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第１回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年１月１５日（金） 

    開 会     午前 １０時００分 

    閉 会     午前 １０時５５分 

 

 
○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●総務課 

①地域資源活用交流促進施設（福祉センター）実施計画について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 
○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

     委 員   中 西 安 次    委  員    田 中    誠    

   委 員    加 藤 健 次    委  員    勝 又 武 司  

    委 員  藤 田 春 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 
○欠席委員   なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■総務課長       古谷 一夫    ■企画財政Ｇ主幹   澤本 正弘 

■総務Ｇ総括主査    岸本 幸雄    ■総務課主任     吉田 慎治 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長 村 上 孝 一 

    主  査 鈴 木 美穂子 

 

   

 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 それでは、第１回目の総務文教常任委員会を開催させて頂きます。 
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○委員長 

 町からの協議・報告事項と言うことで、総務課１点ございます。説明の方をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課から協議事項として、既に去年常任委員会でご協議申し上げました福祉センター、地域

資源活用交流促進施設の実施設計の関係についてご説明申し上げたいと考えてございます。本件

につきましては来月にお願い申し上げてございます臨時会において、建設経費費、事業費などを

補正させて頂きたいとかように考えており、現在実施設計を最終段階をつめている訳でございま

して、その内容について、概要について前回の常任委員会においてはラフな関係で申し上げまし

たが、かなり詰まって参りましたので、それぞれ平面図を以て具体的な現段階における内容につ

いてご説明をさせて頂きたい、かように考えております。具体的内容につきましては、お手元の

議案に基づいて担当の総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それではお手元の図面に基づきまして、ご説明をさせて頂きたいと思います。２ページ、３ペ

ージが平面図、１階２階となります。４ページ、５ページが立面図、最後６ページに各部屋の面

積表を参考として掲載してございます。平面図２ページ、３ページの方で中身についてご説明さ

せて頂きます。地域資源活用交流促進施設と言うことで、建物全体の見取り図といたしましては、

２ページの１階部分、それと３ページ２階部分と言うことで、この機能的に完全に分けて使用が

出来るようにと言うことで構成をしております。１階部分につきましては、主に葬儀等での使用

を想定しまして、それ以外の各種集会あるいは会議等にも対応した配置と言うことで考えており

ます。２階部分については、会議室と言う事で会議等の使用を中心となると思われますけども、

１階の方で葬儀等が行われた場合についても分離して２階部分別に使用が可能と言うことでの構

成を考えてございます。まず１階部分、２ページの方ですけれども図面の上が北側となります。

左側に薄くロッカー室ですとか、物品庫と書いてあるのが、これが現在の役場の建物の配置を示

しているものになります。図面右側が東側となりまして 2 線道路側に面しているところでござい

ます。現在の建物と同様に２線道路側、こちらが正面玄関と言うことになります。入り口につき

ましては風除室として、入りますとホール、ロビーと言うことで、これを広めに取りまして会議

あるいは葬儀等の受付用のスペースと言うことで確保しております。図面中央下側の交流ホール、

これが一番大きな部屋になりますけども、ここにつきましては葬儀等の場合については、椅子を

配置しますと３５０名程度の最大の収容が可能と言うことで考えております。ちなみに現在の施

設につきましては２００名程度でございます。ホールの西側にはステージを配置しまして、葬儀

の場合ですと祭壇のスペースと言うことの活用も可能となっております。この交流ホールには中

央の方に可動式の仕切り壁を配置しまして、この図で行きますと縦に点線が入っている部分です

けれども、これを 2 枚設置し人数ですとか、使用目的に合わせた分割での使用が出来るようにと

言うことで考えてございます。図面の左側の方に行って、西側になりますけども研修室で和室を

２つ配置しております。親族等の控え室と言うことでの利用も可能ということでございます。こ

れは真ん中でもって壁がありますので、分けて使用することも出来ますし、２部屋通しての使用

も可能になります。北側の部分につきましては会議室、トイレ等を配置していますけども、入り
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口の会議室につきましては通常の会議の他、葬儀等の場合は役員等の控え室として利用可能にな

ってございます。その横にトイレ、男子女子トイレの他に身障者あるいは高齢者の方に配慮しま

した多目的トイレの設置も予定しております。またその左側に行きますと調理研修室と言う事で

簡単な煮炊きの出来る施設、それからお泊りになる方を想定しまして、洗面所と言うことで新た

に設置を考えてございます。その他、物品庫につきましてもステージ横に十分なスペースを取っ

ておりまして、あとは階段、エレベーターと言う事で設置を考えております。それで、役場に通

じる側につきましては裏口、通用口ということで設置を考えております。続いて３ページの方に

参りまして２階部分。２階につきましては先ほども申し上げましたけども、１階と機能的に分け

た対応と言う事で、１階で集会等が行われていても別の会議が行えるようにと言う事で考えてお

ります。研修室３、４と２部屋ございまして、これは洋室と言うことで机と椅子を配置いたしま

して各種会議の使用を想定しております。２部屋通しての使用も可能と言う事で、真ん中の壁に

ついては可動式となってございます。また２階につきましても男女それぞれトイレを設置してお

ります。そのホールの横に渡り廊下と言うことで、役場へ通ずる、役場の２階ですね、その方に

通ずる渡り廊下の設置を考えております。この廊下につきましては、長さ約１１メートル程度と

言う風になっております。続いて４ページと５ページの方で立面図を示してございまして、４ペ

ージの上段につきましては南側から見た図面になります。交流ホール等にも窓を設置して光を取

り入れられるようになっています。４ページの下段につきましては、東側から正面玄関側から見

た立面図と言うことで、こちら側から見ますと全面ガラス張りで光を多く取り入れられると言う

ことで設計をしています。５ページにつきましては、上段が北側から、下段が西側から役場側か

らのそれぞれの立面図と言うことになってございます。６ページにつきましては、それぞれの各

部屋毎の面積を示してございます。以上簡単でございますが平面図などの説明を終わります。 

 

○総務課長 

 担当の総括主査より具体的な現段階における実施設計をご説明申し上げました。基本的には農

村漁村の活性化の支援のプロジェクト事業と言う形の中で、都市農村交流施設と言うような位置

づけの中において利用する施設、そういった施設、現実的には福祉センターの後施設という事で

ございますので、葬儀等も十分配慮しながら総体的な活用が図れる機能を持たした施設、そう言

った中で約１千平方メートルの中で、前回、前々回示した、常任委員会で示したとほぼ同じよう

な大きさ、内容で現在実施設計がなされている、こう言った状況でございます。今後さらに今月

中に具体的な事業費の関係、今算定に入ってございまして実施設計上の事業費、どこで収まるか

と言った中で積算してございまして、今後２月にお願いしている臨時会の中において、前段の常

任委員会におきまして、具体的な事業費の関係についてもそれぞれご報告・ご協議をさせて頂き

ながら補正予算の提案をさせて頂きたいと、かように考えておりますので、その点宜しくお願い

申し上げます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の、福祉センター実施設計と言う事で説明がございました。委員の方、これらについて

質疑を受けさせて頂きたいと思いますが。 

 

○加藤委員 

 この施設の大きな柱に、葬儀の他にもう一つ、当初から言われていた災害に対する非難対策、



 

- 4 -

あるいはそれらの状態、こう言う関係の中では、この施設の中ではそれらを重んじた施設内容あ

るいは、備品購入、あるいはその辺についてどう言うふうなところで配置をするのか、その辺の

考え方についてお伺いいたします。 

 

○総務課長 

 原則的なことについては前段で申し上げたとおり、地域資源活用交流促進施設の付帯的な機能

として、実態的な部分としてそう言った機能を持たして行きたいと言う考えでございましたので、

当然、交流ホール、和室、調理関係の部屋そう言ったものを設けながら、ある一定の緊急的な避

難に対応できる、さらに災害対策本部が設けられる役場との連絡性、こう言ったものを担保しな

がら今回の実施設計を行う、この様にご理解を頂きたいと思います。当然、ある一定程度の災害

備品の備蓄を現在行っている訳でございますけれども、そう言った必要最低限の、現在もほぼ３

０名の方を２４時間体制で緊急的な避難が受けれるような備品を備えてございますが、そう言っ

たものについても引き続き、現在福祉センターに備品を備蓄してございますが、新しく出来た施

設にもですね、そう言ったものを備えながらそう言った緊急対応出来るような体制を、こう言う

ことも充実させて行きたい、かように考えてございますのでご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 今現在福祉センターの奥に、２階に備品が入っているのも私も見ておりますが、それらは今回

どこに、施設の中のどこに納入って言いますか、備蓄して行くのか。あるいは、これを契機に新

しく備蓄項目というのも考えていて、十分なスペースっていうのがあるのかどうなのか。それに

ついてお伺いします。 

 

○総務課長 

 平面図を見て頂いてお分かりのとおり、１階の交流ホールの左側と言いますか、西側にかなり

大き目の物品庫を設けてございますし、また階段等の、エレベーター横等に多少の空間を利用し

た物品庫、さらには２階におきましても一部研修室の北側の物品庫、こう言ったものもあります

のである一定程度の物については十分こう言った施設の中の取り付けの棚等に置いて保管でき

る、かように考えてございます。また、１階和室においても押入れとかそう言ったスペース、あ

る一定の物品スペースについては確保する上において実施設計を現在進めていると、このように

ご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 具体的な話なんですが、このステージの両サイドって言うのは椅子を入れたら多分いっぱいに

なるようなスペースでないかと捉えるわけですが、それを入れても尚且つ十分なスペースがある

と言うふうに判断して宜しいのですか。 

 

○総務課長 

 具体的な、そう言うことについては今後実施設計の最終段階に入る訳でございますけれども、

今言ったような現行の中で福祉センター等に備えている備品等については、災害備品等について

は十分入るというふうに認識してございます。 
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○加藤委員 

 それと２階部分の会議室２つ、私は２階建てと言うからもっとでかいのかと思っていましたが、

実際問題２つの会議室という使い方。この会議室２つがどうしても必要なのかどうなのか。これ

を２階に上げる、上げないによっての工事費って言うのは物凄く違うような気がする訳ですが。

これによって、当然のようにトイレからエレベーターから全てある訳ですが、本当にこの２つの

研修室の必要性、あるいは今後の維持性、使い勝手の中でどうなのか。例えば庁舎にもエレベー

ターが付くわけですが、今回の離れている距離から行くと１１メートルと言うとそんなに大きな

距離では無いと捉えるわけですが、上と下と完全に１階と２階と分離して使える、こう言う問題

を踏まえた時に、今の新しい施設に対するバリアフリーの考え方って言うのは、これは法律的な

問題ですべき事だよとありますが、実際問題としてそれは今、逆に庁舎にあるエレベーターで十

分対応は可能なような気もしますし。これ出来るならばここ、2 階まで上げるとすればもう少し

本当に広くして、災害時のあれや、あるいは色んな時の中に本当に寝泊り出来、あるいは本当に

災害対策にするのか。中途半端にしないで、どちらかにする方が将来本当に必要な施設と言える

ような捉え方をするわけですが。その辺についての、ここまで来てどうする事も出来ないのかど

うなのか。 

 

○総務課長 

 基本的な方向性としては前段でも申し上げたように、都市農村交流促進施設、そして付帯的な

機能としてそう言ったご指摘のあった災害の時の対応と言う事を前提として、前々回の常任委員

会においても建物規模としては 2 階建て、それと一定の制限の中において、過大な物については

当然補助事業ということにはなりませんので約１千平方メートルという中において、今言ったよ

うな一定の大規模の事業が１階で行われても小規模な会議や研修会が２階で行なえる、そう言っ

た機能性の分離、それと先ほど申し上げた災害対策本部が置かれるであろう役場との連動性、そ

う言ったもののある一定程度の縛りと方向性の中で今回こう言った実施設計を行なわさせて頂い

た、この様にご理解を頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 今さら言ってどうにもならないのかもしれないけど、加藤はエレベーターばっかり文句を言う

と言うけれど、本当にこの施設で、ここで葬儀をやる時に２階に上がるのは本当にどこまである

のか。あるいは分離して使えるとすればどうなのか。むしろ、ここのスペースに備品やあれや、

そう言うスペースに捉えるべきでないのかと、私は逆にそう言う発想を持つ訳ですが。 

 

○総務課長 

 先ほど申し上げたとおり、この施設そのものについての補助の原則的な部分って言うのは、そ

う言った都市農村の交流を含めた研修を中心とし、さらに地域住民の交流が図れる施設、そう言

った目的で災害については付帯的な機能と言う形ですので、その辺についても十分ご理解頂きた

いとかように考えてございます。 

 

○加藤委員 

 だから災害の施設を、物を入れなくても、ここにエレベーターまでが本当に必要なのかどうな

のかと。まぁこれは私だけの意見みたいですけども。 
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○副委員長 

 このステージって言うのは祭壇の場所になるのかい。それともう１点、加藤委員が言っている

ように、今さらどうにもならないのか知らないけれども、結局この研修室１つ２つ、１階のね。

それから会議室、こっちが要するにお手伝いや役員などの部屋になるわけでしょ、会議室って言

うのが。廊下の端の方。そうすると、かなり、控え室にいる遺族の方と連絡をするにしても、ち

ょっと遠すぎるような感じがあるし。それから遺族の方が出入りするにしても、この位置にステ

ージや物品庫で囲っちゃったら、わざわざこっちに回って出入りするようになるのだろうけど、

もう少し考えられないものかなと、出入りの関係も。そんなふうに思うのですけども、どうなん

でしょうね。今さらどうにもならないでしょうけども。 

 

○総務課長 

 基本的には申し上げたとおり、葬儀と言う事についてを前提としながら実態的な使用の中でで

すね、現行の使い勝手の関係ですとか、それから人の動線の関係ですとか動きの線ですね、そう

言ったことを前提としながら調整させて頂いたと言うことをご理解頂きたいと思います。また当

然、向きの関係で採光、光をある程度受けながら、それと車の流れとか人が入って来る方向性、

そう言った総体的な部分を考慮した場合においては、現段階、我々段階では実施設計については

ベターだと言う認識に立ってございます。 

 

○副委員長 

 このステージはあくまでも階段を付けてのステージということですか。 

 

○総務課長 

 これはかなり低い部分での、小規模ですからこれはかなり低い部分での行事、講演会をやりま

すとか、映写会をやりますとか、そう言った事を主体としながら研修交流施設という意味合いで

のそう言ったステージとなっております。ただ、葬儀で使う場合においてはここに祭壇等が置か

れると言ったことも想定した中で設計を進めております。 

 

○副委員長 

 しつこいですけども、私、このステージは学習センターにもあるし、ここでステージをどうし

ても置くとすればね、やっぱり普段は平らな状況にしておいて、色んな災害やなんかの時に広く

使えるようにも考える必要がある。例えば箱の台ですか、不要な時には積んでおいて、必要な時

にはその台を並べて使うと言うようなステージだったら私は良いけども、階段付けて全く段差の

あるステージを固定してしまう事になるとちょっと問題でないかなと言うような感じもするので

すけども。 

 

○総務課長 

 実施設計等の前段の協議段階で、移動式のステージとか平台を積み合わせてとか色々考えて来

ました。そう言った中において最終的な現段階の方向性としては、学習センタープラネットにあ

るような高いステージではなくして極めて低いステージと言うような形、この後ろの距離感、そ

う言ったものもございますので。そして今、副委員長がご指摘にあったとおり緊急時においては

当然交流ホールも含めてステージも含めて、そう言った多目的に使えるような構造を担保しなが
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らの構造と言うふうに考えてございますので、その点についてもご理解を賜りたいと存じます。

それと前段で申し上げたとおり、この補助事業そのものがあくまでも都市農村交流を含めた、そ

う言った交流関係の研修会や交流会、そう言ったことが前提として、具体的な部分として実態的

な付帯的部分としての葬儀、さらには加藤委員からのご指摘があったような災害時における緊急

的な避難所、そういった機能も併せ持って、多目的施設の実態に合わせた部分での調整を行って

いくと言うことについてもご理解を賜りたいと思います。 

 

○田中委員 

 今さら言ってもどうにもならないのかもしれませんけど、見てみるとどうも不経済なような気

がするんですね。これ、２階の２つの会議室のためにトイレからエレベーターから付いているわ

けですよね。これを平屋にしておけば２階のこの部分の、エレベーターはやっぱり点検料だとか

そう言う維持費も掛かるので、どうもこれは不経済なような気がするのですけども。 

 

○総務課長 

 お話のとおり経済性等も含め、平屋建て、２階建て、３階建て色々と論議があると思いますが、

先ほども言いましたように役場との連動性、そう言ったものを含めた機能的な管理という関係の

中からの要素というのも当然入っているわけでございまして、下で大規模的な行事が行われた場

合についても２階で関連した、また違った部分でも使用が可能という機能性の担保もやはり現実

的には必要と言う考え方の中において、今言ったような総合的な整理をさせて頂いた段階におい

て２階建てって言う形と役場との連動性、多目的な使用、それと一体的な利用頻度での対応、加

えて緊急災害におけるそう言った機能、そう言ったものを総合的に判断した中において２階建て

のこう言った配置になったとご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 今、説明を色々と聞いている訳ですが、委員の中から色んな意見が出ている訳です。この問題

については、ちょっと聞き置くと言う程度ではなくて議会としてこうすべきだと言う提案を、こ

の後一生懸命論議を重ねた方が良いと思うんだけれど。説明の不足が、足りない部分の説明を受

けて今日この後、委員会の中できちっと論議をした方が良いと私は提案いたします。 

 

○委員長 

 今、一つの提案があったわけですけども、これ何日も日にちを置くと言う部分ではないと思う

んですが、どうなんでしょうか、その日程の関係では。 

 

○副委員長 

 要望が聞けるのか聞けないのか。それによって。  

 

○総務課長 

 基本的には既に何回か、ラフな部分も含めて、また具体的な使用の方向性についても委員会の

中でも詰めさせて頂いて、そう言ったことを前提として今回現段階における実施設計を提案させ

て頂いて、報告も含めて提案させて頂いた。このように町としては認識しているところでありま

すし、当然国におけるそう言った有利性の中で補助金、交付金を前提として事業認可を受けて現
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在進めている。その中においても２１年度ですね、予算の中で執行しなければいけない事業、こ

のように認識してございますので、我々としてはこう言った方向の中でご理解を賜って進めさせ

て頂きたいと、このように考えてございます。 

 

○加藤委員 

 言っている意味合いはわかるけども、確かに大雑把で実施設計が出来たら、この次ぎ出来たら

します、しますと言って今日まで来ているのですから。そう言う形の中では無いと思いますし、

基本的に極端な論戦をすればですね、議会が認めなければどうする事も出来ない訳ですし。私は

ただ単に反対するのでなく、将来に渡ってどうすべきかってことを十分に結論を出すべきではな

いかと言う風に踏まえるので。ゴーサインが出なければ出来ない事だと思うので。私はそう思い

ますが。ただ私は田中委員が言ったように、本当にこの研修室２つの問題だけでこうなるのか、

本当にここまでこうするのだとしたら、もう１歩広くして何かする必要があるのか無いのか。こ

の辺を踏まえた中で、会議室が本当に今の現状の中で、単なる会議室として２つ造らないとなら

ないのかどうなのか。これ私が思うだけのことなのか、委員皆さんの中であるとすれば、この部

分２階をすとんと削ってと言う方向も有ると思うんです。この辺こう、総務課を省いた中で委員

の中で、委員会の中で論議をして報告するって言うことも私は必要だと捉えるのですが。 

 

○委員長 

 それではその意見が出た訳でありますけども、これらについて委員はどうやって考えられるの

か。要するにここで、総務の関係で議会を続けて結果を出すのか、それとも改めて委員会として

協議をするのかと言う部分。どうでしょうか。今、一つの意見としては要するに委員会、議員だ

けでお話をしようと言う意見も出てます。後、他についてはございませんか。 

 

○藤田委員 

 私は原案通り賛成です。 

 

○委員長 

 あと、他の方についてはどうでしょうか。二つの意見が出ております。 

 

○加藤委員 

 他に、私の意見に賛成する人もいないからそのまま進めて行かれても良いんじゃないんですか。 

 

○田中委員 

 これ、どうしようかね。今さら変更なんて言うのは難しいと思うんですけどもね。１回、委員

会で論議して。私たちも賛成したと言うことになればそれなりの責任もあるだろうし。 

 

○藤田委員 

 役場から提案された段階で、良いのか悪いのか皆はっきりしたらそれで良いのではないのかな。 

 

○委員長 

 それをはっきりさせようと言う部分で、これで良いんですよと言う人もいれば、もう少し検討
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しましょうと言う意見が出たんです。もう少し、他の委員から意見が出てないので他には無いで

すかと言う話なんですが。 

 

○加藤委員 

 この施設を止めれって言うのじゃなくて、将来に渡って考えるべき場所が無いのかと。そのこ

とを、はいと言って行くべきなのか、どうなのかって言う提案です。私はこの施設を止めれなん

て一言も言っていませんので。 

 

○中西委員 

 皆さんの話を聞いていると、課長からの説明では今までの委員会で説明をして来ていると言う

事で、今のところ聞いていますけれども。この２階の部分についてはですね、やはりこちらの役

場との繋ぎを必要としているからと強調されていると思うのです。こっちの会議をする場所が少

ないから繋いで、会議の場所を増やす為に繋いで使いたいとなさっている様に捉えるんですけど

も。そう言うこともちょっと強調されていると。こう言うのもまだまだ会議室が不足している、

場所がないからって２階の廊下で繋いで行くんだと言うのでは無かろうかと思うのですけども。

その中では、折角の実施設計でもっと広くしても良いのではないかと言う意見もあるけれども、

それも出来るか出来ないかと言う話だと思うんですけどもね。予算的にもこれが限界だとか、そ

んなんであれば原案の通りしたいなと思ってますけども、どうでしょう。 

 

○総務課長 

 既に何回か委員会の方に出させて頂いて、１０月の３０日の常任委員会におきましても素案の

段階で、２階建ての平面図をほぼ今回示した物と位置図は若干違いますけども、お示ししている

ところでございます。それから２点目の、今、中西委員からのお話があった件ですけども、一定

の農山漁村の活性化支援プロジェクトと言う中において、これについても既に早い段階において

全体的な事業規模、面積ですね、それから構造、それから機能についても常任委員会に示した中

において農水省に提出してございます。従いまして、現実的にはこれ以上大きな施設を作ると言

う事については交付金事業においては有り得ないし、許可が出ない。それと併せて今回の事業に

つきましては総体的な総合採択事業であって、農協の麦乾、福祉センター、緑清荘、こう言った

ものを総合的に事業として採択されている。こう言った中において、地域の活性化が図られる総

合的な振興事業であると言うことについてもご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 十分に分かりますが、それは予算額を超えることは出来ないけれども予算額を減らす事も出来

ない、修正も出来ない段階に入っていると言うことですか。 

 

○総務課長 

 ほぼ一定の機能性を担保した中の実施の中で言えば、それを大幅に変更することについては既

に出来ないと言うふうに認識してございます。そう言った前提に立ちながら計画の当初段階、そ

れから１０月の委員会の段階におきましても、具体的な平面図、素案をお示しながら協議につい

てもお示した中において現在まで取り進めている。このように町としては理解しているところで

ございます。 
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○勝又委員 

 その今の部分の、大幅なって言う部分であれば、まず小さなものについての余裕はあるのか。 

 

○総務課長 

 基本的には何回か農水省と協議を行ってございますが、面積的には約１千平方メートルと言う

形の中で総体的な事業の設定や事業費の内示についてですね、こう言ったものを頂いております

ので、こう言った事を前提に事業を進めて行くのが基本的な方向性と我々はこのように認識して

ございます。 

 

○細矢委員 

 色々言ってたらきりが無いんだけどもね、大きく言ったら東側が玄関で研修室やなんかが一番

奥なんだよね。奥になるでしょ。出入りして廊下を通って奥に入って行く。やっぱり場所的にも

考える必要があるような気もしたり、それからこの調理研修室の出入り口なんかは付けるんです

か。この横に、隅に。結構、お葬式なんかであれする時は厨房の出入りと言うのは廊下を通らな

いと行けないとか、業者が来ても廊下の前で全て運び入れるとか、そう言うことではちょっとあ

れかなと思ったりもする。私も、原案は原案で仕方ないと思うよ。直せるものだったらその辺に

配慮して欲しい。 

 

○総務課長 

 総体的な基本的な方向性についてはこの方向でお願いしたいと思います。面積的な要件につい

ても、ある一定の機能を持たせるって言う形の中でそう言った整理がされてございますし、また、

今までの委員会の協議に則った中で今回実施設計を進めさせて頂いていると言うことも事実でご

ざいます。そう言ったことで、多少のそう言った出入り口ですとかは出来る範囲でご意見を賜っ

た中で、出来る出来ないとは申し上げることは出来ませんが、出来る限りの調整は、技術的にで

すね、出来るものについては内部的な調整、あと何日かはございますのでさせて頂きたいと、基

本的な方向についてはご理解賜りたいと、かように考えてございます。 

 

○委員長 

 今、課長の方から大々的な素案については変更出来ないよと言う部分でありますので、これで

場所の手直しの部分で理解を得れるなら、この後でも今でも良いですから進めさせて頂きたいと

思いますけれども。極端に素案が変わらないと言う話の中で、これで了解出来るかどうかという

部分だと思いますが。これらを含めて何かまた他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 幾つか出ている部分について言えば、使い勝手の部分でのドアの位置だとか会議室が遠いとこ

ろにある、そう言う形の方が建物として利用しやすいだとか、そう言うような位置とかの変更は

我々が論議すると言うような部分では無いと思う。当然そう言う部分は十分内部で協議した中で

進めているので。そう言う形の中では、とりあえず一つの総合的な事業と言うのも含めて、大き

な変更が出来ないって言う部分も了承して行きたいと、このように思います。 

 

○加藤委員 
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 最大の逆提案と言う形で。これ、２階が繋がっているんですが１階と２階と行けないようにし

てしまったらどうですか。２階は２階だけで使うようにして、１階は１階だけで使うようにした

らどうですか。 

 

○総務課長 

 基本的にはそう言った設計は出来ない。一つには法的なルールがある。それと先ほど申し上げ

たとおり、加藤委員からありましたように、災害等における災害対策本部との関連性、そう言っ

たものについては今の内容については若干調整し難いと言うふうに、申し訳ございませんがご理

解を頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 それから参考に聞きたいのですが、産業福祉の関係で出てくる緑清荘の関係についても、この

考え方は同じだと捉えて宜しいでしょうか。 

 

○総務課長 

 緑清荘の平面等については具体的に担当課からお話があろうかと思いますが、その大幅な変更

等については当然ですけども同じような考え方に立って、総合的な交付金事業として、そう言っ

た技術的な部分で、これは多少こう言った部分を加えた方が利便性が高いですとか、これはどう

なのかって言う部分については許された時間の中で配慮するように努めて参りたいと思います。

基本的なことについては、既に緑清荘についても素案の段階における平面図や位置図等を提出さ

せて頂いてきた。そして農水省とも基本的な詰めを行って、さらに交付金の内示も行っている。

さらに、麦乾を含めて最初から一体的な事業として採択されている。その中で大幅な事業費の変

更等についても、また規模の変更についても、これはし難いと言うふうに。その他基本的な部分

についてはご理解賜った中でご論議預ければ大変有難い、かように考えてございます。 

 

○委員長 

 それでは今まで３人か４人の方が出ていた意見の中で、それがひょっとして取り入れられる可

能性があるのかどうなのかって言う部分をお聞かせ下さい。 

 

○総務課長 

 具体的な機能性の確保、これは１階の廊下と出入り口ですね、それの微調整については今後あ

る時間の中で検討は可能かと思いますが、１階や２階の論議、遮断するとかそう言った法的に出

来ない部分や今までの交付金事業として農水省と詰めて来た部分、それと議会、原々案等で提示

して協議した、その流れで行くとそれについては極めて困難だと、これについても併せてご理解

頂きたい。ただ、今言った細かい部分とか機能性とかの部分については十分頭に入れながら、具

体的に申し上げますとその出入り口の関係の調整、災害に備えた備品を十分備えるそう言った機

能性の担保、そう言ったことについてを多少、頭に入れながら最終調整を図らせて頂きたい、そ

う言う点でご理解を頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 今のこの、大幅な変更って言うのは難しいと言うことで。ドアがこっちに付いてようが、入り
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口がどうだとかって、そう言う部分については我々はあまり、それなりのプロが設定している訳

だから、それを我々が図面を見てどうだとか。勝手の良い設定になっている。それと参考までに

お聞きたいのですが、その、こう言う事業をやる前にその委員会で実施設計に掛ける前に説明が

ある訳ですけども、その時に、大まかな位置図だとか説明があるんですけども、細かいと言うか、

そこら辺がやはり聞いてないと言うか、聞いても実施設計に掛けてみないと分からないと言う説

明で、設計が出来て、実施設計が出来てきた段階で変更がなかなか難しいよと。当然、実施設計

を作る前にやはりしっかりとした論議が、まぁ私たちの委員会にも問題があるんですけども、や

はり前段で、出来てからどうのこうじゃなくて前段で、もう少し町側で説明の部分を検討して行

かなければならないのではないかなと思います。これからもパパスだとか色んな部分が出てくる

と思うんです。その中で出て来てこんなものかなと言う話になって、今さらなかなか大きな変更

が出来ませんよと言うのは、これまた困った話です。この辺はどのように。 

 

○総務課長 

 ただ今の田中委員からのご意見については充分賜って、今後の事業実施について活かして行き

たいとかように考えてございます。ただ、私どもの立場から言わせていただきますと、具体的な

平面の素案についてはかなりの限られた時間でございましたが、１０月３０日に開かれた委員会

で具体的な平面図として、配置を含めて規模も含めて、そう言ったものを含めて。また、その前

の常任委員会においても具体的な中身についてご説明した上において今回、実施設計の採択に入

って行く、その様にご理解して頂きたい。ただあの、今、田中委員からお話があったとおり、今

回の国の緊急経済対策の事業という形の中でですね、そう言った限られた時間の中において、な

かなか議会の中で論議する時間的な余裕が無かったと言う点があれば、それは十分頭に入れなが

ら今後、田中委員からお話があったような部分を念頭に置きながら、十分そういった方向性を念

頭において進めて行くと、このようにご理解を賜りたいと思います。 

 

○中西委員 

 要するに、この地域資源活用って言うのは大きく考えると、この役場庁舎なりも地域資源に捉

えられるような、この表題みたいな気がするのですけども、私自身ね、それを活用する事によっ

て一体化、繋がったら今言ったような話は出ないと思うのですけども。この役場も繋いだ形でこ

の地域の資源だと、私自身思うには。そう言う最大限の資源を活用して、これからの災害とかま

たそう言う時に寄与するってことで、その最大限の予算範囲内で作られているのではないかって。

まぁそのように不便な面も確かにあると思います。全く、どなたか言っていましたけども玄関が

左側にあるんだとすればこっちに持ってくれば良いと言う訳には行かないけれど、どっちが優先

するのか。前からも出ているけど役場庁舎内でも会議室が少ないとかと言う問題も出ていたので、

そう言う部分に活用するという事で町民に理解して頂くと言う事で無ければならないと思うんで

す。そう言う設計に大まかに持って行っているのではないかと理解するんですけども、そんなと

ころで宜しいのでしょうか。 

 

○総務課長 

 内容については中西委員のご指摘のとおり、そう言った主旨に基づいて今回実施設計を行って

来たと、その様にご理解を頂きたいと思います。 

○加藤委員 
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 出来ない、出来ないの一言で済むと言うことですので、私もこれ以上のことは言いませんが、

田中委員が言った通りのことだと思うんですが。今までの委員会の提示の中では素案です、次に

具体的に提示しますからと、こう言う形の中での進み具合、その感覚の相違っていうものが十分

にされてなかったんだろうと言う捉え方をしますので。これから緑清荘についても不可能ですよ

と言う提言がありましたので、その後の施設等については委員会に、皆さんにこれらの施設で宜

しいでしょうかと、今回が具体的な内容の修正が出来る段階ですと言う、こう言う提示をそれぞ

れの形の中でして頂かないと議会があって無いようなもの。たまたま、さっき課長が言われた今

回は緊急対策の事業の中で時期が時間が無かった、時間が無かったから町サイドで執行されたも

のは全部通してくれと、裏を返せば議会は必要ないと言う表現に聞こえる訳ですから。全て町民

の為にやった行為だから、そう言う大きなマイナスが無いと信じて、この出来た施設が莫大な有

効活用がされると言うふうに理解をして、理解をしますが、これからの施設については本当に意

見を聞ける環境の提出の仕方、委員会に提出の仕方を切にきちっと要望しておきます。概算の時

には、例えばこれは概算ですからこの次に皆さんの意見を聞きますと言いながら、もう決りまし

たから修正はここの部分ですとかって言う論議の無い様に、ひとつ総務課長と委員長に特にお願

いをしておきます。 

 

○委員長 

 他ございませんでしょうか。 

 

○勝又委員 

 参考までに聞いておきたいのですが、渡り廊下がおそらく今の現状の施設は真ん中辺にあるか

ら、南側の方に寄っているような形の配置なのか。 

 

○総務課長 

 現行、大体、概算で渡り廊下２２メートルほどでかなり長い距離なんですが、先ほどの中西委

員からもあったように役場と一体的な機能担保ですとか、総体的に併設した方が良いであろうと

言う形、駐車場の確保の関係、あと裏口に対しての除雪やそう言うことの関係、そう言ったこと

で縮めたような形、役場寄りに全体的な部分としては多少なろうかと考えております。西側に寄

って来ると言うことです。そう言った形で近接する役場、中西委員からお話があったとおり機能

の一体化と言う事で、今はかなり長いですからそんな事で。 

 

○加藤委員 

 極端なことを言えばくっつけてしまえばいいんじゃないか。 

 

○中西委員 

 それが出来ないからでしょう。 

 

○総務課長 

 今、お話があったとおり建築基準法や耐震の中で、そう言った経費、さらに莫大な経費が掛か

るという中で、最小限の投資で最大限の効果って言う形の中でそう言ったことにさせて頂いたと

ご理解を賜りたいと思います。以上です。 
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○委員長 

 あと、他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ終わらせて頂きたいと思いますけれども、今日の委員会、色々な貴重な意見が出て参

りました。十分今後、念頭において頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

議案にはしてございませんけれどもご報告を申し上げたいと思います。既にご存知のとおり国

の通常国会が１月の１８日から開催されます。政府与党案として、既に１２月の段階で国の二次

補正の方向性が出てございます。そう言った中において今般、地方に対する財政的支援、特に経

済対策、雇用対策の中で国の二次補正の中で地域活性化、きめ細かな臨時交付金、こう言った事

業が国の枠で５千億で１８日からの通常国会で提案される、そう言うふうになってございます。

それで事務的な部分でございますけども、当町に対してもある一定の交付金が交付される。これ

については２１年度の事業、当然色んな補正をかけて行きますと繰越事業になりますけれども、

約８千６００万円の交付金枠が示されているところでございます。従いまして、この事業につき

ましては地域経済対策、雇用対策がございますので出来うる限り地域の中小、零細も含めた事業

所に発注出来るような事業内容の中で、早急に国、道の方では一応計画案としては来週の火曜日

までに出せと言う、そう言った指示が参っておりますけども、基本的にはその具体的な要綱等も

まだ下りて来てございませんけども、当然今言った国の補正予算の主旨に則って地域における中

小事業者の発注を前提とした事業を１億円弱、９割充当で１００パーセント交付金と言う形なん

ですけども、そのへんの入札残、それから見積合わせの残がありますので、１億円弱のそう言っ

た修繕的事業、小規模建設事業等を中心としながら予算編成に当たり、国の指示におきますと２

月の段階において各自治体に補正せよと言う話もございますので、２月の臨時会をお願いしてご

ざいますが、その前に事務局の方に常任委員会等の開催をお願いする中でですね、２月の臨時会

にそれに関連する予算を提案をさせて頂きたいと、かように考えてございますのでご理解を賜り

たいと思います。 

 

○藤田委員 

 今の、中小事業者に事業を出すって言うのは良いんだけど、町は指名競争入札で、それでなく

で個人的に前にも言ったけど、去年も９０何社の地域振興券もやって預いたけども、商工会限定

でなくて９０何社もやって頂いたけれども、そう言うような意味で散らして貰わなければ、これ

を特にお願いしておきたいのだけども。個人業者だとか、頼まれたりした人も無いから分からな

いけども、そう言うような予算の配分が出来るように津々浦々まで、昔先輩が良く言ったけども、

釘一本、板一枚でも清里でやれと言ったけど、そう言う意味を踏まえてお願いしたいと思います。 

 

○加藤委員 

 今の藤田さんの意見に追加ですが、発注は地域にしたけども、さらに下請けに流して町外に流

れることが無いように、やっぱりきちっとした形の中で本当に地域の労働者と地域のそう言う中
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小企業が潤う様な環境での事業の展開、確認までを見届けて欲しいと言うことです。追加して併

せて要望。ちょっともう一点そこの確認をしたいのですが、あくまでも物的と言うか物の増改築

だとか、新しいもの建てるだとかそう言うことで、ハードの部分ばかりですよと言う意味ですか。

ソフトの部分に使えるって事では無いって言う予算ですか。 

 

○総務課長 

 その前段の部分のお話ですけども、当然、２０年度予算の補正、それから２１年度当初、２１

年度一次補正等にまつわるものについては地域発注型と言う形の中で、かなり配慮しながら幅広

く拾ってきてございますので、当然そう言った主旨に則って今回補正をお願いすると言うふうに

進めて行きたい。ただ、一定の行財政のルールがございますから、それが発注者側が意図的に指

示をしたり、それに干渉する事については法律に反する事でございますので、そう言った事の無

い範囲において当然地域発注をして行きたいと、かように考えてございます。２点目の具体的な

事業内容ですが、これ、現在ペーパーで来ているアウトラインとしては建設的な事業、物を作る

事業、それと修繕的事業と言う形の中で普通建設債の充当事業、該当事業と言うような言い方が

されてございますけども、まだ具体的な内容が見えて参りませんが、ただ国の方の方針としては

雇用経済といった形でございますので、物を買ったりとか人を雇うという事業は現在のところ対

象外となるのかなと思っていますが、そう言った形の中で派生的に雇用が生まれたり、派生的に

ですねこう言ったことが生じるような、そう言った要素も頭に入れながら今後最終的な調整を図

って参りたいと、かように考えてございますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○藤田委員 

 今回の福祉センター、緑清荘とあるけど９５パーセント補助だから、５パーセント自己負担と

なるでしょ。その、さっき言った１億円が５パーセントか１割負担で言ったら仕事が１０億ぐら

い出来る事になる。色んな清里のやり方でいけば。そう言う事業をやるのか、その辺の案は出来

ているのか。そう言う式で行くのか、札弦の会館とかもあるけれども、色んなものがあるけれど

も、そう言うところにも向いて行くのか。 

 

○総務課長 

 ２月にお願いして行きたいと考えている事業については、小規模事業。極めて中小、それから

個人事業所含めた部分で、そう言ったことで発注可能な事業を中心として、大型事業については

千万単位のものも当然出てくるのかと思いますけれども、億単位のものでは無くて、そういった

小分けにしてそれを５０万単位から２０万、３０万単位まで、そういったものを集合しながら、

幅広く地域に循環するような方向をまず念頭に置きながら補正は組まさせて頂きたいと、このよ

うに考えておりますのでご理解預きたいと思います。 

 

○藤田委員 

 はい、わかりました。 

 

○委員長 

 他の方、宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
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○委員長 

 それでは、どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 それでは２番目、次回の委員会と言うことで。 

 

○事務局長 

 ２月４日にお願いいたします。 

 

○委員長 

 その他でありますけども、委員の方ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 事務局ないでしょうか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、第１回目の総務文教常任委員会を終わらさせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時５５分 


