


裁決書

(審査請求人)住所

氏名

(処分庁)  平塚市長 落合 克宏

審査請求人が平成 28年 5月 23日 に提起 した処分庁による行政文書公開請求に係

る一部公開決定処分 (平成 28年 5月 17日 付 け平塚市指令第 199号 )に対す る審

査請求について、次の とお り裁決す る。

本件審査請求に係 る処分 を取 り消す。

事 案 の 概 要

1 審査請求人は、平成 28年 4月 22日 に、「平塚市高浜台の湘南海岸公園に計画 し

た道の駅について、昨年、市が外部のコンサルテ ィング会社に委託 した道の駅構想

の報告書」の公開を、平塚市情報公開条例 (平成 14年条例第 24号。以下「条例」

とい う。)第 9条第 1項の規定に基づき、実施機 関 (処分庁 を指す。)に請求 した。

2 実施機 関 (処分庁 を指す。)は、請求のあった行政文書を 「平塚市 「(仮 称)道の

駅ひ らつか」 (湘 南海岸公園便益施設)整備基本構想策定業務委託報告書 (以 下 「本

件行政文書」 とい う。)」 と特定 し、本件行政文書に条例第 5条第 2号、第 3号及び

第 5号 に該当す る部分があるとの理 由を示 して、本件処分 を行い、平成 28年 5月

17日 付けで審査請求人に通知 した。

3 審査請求人は、本件処分に不服があるとして、平成 28年 5月 23日 に、行政不

服審査法 (平 成 26年 法律第 68号 )に 基づき、審査庁に対 し、本件行政文書の全

部公開を求める審査請求を した。

文主



審理 関係 人の主張 の要 旨

■1多藩 ‐査請求人の空張

審査請求書 :摯意見‐書及び平塚市情報公開審査会 (以 下 「審査会」 とい う。)の 答申

(平情審答 申第 41号 )に よると、審査請求人の主張は、おおむね次の とお りであ

る。

(1)本 件処分に よ り、処分庁が条例第 5条第 2号に該 当す るとして非公開 とした

箇所 について、団体か らの意見、施設利用率等非公開 とされた全ての情報 は、

当該法人の利益を害す ることのない情報である。

(2)本 件処分によ り、処分庁が条例第 5条第 3号に該 当す る として非公開 とした

箇所について、概算事業費、市負担額の試算結果等非公開 とされた全ての情報

は、処分庁が計画その ものを断念 したものであ り、公開 され ることによ り不当

に市民の間に混乱を生 じさせ るものではない。

(3)本 件処分によ り、処分庁が条例第 5条第 5号に該 当す るとして非公開 とした

箇所 について、既存の道の駅における駐車場 の不正利用対策、平塚市内の業界

団体への ヒア リング調査結果等非公開 とされた全ての情報は、公金を使 って調

査・収集 された情報であ り、公に しない との条件で情報 を得 るべ きではない。

匿名性が高まることで情報の信頼性が低下す るのは常識であ り、処分庁の調査

手法の誤 りである。 アンケー ト調査への協力 の依頼文では回答事業者名 は一切

公表 しない旨を明記 していなが ら、本件処分では回答の内容については全て非

公開 としつつ も、回答事業者名は全て公開 されている といった矛盾が生 じてい

る。

(4) 本件処分は、条例のみな らず、 自治の担い手は市民であると定めた平塚市 自

治基本条例 (平成 18年条例第 32号 )に反 し、構想段階か らの市民参加 を規

定 した平塚市 まちづ くり条例 (平成 19年条例第 23号 )に も抵触す る懸念が

あ り、本来、市民が知 り得 る情報が隠蔽 され、市民の市攻参加 を阻害す るもの

である。

2 処分庁の主張
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弁明書及び審査会の答 申によると、処分庁の主張は、おおむね次の とお りである。

(1) 条例第 5条第 2号の該当性 について

業界団体等か らの ヒア リングの内容については、道の駅の計画に対 し、整備 を期

待す る施設の機能、管理・運営体制への参画の意向等について聞き取 り調査 を行 っ

た ものであるc今後、道の駅に代わる施設 を検討す る中で、道の駅 と類似 した施設

となった場合、 ヒア リングの内容 と実際の団体等の関わ り方に相違が生 じることに

ついては公開す ることによ り団体等の信用を著 しく害す るおそれがあ り、当該団体

等が関わる他施設 での運営上の手法や手数料等の記載 については公開す ることによ

り当該団体等の運営上の利益を害するおそれがあるため、本号に該 当す ると判断 し、

非公開 とした。

(2) 条例第 5条第 3号の該当性 について

当初、湘南海岸公園内に道の駅 を設置す るために必要な施設や規模 を想定 して、

事業費の算出等を行 つたが、その後、湘南海岸公園を含 めた海岸エ リア全体で、道

の駅 に類似 した役割 を担 う施設整備 を行 う方向で計画 を再考す ることになった。本

件行政文書に記載 している概算事業費等は、今後、施設や規模の詳細について検討

を進 める上で参考 となる資料であ り、意思決定に係 る手続の途上にある未成熟な情

報であつて、公開す ることによって不正確な理解や誤解 を与えるおそれがあるため、

本号に該当す ると判断 し、非公開 とした。

(3) 条例第 5条第 5号の該当性 について

駐車場の不正利用対策、施設利用料等については、一般に公表 されていない情報

であつて、各道の駅か ら公に しない との条件で任意 に提供 された情報である。各道

の駅 における独 自の対策、料金設定等の公に しない との条件で収集 した情報 を公開

した場合、各道の駅 との信頼関係 が損 なわれ、今後、同種の調査事務に著 しい支障

が生 じると認め られ るため、本号に該 当すると判断 し、非公開 とした。

なお、今回、公に しない との条件で得た情報は、道の駅運営上の生の声を聴 けた

非常 に貴重な情報 であ り、匿名 で得た情報であるが故に情報の信頼性が低下 した事

実はない。

(4) その他



条例、平塚市 自治基本条例及び平塚市まちづ くり条例に抵触す るものではな く

本件処分によ り審査請求人の権利 を侵害するものではない。

1 条例第 5条第 2号、第 3号及び第 5号の該 当性 について

条例第 5条は、「公開請求に係 る行政文書に次の各号のいずれ かに該 当す る情報 が記

録 されてい る場合 を除 き、当該行政 文書 を公 開 しなければな らない。」と規定 してい る。

処分庁 は、同条各号のいずれ にも該 当 しない情報が記録 されてい る行政文書につい

ては公開の義務 を負 うことになるが、同条各号のいずれかに該 当す る情報 が記録 され

てい る行政文書 については公 開の義務が免除 され ることにな る。 以下、同条各号の該

当性 について述べ る。

(1) 条例第 5条第 2号の該 当性 について

条例第 5条第 2号は、「法人その他 の団体…に関す る情報 であって、公 開す ることに

よ り当該法人等―の権利 、競争上の地位 その他正 当な利益 を害す ると認 め られ るもの」

と規定 してい る。

処分庁 は、本号に該 当す る要件 として、法人等 の利益 を害す るおそれが ある とい う

ことだけで非公 開 としてい る。 しか しなが ら、非公 開 とす るには、公 開す ることによ

り何 らかの不利益が生 じるおそれ がある とい うだけでは十分ではな く、法人等 の競争

上の地位等 が具体的に侵害 され る と認 め られ る必要がある。

処分庁は、業界団体等か らの ヒア リングの内容について、今後、 ヒア リングの内容

と実際の団体等 の関わ り方 に相違 が生 じるこ とは、当該団体等の信用 を著 しく害す る

おそれ がある と している。 しか しなが ら、 ヒア リングの内容 は構想段階の事業 に対す

る団体等 の意 見であ り、事業内容の具体化 に伴 つて団体等の意 見や 方針 が変容す るこ

とは当然 あ り得 ることであ るため、その後 の団体等の関わ り方に よって当該団体等の

信用 を害す るよ うな事態が生 じる とは考え難 い。 さらに、当初計画 され た湘南海岸公

園内にお ける道 の駅については、処分庁 に よってその計画が断念 され てお り、その後

再考 され た湘南海岸公園を含めた海岸エ リア全体で、道の駅 十二類 似 した役割 を担 う施

由理



設整備 を行 う方向 とす る計画 については、駐車場や売店 がある等の類似 点 はあ る もの

の、計画 としては別 の ものである。 これ らの計画の前後 に よつて、 ヒア リングの内容

と業界団体等の関わ り方の意 向に相違が生 じた と して も、そ もそ も別施設 への関わ り

方であるため、 この ことで処分庁が主張す るよ うに業界団体等の信用 を著 しく害す る

とは考 え難 い。 また、処分庁は、当該団体等が関わ る他施設 での運営上の手法 、手数

料等 の記載 を公開す ることは、当該団体等 の運営上の利益 を害す るおそれ があ る とし

てい る。 この点について、審査会は、 日頭 に よる意 見聴 取の際、 これ らの情報 が各施

設 の運営、ひいては 当該団体等の運営の機微 に関わ るものであるか ど うか について、

処分庁 に対 し具体的な説明を求 めたが、明確 な回答 を得 ることができなか った と判断

してい る。

なお、処分庁 は、他 の道 の駅 に関 して触れ ていないが、 これ らの設置者 は、本件行

政文書 3頁 において 「市町村又は市町村 に代 わ り得 る公 的な団体」 とされ てお り、当

該設置者は、正 当な求 めがあれ ば施設利用率等の情報の公開 を拒む ことは難 しい と考

え られ る上、本件行政文書 40頁 の 「収支計画」で示 され たテナ ン ト料等 と設置者 の

同種 の情報 と比べて も特異 な ものではな く、設置者の競争上の地位 等が害 され る とは

考 え難 い。

したがつて、処分庁 が非公 開 とした情報 については、本号 には該 当 しない。

(2) 条例第 5条第 3号の該 当性 について

条例第 5条第 3号は、「本市の機 関内部―におけ る審議 、検討又は協議 に関す る情報

であつて、公開す ることに よ り、率直な意 見の交換若 しくは意思決定の中立性 が不 当

に損 なわれ る と認 め られ るもの、不 当に市民の間に混乱 を生 じさせ る と認 め られ るも

の又は特定の者に不 当に利益 を与 え、若 しくは不利益 を及ぼす と認 め られ るもの」 と

規定 してい る。

処分庁 は、概算事業費の算出額等 について、処分庁 内部 にお ける意思決定に係 る手

続 の途 上にある未成熟 な情報であ り、公 開す ることに よって不正確 な理解や誤解 を与

える と して非公開 と してい る。 しか しなが ら、(1)で述べ た とお り、当初の計画 とそ

の後再 考 され た計画 とは、別の ものである。 審査会 にお いて も、 日頭 に よる意見聴取

の際、両計画に明確な継続性 は認 め られ ない と判断 してい るっ



よつて、公 開す ることによ り、不当に市民の間に混乱を生 じさせ る と認 め られ る も

のには該 当 しない。 したがって、処分庁が非公開 と した情報 につ いては、本号には該

当 しない。

(3) 条例第 5条第 5号の該 当性 について

条例第 5条 第 5号は、「実施機 関の要請 を受 けて、公に しない との条件で任意 に提供

された情報であって、個人又は法人等における通例 として公 に しない こととされてい

るものその他 の当該条件 を付す ることが当該情報 の性質、当時の状況等 に照 らして合

理的であると認 め られ るもの」 と規定 してい る。

処分庁 (実施機 関を指す。)は、駐車場 の不正利用対策、施設利用料等 については、

一般 に公表 されていない情報 であって、公 に しない との条件の下で任意 に提供 され た

情報であるこ とか ら、 これ らの情報 を公開 した場 合、各道 の駅 との信頼 関係 が損 なわ

れ、今後、同種の調査事務 に著 しい支障が生 じる と認 め られ る と して、非公開 として

いる。

弁明書の添付資料 「(仮称 )道 の駅ひ らつか (湘 南海岸公園便益施設 )整備基本構想

の策定に係 るア ンケー ト調査への ご協力のお願 い」 の文面には、回答 内容 については

調査 目的の範 囲内でのみ使用 し、回答事業者名は一切公表 しない ことを申 し添 えてぃ

るため、本調査 に係 る情報 が処分庁の要請 を受 けて、公 に しない との条件 で任意 に提

供 された情報であることは確認 で きる。しか しなが ら、本件処分 に当た り、処分庁 は、

回答事業者 に示 した条件 に 自ら違背 して回答事業者名 を公開 してい るため、各道 の駅

との信頼関係 を理 由 として同号の該 当性 を主張す ることには、問題 がある といわ ざる

を得 ない。 また、 こ うした経過 も踏 まえる と、当該条件 を付す ることが 当該情報 の性

質、 当時の状況等 に照 らして 合理的である と認 め られ るか どうかは疑間であ り、処分

庁の弁明書か らも公に しない との条件 を付す る合理 的な理 由を見 いだす ことができな

い。 さらに、審査会において も、 日頭 に よる意見聴 取の際、公 に しない との条件 を付

す る合理的な理 由を見いだす ことができなか った と判断 してい る。 この ことは、本市

内にお ける業界団体等か らの ヒア リング調査結果 について も同様 である。

これ らの ことか ら、公に しない との条件 を付す ることが合理的 である とは認め られ

ない]し たが って、処分庁が非公 開 とした情報 については、本号には該 当 しない D



2 結論

以上の とお り、本件審査請求には理由があることか ら、行政不服審査法第 46条 第

1項の規定により、主文の とお り裁決す る。

なお、本裁決に先立って、審査会か らの答 申において、行政文書の原則公開の精神

に立ち、適正な条文解釈 を行 うよう十分配慮す ることとされた。 この答 申を真摯に受

け止 め、条例を適正に運用す る必要があると考えていることを申 し添える。

平 成 28年 12月 27日

審査庁  平塚市長 落合



5 団体アリング調査結果 個票

(1)JA湘南 (第 1回日)

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能
・ 道の駅については、直売所が整備 されれば、売上を見込める立地だと考えている。

・ 集客の強化に向けては、ベルマー レ湘南のグッズを販売す るコーナーを設置するといつたアイ

デアが考えられ る。

・ 箱の駅伝の中継所にす るとの意見については、実現できれば PR効 果が高いが、距離の問題 も

あ り、実施主体 との調整を要すると思われる。

・ 駐車場が不足 してお り、例えば、駅か らシャ トルバスを出す等の対応 を考える必要があるかも

しれない。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

農産物直売所については、出荷の面で協力 したい。組合員の高齢化、定年帰農者の増加から、

今後直売所への出荷の希望が増えると考えられるため、このような組合員のニーズに対応 した

い。また、道の駅の立地は、あさつゆ広場から遠方の組合員が出荷 しやすくなる点もメリット

である。

運営は、農産物、水産物の直売、物販コーナー等、全ての施設を一体的に運営可能な体制の整

備を希望する。 レジは、全売場共通の集中方式 とし、 」Aは農産物の出荷面で協力するイメー

ジである。

現在、あさつゆ広場は、夕方の営業終了時間が早いこともあり、売れ残 り品は、全て出荷者が

当日中に引き取る方式 としている。一方、道の駅は、立地を考慮 し、夜まで営業する施設 とす

るならば、翌 日の朝に回収する方式 とすれば、多くの組合員が出荷 しやすい施設になる。

直売所の運営への当」A関与については、今後の検討による。また、当 JAと して、直売所を

整備する考えは持っていない。

V

V

③道の駅全体の管理口運営体制 (指定管理者等)への参画の意向・方法
・ 施設全体の管理・運営については、当」Aが携わる考えは持っていない。

④道の駅と団体との連携方策についての意見
・ 出荷面での協力以外に、特段に、連携のイメージを持つていない。

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
。 平 日の利用者確保対策 も重要であるが、道の駅の立地を考慮す ると、市外の人への販売に力点

を置いた展開を期待する。

・ 特徴 を出す方法 として、ビーチパークの一体的な利用を促す施設 とす ることが重要である。 ビ

ーチバ レーやスポーツ体験等を、魅力 として活用すべきと思 う。
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⑥その他
・ 道の駅の整備については、当 」Aと して、全面的に協力する方針を役員が示 している。

・ 道の駅の開業は平成 29年 と問いてお り、時間がないと感 じている。

※ その他、駐車場の整備やプール等の既存施設の移転の方針、住民説明会の実施状況について、

質問がありましたc
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(2)JA湘南 (第 2回日)

①施設面積、出荷額について

あさつゆ広場の売場は 300ポ、バ ックャー ド80どである

バ ックヤー ドは若干狭い。それは出荷量が多い時や重量野菜等の出荷用コンテナを一時保管 し

た り、仕入品の袋詰めをした りするほか、米の保冷庫 (30kg袋 ×14袋 )、 アイス等の包装資材

等を置いているためである。設備はバーコー ドラベラー3台、包装用作業台 3か所、シンク、

製氷機、掃除用具等。ボスレジ 6台 (常時は中 4台、外 1台 )

道の駅の売場はあさつゆ広場 と同規模程度を用意 しておけば、通路幅や売台 レイアウトで多様

な対応が可能である。

あさつゆ広場の商品の 7割が組合員の農産物、加工品 (惣菜、弁当、漬物等)である (金額ベ

ース)。 売上高は 4.4億円程度。それ以外が仕入品等。組合員の出荷量の害」合は開業以来一定。

現在、定期的に出荷する生産者は 100～ 130人程度。生産者 1人当りの出荷量は増えている。若

手の出荷者も出てきた。系統共販売から直売型に切 り替えをした生産者が多くないが存在する。

加工品はそれ程多くない。惣菜、弁当、漬物、梅シロップ、ジャム等。

大磯、二宮の組合員は道の駅への出荷の意向がある。

②施設の機能・運営について

・ 直売所の客は 「素材Jを求めている。スーパーの客 とは異なる。組合員の惣菜製造の意向は少

なく、直売所に加工場を併設 させる必要はない。

・ あさつゆ広場は魚介類販売業の許可を取っている。鮮度で売つてお り、食べて美味 しかったと

い う感想を持つ リピーターが付いている。客からの注文加工の要望はあるc

・ 保冷庫は台車をそのまま入れ られるとよい。

・ あさつゆ広場は現在正職員 3人、パー ト35人の体制で運営 しているQパー トは常時 14～ 15人

である。月 1回定休。

③道の駅への出荷等に関するJA湘南のかかわりについて
・ あさつゆ広場の売上は現在の売場面積で 75憶円が限界である。 しかし、組合員の生産量を見

ると、新たな売場 (あ さつゆ広場 と同程度)に出荷できるポテンシャルは十分にある。

・ 道の駅開業に向けて、生産者に事前に告知 し、生産量を増やす取組を進めることも可能である。

・ 道の駅の出荷は生産者が各自で出荷・陳列する形態が望ましい。 どこかで集荷 してまとめて配

送することは考えにくい。

・ あさつゆ広場運営協議会を組織 し、品目別に部会に分かれ、独 自で農産物の品揃え、量につい

て生産振興を図つているほか、 」Aによる生産指導等も行っている。

・ JAが 道の駅直売所の運営に参画するためには代金精算の方法や施設使用料等の条件を今後協

議 していく必要がある。

・ あさつゆ広場の販売手数料は 15%(業者のもの 18%)、 支所直売所は 3%。
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(3)平塚市漁業協同組合 (第 1回日)

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

水産物直売所は、地元の水産物を供給する場所 として期待 している。 レス トランについても、

水産物の供給が可能である。 2つ の施設が、平塚の魚を知る機会、消費の機会となればよい。

③道の駅全体の管理口運営体制 (指定管理者等)への参画の意向・方法
・ 道の駅全体の管理・運営に携わることは考えにくい。ただし、出荷に携わる漁協の立場として、

施設の運営を活性化することについては、かかわりが必要と考える。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

水産物直売所についての漁協の関わ り方は、出荷、代金回収の間に入る方式がよい。現在、厚

本市の夢見市には、組合員の定置網 2経営体が、週に一回の夢見市の水産の 日に入れ替わ りで

販売を行つている (季節的にしらすの経営体も販売に行 く)が、定置網の経営体は、この方式

を広げるほど体制を割 くことは困難 との意見である。一方、あさつゆ広場への出荷は、定置網

の 1つ の経営体が、毎 日出荷 している (近所の従業員が業務終了後に届けている)他、組合員

(し らす)及び漁協 (千物)が、 」A湘南の人重咲支所まで荷を運び、 JAが、あさつゆ広場

まで物流 し、陳列する方式 としている。手間がかからないため、毎 日出荷できる。代金は、い

ずれも」Aが漁協の口座に入金 し、漁協が売上伝票を確認 し、2%の手数料を徴収 して組合員の

口座に入金する。

漁協では、あさつゆ広場を販売先 とした、千物の製造・販売に取 り組んでいる。魚を地元の干

物屋に持ち込み、千物屋が加工した千物を漁協に戻 してもらう。漁協は、千物屋に加工賃を支

払 う委託方式である。この商品は、直売所への出荷の可能性があるc

レス トランヘの出荷は、現在、漁協が、窓国となり、飲食店から、魚の注文を受け、定置網 2

経営体の水産物を発泡ケースに詰めて販売することに取 り組んでお り、同様の方式での関わ り

がよい。物流は、近場の飲食店は、漁協事務所まで引き取 りに来る、遠方の場合、宅急便のコ

レク トサービスの利用等により対応 しているc直売所への出荷 と同様に漁協は 2%の 手数料を徴

収する。ある程度取引が軌道に乗 り始めた飲食店は、フェイスブックにより、定置網の経営体

と直接や り取 りをしてもらっている。

④道の駅と団体との連携方策についての意見

平塚市漁協の関連組織 として、漁協と組合員有志が出資した有限会社海業支援センターとい う

会社がある。この会社は、漁業 と連携 した観光商品の試験的な販売に取 り組んでいる。具体的

な取組 としては、地引網体験サービスや釣宿 と連携 した 2時間程度の短時間の船釣 リサービス

(通常は、朝 9時から14時まで)等である。このような観光漁業の商品化について、道の駅

を活用 し、実現できればよいとの考えを持っている。
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⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
ビーチパークは、全国的に有名なスポーッ選手や若手の選手が練習 しにくる場所であ り、これ

を活か して道の駅の集客に結び付ける方向を検討すべきと思 う。例えば、道の駅の雇用機会を、

若手選手の雇用の場 としてい く等のアイデ ィアもある。

⑥その他

現在、一本釣 り (一本釣 り兼遊漁の4経営体)の組合員の水産物は、直売所に出荷できていな

い。 この背景には、本業が遊漁であるため、水産物の荷造 り。出荷、受注対応に時間を避けな

いことがある。

漁協では、漁港食堂を整備 し、地元の飲食店 (ロ コロジ)に賃借 している。漁協は、賃料を得

ること、水産物をロコロジに供給することがメリットであるc漁港食堂は盛況であ り、現在、

第 2の取組を検討 している。具体的には、老朽化 した須賀港近 くの漁具倉庫を立て直 し、レス

トランとして整備 して飲食店に貸す現在 と同様の方式を検討 している。道の駅と須賀港が互い

に利用者を誘導できる仕組ができると良い。また、須賀港周辺の商店を散策する取組にもつな

げられると良い。

漁協は、キッチンカーを所有 してお り、FM湘南 と連携 して、平塚の魚をPR・ 販売する取組

を行つている (FM湘南がイベン ト出店先の情報をつかんでくる)。 現在は、サバの竜田揚げ

等の商品をイベン ト・販売する取組を行っているが、漁協の職員 2名 (サバの下処理等の出店

準備や後片付けを実施)+アルバイ トの体制により、何 とか継続 しているが、採算性のある事

業まで成長をさせ、別の体制で継続することを考えたい。

夢見市では、組合員が販売に行 く水産の日には、軒下に大漁旗を設置する他、外から目立つよ

う、こいのばりを設置できるようにしている。
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(4)平塚市漁業協同組合 (第 2回 日)

①施設面積、出荷額、出荷方法について

あさつゆ広場の魚売場は、1,800111111× 5段の広さであるが、このうち 9011m× 上部 3段は、他の

業者が使用 している。一番下の棚は、10 kg箱 をそのまま置ける程度の広さ (90～ 100 cm程 度)

で、上の棚はもう少 し狭い棚 (60 cm程 度)である。

定置網は、あさつゆ広場と同様に、一ヶ統の出荷は可能 と考えられる (あ さつゆ広場への出荷

は、日曜 日、水曜 日、シケの日は休み)。 つ り (遊漁)も 、出荷に結び付けたい。組合員は、

道の駅で市場より高値で販売可能なら、出荷するとの考えを持つている (現在は 14時に水揚げ

し、翌朝の市場取引となるため、魚価が低い。 )

平成 25年度のあさつゆ広場の売上は、鮮魚 450万円、しらす 1,400万 円、千物 130万 円、いず

れかの商品を販売 した日数は 351日 であつた。26年度の売上は拡大傾向である。

あさつゆ広場の鮮魚は、ほぼ午前中に売 り切れる (基本的に、組合員が朝、陳列 した量を持っ

て売 り切れ)。 稀に、冷蔵庫にス トックし、午後に出す作業をあさつゆ広場にやってもらうこ

ともある。 しらすは、漁協が転送するポスデータを参考に、出荷者が、午後に出荷することも

ある。

鮮魚、千物はビニール袋に入れて販売 している (予 め、あさつゆ広場のバーコー ドを張 り付け

てある)。 市場の荷拐|き 場が、鮮魚販売業 (鮮魚販売袋詰作業所)の許可を得てお り、組合員

がここで選別、袋詰めを行って出荷する。道の駅も同様の方式がや りやすい。組合員が、頭、

内臓取 り等を行 うことは考えにくく、店側の注文加工で対応するのが現実的である。道の駅ヘ

の出荷時間は、6:00～ 8:30の 間と考えられる (豊漁時は遅れる)。

注文加工のスペースは、運営者が魚食普及協議会の会員等と連携 してやってもらえると良いc

協議会には、魚屋のOBが複数名所属してお り、漁港食堂を運営する会社は、さばく量により、

毎朝電話をして、作業者を集めている。同様の方式で行えると良い。

②体験について

千物の加工体験や さばき方の体験は、スペースがあれば実施することは考えられる。現在は、

年に 4～ 5回、ビーチパークの更衣室があるオープンスペースで行つているが、屋根がないため、

開催が不安定である。道の駅で屋根があるスペースで実施できるようになれば、開催 しやすい。

千物、 さばき体験は、昨年は 500円 の参加料で実施 した。長テーブルに包丁、まな板を置いた

程度の設備で、一度に 15人が体験 し、2回転す る。講師は漁協、魚食普及協議会、県職員等 4

名程度が行つている。今年は、1,000円 に値上げ したこと、 PR期 間が少なかった ことか ら、

参加者が少なかった。講師の 日当程度を確保できるように したい (目 安 としては 1,000円 ×30

人で 3万 円程度の売上)。

漁業体験は、昨年 より、子会社が、地引網体験に取 り組んでお り、これを拡大する等の展開が

考えられ る。現在、 ビーチパークのイベ ン トとして実施 しているほか、企業の福利厚生需要を

対象 とした展開を予定 している。 ビーチパークのイベ ン トとして行 う場合、 ビーチパークが受

付窓 口となって体験料を徴収 しているが、メールでの連絡が うまくいかない等の課題 もある。
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(5)ビーチクラブ

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ
ビーチパークの運営があるため、道の駅の機能の参画は難しいc

④で示したような連携が望ましい。

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

情報発信機能、受付機能、飲食機能、駐車場である。

情報発信機能は、道の駅ホームページ及び施設内の情報発信コーナーを指す。当団体の活動、イ

ベン トの告知をして貰いたい。

受付機能は、活動、イベン トの参加希望者の窓口、受付、調整等の機能である。当団体がビーチ

パークを活用 した有償の活動が可能であれば、売上の一部を受付の経費に回すことも考えられ

る。

ビーチパーク利用者を増やすためには、駐車場の確保は必須である。海岸公園グラウン ドを夏場

の週末だけ臨時駐車場 として開放 しているが、道の駅ができるのであれば、その他のシーズンも

臨時駐車場の開放を望む。 1日 1台 500円 は安すぎる。

③道の駅全体の管理・運営体制 (指定管理者等)への参画の意向・方法

道の駅全体の管理・運営体制への参画意向はない。

④道の駅と団体との連携方策についての意見
・ ビーチパークでの活動を道の駅で情報発信 した り、受付機能を担ってもらうことなどが期待 され

る。

・ 地引網体験、ビーチバ レー大会等、団体や大人数が来訪する場合、飲食の受け入れを道の駅で対

応することが想定される。

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見

他の道の駅 との差別化が必要である。平塚海岸に近いとい う立地を活か し、滞在時間を延ば して

貰 うためには、 ビーチパークと連動 した活動やサー ビスが売 りになるのではないか と思われるc

平塚駅南北の連動性をつ くるような仕掛けが必要である。例えば、七夕祭 りの際に南側でもイベ

ン ト (例 えば、花火大会)を 開催 し、シャ トルバスを走 らせる等ができないか。その際、道の駅

が拠点 となる。

ベルマー レの試合の 日に、相手チームのサポーターに対 して少 し前の時間に平塚に来て海で遊び

ませんか とい うような仕掛けをする等、集客のアイディアは色々あるのではないか と思われる。

天然の砂浜があることは、道の駅にとっても集客の魅力の一つになる。

海外の ビーチバ レー選手が ビーチパークはビーチか ら富士山が見えるロケーシ ョンが素晴 らし

いと評価 していた。
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⑥その他

(団 体の概要)

・ ベルマー レビーチパークスポーツクラブと共同事業体として、ビーチパークの指定管理者 となっ

ている。

・ ビーチスポーツ、ビーチレジャーの振興を目的に活動 している。

・ 20の活動部会がある。主な活動は、ビーチバ レー、ビーチサッカー、ヨット、サーフィン、ス

キムボー ド、スポーツカイ ト、パーティー、コンサー ト等

・ 毎月第 2土曜 日に定例会を開催。毎回部会の中から何 らかの体験を実施 している。そのほか、ク

リスマスのイル ミネーション、初 日の出、魚 さばき教室等を行っている。

・ サンサンマルシェに出店 し、活動の普及の場 として活用 している。

・ ビーチパークは、オンシーズンは毎週末何 らかのイベン ト (ビーチバ レー大会、ビーチサッカー

大会)が開催 されているため、この時期に活動を広げることは難 しい。オフシーズンに活動を広

げたいと考えている。

・ 課題は、ビーチパークを使つて有償の活動ができないことと情報発信力が弱いことである。

・ 前者は、現在は指定管理者の契約 として、指定管理料を貰って、ビーチパークの運営を行つてい

る (ス タッフはベルマー レから2名 常駐)。 施設使用料は払つていない。売店も水道光熱費 しか

徴収 していない。例えば、サーフィン教室を有料で実施 した りすると、施設使用料を支払 う必要

が出てくるのではないかと想定している。また、ビーチパークは都市公園の指定を受けているた

め、有償の活動も制限されている。

・ 指定管理、都市公園の件によつて、活動を広げるための要件が制限されている。持続的な活動の

ためには有償の活動が必要である。

・ 後者は、ビーチクラブの HPで情報発信 しているが、発信力が弱い。
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(6)工業会連合会

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ
・ 施設運営への参画意向はない。 フ リースペース、展示ブースの使用料、展示台の展示物の管理

はあ り得 る (例 えば、持ち回 りで)。

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能
・ 商品展示のできるフリースペース

・  使用料を支払 うことはやぶさかでない。

・  当社の敷地での開催ではどうしても限られた客しか来場 して貰えないが、道の駅の場合、

不特定多数の方に見え貰えるため、PR効果はあると思われる。

・ 商品展示ブース、展示台

・  期間貸 し、連合会会員で持ち回 り、各社の PRを 目的に。

・ 連合会会員の中でエン ドユーザーと直接つながりのある企業は少ない。よって、例えば道の駅

でオ リジナル商品を販売することによつて、会社の PR効果が見込める企業は少ないのではない

かと思われる (個別の意向は連合会傘下の工業会に確認 しないと分からない)。

③道の駅全体の管理・運営体制 (指定管理者等)への参画の意向・方法

施設全体の管理・運営へ参画意向はない。

④道の駅と団体との連携方策についての意見

①で示した内容で連携を図ることが望まれる。

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
・ 特 にな し

⑥その他
・ 4/13(月 )に連合会傘下の 10工業会が集まる会があるため、以下の内容を確認する。

ア)道の駅に求める機能

イ)道の駅でのオ リジナル商品の販売意向

ウ)連合会傘下の食品関連企業の抽出

工)道の駅での情報発信に対する希望

4/13(月 )に連合会傘下の 10工業会が集まる会で、道の駅に関する意見徴収を行った際に出た要望、

意見は以下の通 りである。

・ PRブ ースがあれば展示を検討 したい企業があった。

・ 一般論 として、食品メーカーであれば、オ リジナル商品の販売機会が想定される。

・ これ以上工業会からの反応は期待できない。個別に当たつて貰 う方が宜 しいかと思われる。
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(7)平塚市商店街連合会

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

情報発信機能への期待が非常に大きい。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

商店街や個店を紹介するパンフレットや案内板の設置、大型ディスプレイでの情報発信ができ

ると良い。

案内所等に常駐の人を配置するのではあれば、そこで商店街の案内をしてもらうのも良いかも

しれない。ただし、当団体が主 となって人件費等の費用を負担することはできないので、観光

協会等に中心となってもらい、当団体からも費用の一部を負担するという方法が現実的ではな

いか。

③道の駅全体の管理・運営体制 (指定管理者等)への参画の意向口方法

様々な団体等の意見を反映させながら道の駅の運営を行った方が良いと思 うので、当団体も運

営に参画することも検討できる。

また、出資についても検討できる。

⑤ (仮称)道の駅ひらうかの整備目的、コンセプトについての意見
・ 魅つけ市のように、道の駅が、商業や農業など、様々な業種が集まって連携できる場になれば良

いと思 う。

・ ドライブや旅行の際の通過点としてではなく、目的地の一つとして立寄ってもらえるように、平

塚ならではの特色を持つた道の駅にしなければいけない。

④道の駅と団体との連携方策についての意見
・ 商店街に加盟 している個店で、平塚市ならではの商品を取扱っているところはあま り多くなく、

どちらかとい うと生活に密着 した商品の取 り扱が多いため、道の駅に出店するような商品を持っ

ている個店は少ないのではないか。

・ ただ、多くはないが平塚市ならではの商品を扱 う個店もあるので、そ ういつたところの出店の可

能性はある。

。 当団体としては、道の駅のイベン トスペースに日替わ りで出店するような「商店街から道の駅ヘ

出ていく」とい う考え方ではなく、道の駅での商店街の情報発信等「道の駅から商店街に来ても

らう」とい う考え方で連携を図つていきたい。
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⑥その他

レンタサイクルについて、平塚は道路も広く、平坦な道が多いのでサイクリングに適 していると

思 う。だが、市内や商店街に名所や名物等がなければ、走 りやすくてもわざわざサイクリングを

したいと思 う人はいないのではないか。

小田原や鎌倉など近隣で t)「 獲れたて」や 「海鮮」を売 りに商売をしているので、水産物を売 り

にするとしても平塚 らしさを出していかなければいけない。例えば、平塚ではどのよう魚種が、

どの時期に水揚げされるか等の具体的な情報の発信が必要ではないか。

①
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(8)南 口ぶらりはしご酒

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

情報発信機能への期待が大きい。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

・ 南日の飲食店を紹介するマップの設置や大型ディスプレイや観光案内所での店舗やイベン トの

紹介ができると良い。

・ ぶ らりはしご酒のチケットの販売も検討できる。ただし、現状、チケットを売 り出す とすぐに完

売してしま う状況なので、販売窓口を増やす必要性はあま り感 じてはいない。

③道の駅全体の管理口運営体制 (指定管理者等)への参画の意向口方法
・ 当団体が道の駅の管理・運営体制に参画することで、当団体への参加店舗の売上向上等、商売

上のメリットがあれば参画することは考えられるし、出資等も検討できる。ただ し、 「平塚市

のためにボランティアで」といつた考え方での参画は考えられない。

・ 場合によつては、南口有志会 としてではなく、平塚市飲食店連合会 としての参画も考えられる。

④道の駅と団体との連携方策についての意見

特にな し

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
・ 「ひ らつかビーチパークと一体化 した」整備を行 うとい う点が、まさに平塚市の道の駅の売 りの

部分になると思われ るので、この点に留意 しなが ら計画の策定 も行つてい くべきだ。そのような

視点で見ると、シャワーの設置なども検討 した方が良い。

・ また、ベルマー レが ビーチサ ッカーや ビーチバ レー、 トライアスロン等、様々なイベ ン トを行つ

ているので、ぜひ、連携 を図つた方が良い。

⑥その他

・ 平塚駅南口の飲食店で南口有志会を立上げて、南 口ぶらりはしご酒のイベン トを行つている。

・ 現在、有志会には約 40店舗が参加 している。

・ イベン ト時には、各店 600円 で料理一品 。お酒一杯を提供 してお り、このイベン トだけでは、参

加店舗は赤字である。そのため、参加店舗もなかなか増加せず、これ以上、イベン トのチケット

の販売枚数を増やすことは考えていない。

・ 眺望の良い立地なので、営業時間を早朝から夜遅 くまでとして、朝 日や夕日、夜景を見ながら食

事ができるようにしたら良いのではないか。

・ 施設の高さが 8m以内とのことだが、もつと高い施設 として、平時は展望施設 とし、津波が来た

際には避難所 として活用できるようにしたら良いのではないか。
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(9)平塚商工会議所

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能
・ 会員の情報発信を目的として、大型ディスプレイ、パンフレットラック等の情報発信機能があ

ると良いc南 日の飲食店等からは道の駅で情報発信 し、まちなかに客を引き込めないかとい う

意見がある。

・ 期間限定の出店ブースがあれば、参加 したい会員はいると思われる。

・ 現在の海岸公園の状況を見ると、道の駅が整備 された場合相当数の駐車枡の確保が必要となる。

大型バスの駐車枡も確保できれば、エージェン トも観光バスを寄せやすくなる。

・ 津波避難機能をどの程度整備するか気になるところである。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ
。 当団体が会員に声をかけ、パンフレット、ビデオを集めることは考えられる。

③道の駅全体の管理口運営体制 (指定管理者等)への参画の意向口方法

・ 施設全体の管理・運営については、当団体が携わる考えは持っていない。

・ 管理運営組織への出資も現状では考えにくい。

④道の駅と団体との連携方策についての意見

物販施設のために会員の商品を紹介するなど、コーディネー トすることは可能である。また、

会員に対 して商品やテナン トの募集をかけることも可能である。

会員の中で、飲食施設の運営に関心のある事業者は出てきている。

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
・ 平塚 らしい特徴のあるものを販売すること、地物へのこだわりが必要だと思われる。

・ 茅ヶ崎の道の駅 との差別化を考える必要がある。平塚市は、農業、水産業の算出額が茅ヶ崎よ

りも多いこと、かつてバラの生産量が日本一であつたこと等を如何に活用するかを考えてもら

いたい。

・ 他の道の駅 との差別化 として、プール、ビーチと連携 した施設の方向性を考えて貰いたい。

⑥その他

・ 市内のイベン トといて、月 1回朝市を総合公園で開催 しているほか、漁協が年 1回 さかなまつ

りを開始際している。それ らとの連携が想定できるのでは。

・ 貸 しブースに対する協会会員、名産品協議会の会員、飲食組合、菓子組合等への意向確認等の

協力は可能である。

⊃
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(10)平塚市観光協会

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

・ 観光案内窓口の設置が期待されるc現在市民プラザに観光案内所を設けているが、道の駅にも

同様の機能を設置する場合、人件費の捻出が課題 となる。

・ タッチパネル式の情報発信端末を設置する予定である。道の駅にこのような端末が設置 される

ことを望む。

。 大型ディスプレイ、パンフレットラック等があると良い。

・ 市民プラザに名産品ブースを設置 している。集客力が弱いためそれほど売れず採算ベースに乗

っていない。道の駅に名産品ブースがあれば、集客力があるため売上も期待できる。

・ 期間限定の貸 しブースがあれば、出店希望の事業者はいると思われる。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

名産品ブースのi~●営への参画は有 り得る。

③道の駅全体の管理・運営体制 (指定管理者等)への参画の意向・方法
・ 施設全体の管理・運営については、当団体が携わる考えは持つていない。

奪
）

④道の駅と団体との連携方策についての意見
・ 七福神ツアー (毎月 7のつく日、15人以上いれば開催、1,800円 /人)を開催 している。当協会

が窓口、予約受付、実施を行つている。案内はボランティアに頼んでいる。当日団体職員 1名

が同行 (収支的には赤字)。 道の駅を拠点に廻るツアーが想定される。

・ 過去に、平塚、伊勢原、秦野、大磯、二官のエ リアにある 33観音を巡るツアーのアイディアが

あつた。 これを機に検討 していくことも想定される。

・ そのほか、逸品研究会のツアー (年 1回 )も 、まちなかツアーとして活用できるのでは。

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
・ 七夕祭 りのPRの ために、常設展示 をしては どうか、特選に選ばれた七夕飾 りを設置するな ど。

⑥その他
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(11)名 産品協議会

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

名産品、特産品を一箇所に集め販売するスペースを期待する。常設、期間限定の両方が想定さ

オLる 。

平塚 らしい外観の建物を期待する。その地域でなくても良いような外観の道の駅が見られる。

商品が映える建物 として貰いたい。例えば、平塚独 自のテーマカラーとか七夕飾 りとか。

道の駅だけで完結 しない仕掛けを組み込んでもらいたい。 レンタサイクル、レンタバイク。

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

物販に、名産品コーナーを設 けて貰 う等が期待 される。

③道の駅全体の管理・運営体制 (指定管理者等)への参画の意向口方法
・ 施設全体の管理・運営については、当団体が携わる考えは持っていない。

④道の駅と団体との連携方策についての意見
・ 常設、期間限定の物販ブースに名産品の店をはじめ、市内のお店が出ることが想定される。

・ 小田綿厚木道路の平塚 PAにイベン ト出店をすると、その後広域だけでなく、地元の客も店に買

いに来て貰え、効果が見込まれる。道の駅でも同様の効果が見込まれる。

⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
「ひ らつかJの認知度を上げることを目的 として貰いたい。周辺に比べると認知度が低いため、

地元住民が地元のものを土産 として誇 りをもつて買つてもらうためには、平塚の認知度を上げ

ることが必要である。

一９
⑥その他
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一
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(12)Sunsunマルシエ

②上記施設機能の運営への参画の意向、施設の利用方法や事業展開のイメージ

常設の売場へのマルシェコーナーの設置について、自ら売場を運営する考えは現在のところ持

ってお らず、常設の売場を運営する組織に対 し、手数料を払つて販売 してもらうことを考えて

いる。

③道の駅全体の管理・運営体制 (指定管理者等)への参画の意向口方法
・ 団体として、施設の管理・運営に参画する意思は現在のところない。

・ 施設の管理・運営については、地元の団体や公的な団体が行 うことを希望する。花菜ガーデン

や小田原厚木道路のサービスエ リアのように、市外の企業が運営すると、利益重視 とな り、手

数料が高くなるし、地元との関係が薄くな り、地元の品揃えがなくなってしまう。

① (仮称)道の駅ひらつかで整備を期待する施設の機能

月に一回のマルシェを継続 したい。マルシェの利用環境 として、駐車場の拡大を希望する (現

在、駐車場が不足 し、機会損失がある。現在のマルシェの利用者は概算で 2,000名 ほど)。 イベ

ン ト会場の数力所で水、電気を活用できるようになることを希望する (使用量は、マルシェ全

体のものが分かればよい)。 街灯の整備を希望する。街灯があれば、夜マルシェを実施できる。

イベン ト用具の倉庫も希望する。

マルシェは、現在の月に一回の実施に加え、数件が単独で行 うことも考えたいcデパー トの催

事スペースのように、施設のイベン トスペースや入口付近で、店舗が 日替わ りで販売すること

も考えられる。

道の駅の常設の売場については、マルシェのコーナーの設置を希望する。

施設の整備について、施設の屋上や 2階を芝生となれば、マルシェの利用者等が、購入 したも

のを食べるスペースを広げることができる。

施設整備については、潮騒の森を伐採できないことが、利用者の確保に向けた弊害だと思 う。

現在、国道 134号線から湘南海岸公園方面に曲がる交通量はほとんどないため、例えばア ドバ

ルーンや施設から海につ り橋を架けるなど、何かがあることを知 らせるシンボルが必要だと思

う。潮騒の森については、本当に伐採できないのか、なぜ伐採できないのか確認が必要に思 う。

④道の駅と団体との連携方策についての意見
・ マルシェについては、継続的に団体として開催できることを希望する。工事期間等、マルシェ

を開催できない期間の対応も検討する必要がある。

・ 等団体 としての意見ではないが、施設のキャパ以上に人を受け入れて、レンタサイクルや、周

辺の情報のPRに より、地域に人を誘導することを期待する。道の駅の独 り勝ちとなってはい

けない。
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⑤ (仮称)道の駅ひらつかの整備目的、コンセプトについての意見
・ ビーチパークと連携 し、海 を活用することが重要だ と思 う。そのためには、海へのアクセス性

を向上する必要がある。

・ 渚プロムナー ドについては、現在でも、活用 したい との意見はあるが、住民の意 見か ら難 しい

状況だ と思 う。活用できれば、駅からの流入を拡大できるし、国道 134号線か ら道の駅に人を

呼び込む仕掛けとす ることができる。

⑥その他

茅ケ崎については、競合であり、差別化を図 り、特徴を出すことが必要である。一方、連携す

ることの検討も必要 と思 う。

V
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6 道の駅地元説明会概要

(1)開催概要

地 区 名 花水地区 なでしこ地区 港地区

日  程
平成 27年 3月 24日 (火 )

19:00-20:30

平成 27年 3月 26日 (木 )

19:00-20:00

平成 27年 3月 27日 (金 )

19:00-20:30

会  場 花水公民館 なでしこ公民館 須賀公民館

参加者数

計 :153名
47名 11名 95名

※市出席者 :み どり公園・水辺課課長、全担当長及び担当、農水産課課長代理・主管

(2)主な意見

【交通について】

・ 道の駅に訪れる人はもちろんのこと、駐車場を拠点として海の方に赴いていただくことも可

能だから、整備には賛成。

・ 道の駅で心配されるのは、駐車場 と進入路の問題である。通学路もあるので、駐車場の入口

はきちんと検討 してほしい。

・ 夏になると駅前通 りや平塚学園前の自宅まで渋滞になっている。家の車が出せなくて困る。

・ 駐車場が 24時間開放となると、暴走族の溜まり場になるのではないか。

【道の駅のサービス・機能について】

。 道の駅ができることには賛成だ。地元の新鮮な野菜を買 うことができるなど魅力的だ。

・ フラダンスイベン トやサンサンマルシェが開かれているので、引き続き開催できるようにし

てもらいたい。

【防災について】

・ 波を恐れ海岸沿いの開発をしていかないのであれば、平塚はさびれてしまう。津波対策は必

要だが、一度置いておいて、計画をしていくということも必要なのではないか。

・ 災害があった場合に、防災機能を持つものがほしい。

【自然環境について】

・ 松林の解体を含めて、道の駅を海側に作ることを検討 してほしい。

・ グラウンド、プールなど制約条件がたくさんあると思 うが、本気で行 うつもりがあるなら制

約を外 していつてほしい。中途半端なものになつてしまうのであればやめてほしい。

・ 道の駅には反対である。平塚市の魅力は自然であり、自然をなくしてまで作る必要はない。

・ 青E城ケ丘プール跡地やビーチパークなど海の見える場所を優先すべきである。また、松林を

伐採するなど、覚悟をもつて、徹底的に良い施設にすべきである。そ うしないと繁盛 しない。

・ 近くに住んでいるので日照条件や騒音、排気ガスなども配慮 していただきたい。

。 公園を壊すこと自体に反対である。広くて素晴らしい公園は市民の財産である。

・ 公園として利用されているところに駐車場を増やしたり道の駅の整備をするとなると公園の

機能をなくす計画になっているので納得いかない。
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