説明してお

り、移転先を検討して欲しいと伝えている。 

委員：大きく破損することはあるのか。 

町 ：今のところ、あまり考えられない。 

委員：この建物は、古いが雰囲気があり、全てを新しくすれば良いとは思わないので、希 

望する方がいれば、除却でなく譲渡を検討していただきたい。 

町 ：直ちに除却などは考えていなく、他の課で利用希望があれば、所管替えを行い、利 

用してもらうように考えている。 

委員：移住者の中には、古い建物の空き家があれば、改修して利用したいという話を聞く 

ので、除却だけでなく、空き家利用も検討していただきたい。 

 

公共施設名 企業貸付工場（西町） 

委員：現在、マトラスターテクノクラシー株式会社に貸付しているが、貸付年数の制限は 

あるのか。 

町 ：制限は無い。単年度ごとに契約している。 

委員：マトラスターが貸付終了後、譲渡や取り壊しを検討するということか。 

町 ：そのとおり。 

 

公共施設名 企業貸付工場（上名寄） 

委員：外壁が壊れているが大丈夫か。 

町 ：それでも利用したいという話をいただいている。 

委員：どのような利用目的なのか。 

町 ：壊れている側の壁を壊し、農機具の格納庫として利用する予定のようだ。６０年が 

経過している建物のため公募せず、近隣の方で利用したい方がいるか公区⾧に確認 

していただき、1 名の申し出があったため、現在、売買契約の手続きを進めている 

段階である。 



委員：令和３年度にアスベスト調査とあるがこのためか。 

町 ：当初、除却を検討していたが、アスベストが混入していた場合、除却作業工程が変 

わることから調査を予定していたが、調査の結果、アスベストが含まれていないこ 

とが判明した。安心して売却出来る。 

 

公共施設名 旧一の橋保育所 

委員：旧一の橋保育所の除却後、跡地の状況は。 

町 ：除却後はそのまま町の土地で、更地になっている。 

 

公共施設名 旧共立木材事務所兼住宅 

委員：パートナーシップは協定について、協定期間はあるのか。 

町 ：協定期間はなく、共立トラストが存続する限り、継続する。 

 

公共施設名 上名寄生活改善センター 

委員：りんどう会館など、市街地の公区会館では、市街地の評価額が高いため、売買が難 

しいのではないか。公募しても評価額が高いことで募集が無い場合は、町で除却し 

なければならず、除却費を掛けるよりは、評価額を低く算出して譲渡をしてはどう 

か。 

町 ：りんどう会館の場合だと、敷地面積も広いため、金額が上がる。ただ、単純に金額 

を下げて譲渡するのも難しい面があり、広い面積の宅地として、道路側と奥側で評 

価額を変更し算出することが可能か、対応を検討していく。 

委員：利用目的などが明確でなければ、譲渡しづらいし公平性が保てないのではと思う。 

町 ：りんどう会館では、住宅としては大き過ぎるし、分筆したとしても中途半端な大き 

さになってしまう。  

町 ：りんどう会館については、評価額で試算している坪単価にしても、街中としては安 

く試算を行っている。面積が２，０００㎡あるため 1 筆では高額になる。分筆する 

にしても入口が 1 ヶ所のため、分筆には向かないと判断し、1 筆で譲渡したい。ま 

た、場所の条件も良いことから、減額要素が見当たらない。 

委員：譲渡出来ない場合、維持管理費用、草刈りなどの費用が掛かり、余計なコストが発 

生するので、減額するなどが出来れば良いと思う。 



町 ：そのような減額を行うことは可能なので検討したい。 


