
平成２８年 ７月２７日

東吾妻町長 中 澤 恒 喜 様

（地域政策課）

東吾妻町公共施設のあり方検討委員会

委員長 朝 比 奈 文 作

東吾妻町公共施設のあり方について（答申）

平成２８年６月２３日付け東吾役地第８５号で諮問のありましたこのことについては、

下記のとおり答申します。

記

１ 公共施設の名称 岩櫃ふれあいの郷 【次の４施設の総称】

① 東吾妻町温泉センター 岩櫃城温泉 くつろぎの館

② 東吾妻町福祉センター やすらぎの館

③ 東吾妻町交流促進センター ふれあいの館 コンベンションホール

④ 東吾妻町総合交流促進施設 であいの館 健康増進センター

２ 答 申 ４施設の一部は存続するものの他は廃止とすることについて、

適当と思われる。

【存続する施設】

③ 東吾妻町交流促進センター ふれあいの館 コンベンションホール

【廃止する施設】

① 東吾妻町温泉センター 岩櫃城温泉 くつろぎの館

② 東吾妻町福祉センター やすらぎの館

④ 東吾妻町総合交流促進施設 であいの館 健康増進センター

３ 附 帯 意 見 町は廃止する施設を役場本庁舎として利活用していくことで

検討を進めているようであるが、この内容を含め当委員会での

審議結果と併せ別添のとおり意見を述べることとする。

（別添）諮問の検討結果報告書

○委員会事務局［庶務］

東吾妻町 企画課内

写



岩櫃ふれあいの郷のあり方について 

［諮問の検討結果報告書］ 

平成２８年７月２７日 

東吾妻町公共施設のあり方検討委員会



〔広報あがつま：平成８年２月号の特集記事より〕 

〔広報あがつま：平成９年７月号の特集記事より〕 



１ はじめに 

今回、町長から諮問された「岩櫃ふれあいの郷」は、東吾妻町が旧吾妻町から継承した公

の施設で、旧吾妻町が過疎から脱却し、若者の定住による地域の活性化と活力に満ちた潤い

のあるまちづくりを図るため、町の中心部にある天神山公園の一角に建設を進めた活性化総

合施設であり、設置目的の違う４施設を複合化した大規模施設として平成６年に建設着手し、

２期工事に分けて平成９年７月に全館オープンとなった町営施設である。 

町のシンボルとなるようお城を外観イメージにするなど旧吾妻町において、綿密な計画検

討を行った上で建設したと考えるが、その総工費は約２６億円で、建設財源として、当時の

過疎債を含む数種の地方債、農林水産省関連の補助事業を活用した一大事業であった。 

なお、町の公債費増加の一因となった建設時の地方債（総額 18 億 4,300 万円）は繰上償

還などもあり、平成２４年３月をもって完済となった。 

こうした認識の下、当委員会で「岩櫃ふれあいの郷」のあり方について審議したが、施設

の名称は関係条例や町民の浸透度など踏まえ次のとおり整理し、町から示された施設の配置

図、平面図を参考に添付する。 

 ○施設の総称 「岩櫃ふれあいの郷」（設置目的の違う４施設の複合型大規模施設） 

○施設毎名称  ①温泉センター（岩櫃城温泉 くつろぎの館） 

         ②福祉センター（やすらぎの館） 

         ③コンベンションホール（交流促進センター ふれあいの館） 

         ④健康増進センター（総合交流促進施設 であいの館） 

〔広報あがつま：平成５年４月号の商工費予算記事より当時の建設予定地の写真〕
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２ 「岩櫃ふれあいの郷」の設置及び検討に関する経過等 

「岩櫃ふれあいの郷」のあり方を審議するにあたって、町から示されたその経過概要を次

のとおり整理した。 

なお、示された資料などから、町は行財政改革を更に推進するため、「岩櫃ふれあいの郷」

のあり方検討と建設から約６０年が経過し、老朽化に伴い耐震性が低く新設の議論が繰り返

されてきた役場本庁舎の建設促進を表裏一体の問題と判断したことの経過が説明された。 

（１）施設の設置に関する主な経過等 

平成 ８年 １月    温泉センター、福祉センターがオープン 

  平成 ９年 ６月    コンベンションホール、健康増進センターがオープン 

  平成１４年 ３月    温泉センター入館者が１００万人突破 

平成１８年 ３月２７日 東吾妻町が誕生 

平成２３年 ３月～７月 東日本大震災に伴い南相馬市の避難者を一時受け入れ 

平成２４年 ７月    温泉センター入館者が２００万人突破 

  平成２８年 １月    温泉センターのオープンから２０年が経過 

（２）行政改革の観点から主な検討経過等 

平成１４年 ３月    旧吾妻町における町営施設管理運営検討会 

【岩櫃ふれあいの郷のあり方を含む検討結果報告書を提出】 

  平成１８年１１月    行政改革大綱を策定 

  平成１９年 ３月    第１次集中改革プランを策定 

【町営温泉施設のあり方を明記】 

  平成２０年 ７月    第１次総合計画を策定 

【行財政改革の推進は総合計画の基本目標の一つに】 

  平成２１年 ４月１日  町機構改革により事業課を施設内に置く 

【榛名吾妻荘、あづま温泉桔梗館も所管に整理統合】 

５月    町議会において特別決議を議決 

【行財政改革推進特別委員会より町営施設運営に関して】

平成２３年 ３月    第２次集中改革プランを策定 

【町営施設のあり方検討を進め、民間委託等を推進】 

  平成２４年 ３月    施設建設時に借り入れた地方債を完済 

【総額 18 億 4,300 万円】 

平成２５年 ３月    第１次総合計画の後期基本計画を策定 

【後期計画期間：平成 25～29 年度】 

  平成２６年１２月    行財政改革推進プランの骨子を決定 

【プラン推進期間：平成 27～29 年度】 

  平成２７年 ３月    行財政改革推進プランの実施計画を策定 

              【公共施設についての新たな取り組みを模索】 

        ４月１日  町機構改革により事業課を地域政策課へ統合（係へ） 
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３ 当委員会における諮問の内容検討 

当委員会の役割は、町長から諮問された公共施設のあり方について、その必要性、民間委

託等（指定管理者制度）の運営方法、財政負担軽減の措置などを検討し、答申を行うことで

これまでいくつかの町営施設について、指定管理者制度の適用や廃止（売却）を審議してき

たが、今回も延べ３回の会議と現地調査を行いながら、慎重な審議に努めた。 

 なお、諮問された内容を詳細に示すため、次のとおりまとめた。 

（１）町長から諮問された内容（平成２８年６月２３日付け東吾役地第８５号） 

「岩櫃ふれあいの郷」４施設の一部は存続するものの他は廃止とすることについて 

  なお、廃止とした施設を役場本庁舎として利活用していくことを検討している。 

  また、一部存続する施設は、諮問時では ③コンベンションホール を考えている。 

  注記）役場本庁舎とは、地方自治法第４条で定める地方公共団体の事務所をいう。 

（２）町が諮問した理由 

  「岩櫃ふれあいの郷」は、オープン以来、町の直営施設で毎年度多額の支出を一般会計

から行っている。［平成 26 年度決算の収支：約 1億 4,200 万円の損失］

  なお、「岩櫃ふれあいの郷」は４施設の複合型大規模施設であって、町民福祉の増進や

文化交流の向上に資する目的で設置した公共施設であり、その安価な使用料や維持管理に

要する費用から考えて、全体収支が黒字になることは厳しいが、オープン間もなくから同

様の状況は続いており、近年では、施設設備面の老朽化に伴い更に状況が悪化している。 

［温泉センター利用者コスト：1,411 円/人、利用者負担割合：48.7％］

  このことは、これまで町議会の場でも再三に渡って問題視されてきたが、町は抜本的な

見直しに至らず、町村合併後も直営を継続してきた。 

しかしながら、行政改革の取り組みにおいて「岩櫃ふれあいの郷」のあり方検討は継続

的に行っていたが、職員配置や利用促進の強化（自主事業等）、業務の一部民間委託に留

まっており、大幅な収支改善には繋がっていない。 

このような状況において、町は町議会での議論などとともに「岩櫃ふれあいの郷」の方

向性を検討してきたが、そのあり方と健全財政の実現に向けて町保有の施設資産を有効に

活用し、将来負担に考慮した現実的にわが町が対応できる役場本庁舎の建設促進を表裏一

体の問題と位置付け、この両面を一体的に解決することで、今後、町が進める他の事業計

画に財政面を含めて好影響を与えると判断したため諮問となった。次に町の示す理由のう

ち主なものをまとめ、説明資料の一部を添付する。（ここ 10 年間の４施設別管理運営状況） 

【役場本庁舎として利活用する判断理由の主なもの】 

① 行財政改革の取り組みにより積み立てた庁舎建設基金（残高：約 6億 4,000 万円）

と合併特例法の特例措置延長（平成３２年度まで）に対応した手続きが完了したこ

とで、一般財源の負担軽減を図る準備が整ったこと。 

② 庁舎建設にあたって、これまで移転新築を基本に検討してきたが、建設コストの増

大など考慮すれば「岩櫃ふれあいの郷」敷地（約 15,000 ㎡）、床面積（約 5,700 ㎡）

は広く、これを利活用した転用改築により大幅に費用を削減することができるとと

－ 3 －



もに公有財産の適正管理に繋がり、町民の利便性、災害時の庁舎機能強靱化を考慮

した役場にできること。 

③ 「岩櫃ふれあいの郷」のうち温泉センターはオープンから２０年が経過し、設備の

老朽化は著しくその更新に多額の費用が見込まれ、存続の検討時期にあること。 

④ 平成２７年度において、「岩櫃ふれあいの郷」を庁舎に改修することができるか否か

専門業者に調査を依頼したが、その結果、構造的には耐震性も問題なく、役場本庁

舎として活用できるとの報告がなされたこと。 

４ 当委員会における検討結果 

今日の人口減少、急速な高齢化の状況を踏まえると、今後一層の厳しい財政運営を強いら

れることになる。公共施設のあり方については、その社会的役割を終わったもの、あるいは

民間施設で対応できるものなど、公共施設として管理運営する必要性の低いものは、廃止又

は民間等へ移管、譲渡することが喫緊の課題となっている。以上のことを踏まえ、今回、町

から諮問された「岩櫃ふれあいの郷」のあり方については、当委員会において審議した結果、

次とおり答申する。 

（１）諮問された内容について意見（答申） 

  ① ４施設ごとの検討結果

【存続する施設】

ア コンベンションホール（交流促進センター ふれあいの館） 

 ・町内唯一の文化施設であり、存続しても機能的に独立した管理運営ができる。 

 ・施設の利用日数はほぼ安定（年間 200 日前後）しており、社会教育面の機能も 

併せもっている。 

    ・同様の施設を新たに設置するには、多額の費用がかかる。 

【廃止する施設】 

イ 温泉センター（岩櫃城温泉 くつろぎの館） 

 ・毎年収支は赤字であり、今後も改善が期待できない。（安価な使用料） 

 ・温泉設備の維持管理に多額の経費がかかる。（利用者コストの増） 

 ・町内に日帰り温泉施設が他に２箇所（あづま温泉桔梗館と吾妻峡温泉天狗の湯） 

あり、設置当初の必要性や役割は薄れた。 

ウ 福祉センター（やすらぎの館） 

 ・同様の機能を何れかに確保することで、その目的を果たせる。（施設の提供） 

・「岩櫃ふれあいの郷」は廃止しても、代替機能を維持すれば目的は失われない。 

エ 健康増進センター（総合交流促進施設 であいの館） 

 ・運動器具等は移動可能なため他の場所を確保することで、その目的を果たせる。 

 ・「岩櫃ふれあいの郷」は廃止しても、代替機能を維持すれば目的は失われない。 

・民間事業者等でも対応が可能である。 

・近傍に同様の施設はなく利用者は増加傾向だが、一方で町外利用者の割合が 

高く（約６割）、設置当初の必要性や役割は薄れた。 
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② 施設の全体収支の改善は困難で、存続した場合に財政負担の増加が見込まれる。 

・ここ数年間の収支状況は、年間１億円以上不足する状態にある。 

・このまま町が複合型大規模施設として管理運営を続けても収支改善は見込めず、 

施設設備の老朽化によってさらに町の財政負担が増加することが予想される。 

③ 廃止した後の利活用について、町が調査検討を進めている。 

・施設を廃止した後の利活用方法について、町は平成２７年度に予算措置に基づく 

 調査を進めており、十分な見通しを持っている。 

・町議会での議論や町政懇談会など既にある程度の周知が町民へなされている。 

（２）答申にあたり当委員会の附帯意見 

当委員会での審議にあたって、委員から述べられた意見をまとめ、次の事項の検討は町

に引き続き求めるものである。 

① 「岩櫃ふれあいの郷」のうち福祉センター、健康増進センターについて、その利用

者や利用状況を総合的に考えると、廃止した場合の代替え措置には配慮されたい。 

② 「岩櫃ふれあいの郷」は施設の設置から２０年の歴史があり、特に温泉センターは

町民以外の本町を訪れる観光客などの利用もある施設なので、廃止する場合は利用

者に混乱が生じないよう説明や周知を十分していく必要がある。 

③  当時のふるさと創生資金（１億円）の一部を用いて温泉掘削した源泉「不動の湯」

は温泉センターから約２km 離れた場所にあるが、施設廃止後の利活用について検討

していく必要がある。 

〔委員会の会議の様子〕
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５ 今回の検討にあたった委員（組織等） 

この答申にあたっては、町長が委嘱した次の委員１５人が審議したものである。 

委員長 朝比奈文作 元高校長、東吾妻町民生委員児童委員協議会長 

副委員長 宮﨑 賢一 東吾妻町社会福祉協議会長 

委員    奥木 徹弥 東吾妻町農業委員会長 

池原  純 東吾妻町商工会長 

小山 澄子 群馬県農村生活アドバイザー 

細川 潤一 東地区代表（区長会 会長） 

青木 重雄 太田地区代表（区長会長 代表） 

都丸 次男 原町地区代表（上之町区長） 

小泉 清二  岩島地区代表（区長会 会長） 

高橋 準二  坂上地区代表（区長会長会 会長） 

小林 正明 東吾妻町観光協会長 

永井 裕之 東吾妻町文化協会長 

角田 寿子  東吾妻町主任児童委員 

渡辺 三司 東吾妻町副町長 

専門委員  角田 雅博 元関東学園大学 経済学部 経済学科 教授 

 ※東吾妻町公共施設のあり方検討委員会条例（平成 21 年条例第 25 号）の規定により、 

町長の諮問機関として組織された。 

〔東吾妻町公式ホームページ 施設紹介トップ画面 平成 28 年 7 月現在〕 

※地域政策課（事業管理係）コンテンツ管理
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〔検討結果報告書の添付資料：公共施設のあり方検討委員会 審議資料から〕



岩櫃ふれあいの郷

【施設概要】
 H 8/ 1新築 RC造 1,488.78㎡ 温泉センター
 H 8/ 1新築 RC造　 822.27　 福祉センター
 H 9/ 7新築 RC造 1,879.39　 コンベンションホール
 H 9/ 7新築 RC造　 464.73　 健康増進センター

【延床面積合計】 5,692.19㎡ ※共用面積含む
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「岩櫃ふれあいの郷」管理運営状況資料
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100,000

120,000

① 温泉センター 入館者数・売上金額 年度別推移

入館者数（人） 売上金額（円）

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000

② 福祉センター 利用者数 年度別推移

利用者数（人）

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000

③ コンベンションホール 利用者数・使用料 年度別推移

利用者数（人） 使用料（円）

0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

④ 健康増進センター 利用者数・使用料 年度別推移

利用者数（人） 使用料（円）

－
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－

※町村合併後からの10年間を４施設別にグラフ化したもの（地域政策課まとめ）


