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開成町議会第５回新庁舎に関する調査特別委員会会議録 

平成２８年３月２８日（月曜日） 
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 （２）「庁舎建設」に関する資金計画について（財務課）      

 

○出席委員（１１名） 
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    委 員 山 田 貴 弘    委  員 湯 川 洋 治 

    委 員 前 田 せ つ よ    委 員 石 田 史 行 

    委 員 吉 田 敏 郎    委 員 下 山 千 津 子 

    委 員 和 田 繁 雄    委 員 井 上 三 史  

    委 員 星 野 洋 一   （議  長 茅 沼 隆 文） 

 

○説明のため出席した者 

自治活動応援課長 遠 藤 直 紀   

財 務 課 長 田 中 栄 之   

財 務 課 主 幹 柏 木 克 紀   

 

 

○議会事務局 

議 会 事 務 局 長 小 玉 直 樹   
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○委員長（菊川敬人） 

  皆さん、こんにちは。ただいまの出席委員は、議長を除く１１名です。定足数に

達しておりますので、これより第５回新庁舎に関する調査特別委員会の会議を開会

いたします。 

午前 １０時１５分 開議 

○委員長（菊川敬人） 

前回の第４回特別委員会で、財政推計の説明及び町民集会での結果を受けて第５

回目を開催することになっておりました。本日は、自治活動応援課より町民集会で

の新庁舎建設に関する意見集約の説明と、財務課より新庁舎建設に係る資金計画に

ついてのご説明をいただき、その後、質疑、委員間討議を行いたいと思います。  

それでは、次第に従い進めさせていただきます。 

初めに、町民集会での新庁舎建設に関する意見集約について、自治活動応援課に

説明を求めます。 

自治活動応援課長。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

それでは、平成２７年度まちづくり町民集会の開催結果についてということで資

料のほうを用意させていただきました。こちらの資料に基づきまして、説明のほう

をさせていただきたいと思います。 

こちらの資料でございますが、庁舎整備に関する町民からの意見集約ということ

で、まちづくり町民集会自体は、テーマとして人づくり、庁舎整備、そして広域行

政、このようなテーマを大きなテーマとして行ったところでございますが、その中

で庁舎整備に関する意見集約ということで取りまとめをいたしました。なお、４日

間、行ったのですが、説明の後、約１時間以上の質疑応答があり、また意見交換も

あったということで、取りまとめのほうを外向けに公開するものにつきましては鋭

意進めておりますが、本日に関しましては、主な質問・要望として項目ごとに取り

まとめましたので、そちらの内容につきまして説明をさせていただきたいというふ

うに思います。 

１番目、参加者人数でございます。２月２４日から２６日、そして２９日までの

４日間で延べ２１６人の参加がございました。 

２、庁舎建設に関する主な質問・要望でございます。こちらは、左側に発言要旨、

右側に町回答をまとめてございます。 

主なものとして、一つ目としましては意見反映というものがございました。町民

集会で庁舎建設に関して出された意見は反映してもらえるのかというものでござい

ます。こちらに対しまして町としましては、町民集会は町民の皆様の意見を聴き施

策、計画に生かすものであります。いただいた意見等は、全てではございませんが

反映をしていきますとの回答をしてございます。 

続きまして、情報公開、こちらにつきましては複数、意見をいただいております。

広報紙などにより庁舎に関する情報ですとかデータを開示してもらいたいというよ
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うな内容でございました。町の回答としましては、庁舎建設に関する情報は、広報

紙やホームページ等で、できるだけ丁寧に説明しながら情報公開していきますとい

う回答をしてございます。 

続きまして、建設時期でございます。こちらについても、幾つかご意見、質問等

がございました。主なものとしまして、一つは、東京オリンピックで建設費が高く

なる時期に建てる必要があるのかというもの、また、それはオリンピック後でもい

いのではないかというようなところの意味合いもございました。それとは反対で、

現庁舎の外壁が落ちるなど老朽化しているので、安全面から新庁舎の建設は計画ど

おり進めるべきであるとのご意見もございました。町の回答としましては、まず庁

舎建設時期についてでございます。現庁舎は老朽化が著しく、バリアフリー化され

ていないなど様々な問題を抱えております。特に、耐震性の面で防災拠点の観点か

らも、庁舎建設には待ったなしで取り組むものと考えていますという回答をさせて

いただいてございます。 

また、オリンピックの資材の高騰に関する内容として、これはちょっと個々の話

でございますが、建設費に関して、オリンピックが終わると安価になるという保証

はないということ、それから建設時期は、計画では平成３１年４月を目途に考えて

いるということですが、何が何でもということではなく柔軟に考えていきたいと思

っているので、ご理解をいただきたいという回答もしてございます。 

続きまして、建設費になります。こちらは、一概に建設費が高いとか、そういう

ようなことではなく、さまざまな視点の中でご意見をいただいてございます。例え

ば、一般会計の規模からすると建設費が高いのではないかというもの、また後年負

担、借金を抱えているのだから、もっと簡素な庁舎にしたらどうかというようなも

の、また、現在、地域集会施設のトイレの改修もしてもらえないのだから、建設費

は安く抑えたほうがいいのではないかと。それから、できるだけシンプルで華美な

ものにせずに経費を抑えてもらいたいと、このようなご意見、ご質問等がございま

した。 

町のほうの回答としましては、建設費に関しては、最近、庁舎建設をした平塚市

等の単価を参考にしました。想定面積４，８００平米に単価を単純計算し、１８．

８億円としたものとなります。最大規模で算出した目安であり、当然、コストダウ

ンは考えていきます。華美であるですとか余計なものを含まず、経費を抑えていき

ますという回答をしてございます。 

続きまして、３ページのほうに移ります。 

建設概要、施設概要でございます。ここにつきましては、個別に個々の質問に対

して右側に回答を書かせていただいております。一つ目としましては、庁舎の構造

でございますが、鉄筋コンクリートなのか木造なのかという質問。それから、２番

目が食堂をつけてもらいたい。それから、場所はどこに建てるのか、プールはどう

なるのか。それから、その下がユニバーサルデザイン、またワンストップサービス

の要望となってございます。それから、どうせ建てるのであれば、複合型施設とし
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て、もっと大きな庁舎にしたらどうかという質問、それからエネルギーの活用につ

いてのご質問がございました。 

右側に書いてある回答でございますが、庁舎に関しましては、鉄筋コンクリート

と木造を合わせたハイブリッド構造を考えているということ。食堂については、基

本計画（案）においてもスペースを確保していきますと、前向きに取り組んでいき

たいという回答をしてございます。場所についてでございますが、現時点では役場

と同じ敷地内で、プールの場所を第一候補と考え検討を進めていますということで

回答してございます。 

それから、ユニバーサルデザイン、ワンストップサービスについては、庁舎建設

基本構想、基本計画（案）にも位置付けており、こちらについては方針として取り

組んでいきますということでございます。それから、民間施設と共同で施設建設は

どうかということでありますが、こちらは考えていないという回答をしてございま

す。エネルギーにつきましては、環境に優しい庁舎をつくるということで、エネル

ギー技術についての導入は検討していきますということとしてございます。  

続きまして、住民説明でございます。住民には丁寧な説明をして賛同を得るよう

にしてもらいたいということで、ご要望がございました。回答としましては、必要

性につきまして丁寧に説明をし、意見を聞きながら町として答えていきますという

回答をしてございます。全ての方ということはなかなか難しいところもありますが、

多くの人に理解してもらいたいということで取り組んでいくということでございま

す。 

それ以外の項目として、その他として何点かまとめてございます。こちらにつき

ましては、丸で書いてある項目に対しまして、右側に回答をほうを書かせていただ

いてございます。 

説明につきましては、概略ではございますが、以上となります。 

主な内容の取りまとめをしたものとなりますので、今後、まちづくり町民集会の

質問、要望に対する回答の詳細につきましては、庁舎整備以外のものも含めまして

ホームページに掲載をしていきたいというふうに思っておりますので、本日は、こ

のような概略で恐縮でございますが、提示をさせていただきました。 

説明は以上でございます。 

○委員長（菊川敬人） 

ありがとうございました。 

説明が終わりました。この件については、委員の皆様も町民集会に出席していた

だいたことと思います。町民集会では、町長に対する質疑が行われました。本日の

報告は、その質疑を集約したものであります。質疑を省略し、最後の委員間討議の

中で討議することに、ご異議ございませんか。 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田です。 
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報告に対しては異議はないのですが、町民集会というのは庁舎整備の問題だけを

ピックアップしてやったわけではないので、その中の意見として今回、出されてい

るわけではないですか。要は、感覚的で構わないのですけれども、今回、意見が出

された中で、町民まちづくり集会を開催した中で「重要度」という部分だけちょっ

と聞きたいのです。町民が、例えば、三つの課題がある中で庁舎建設を一番に意見

として出されていたとか、そういうものが感覚的にあったのかどうか、それだけち

ょっと聞きたいのですけれども。あとは、ないです。 

○委員長（菊川敬人） 

自治活動応援課長。 

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

ご質問にお答えします。 

件数も、なかなかお一人の方がいくつかの質問があったりとか、質問の内容も関

連があったりというようなところで、なかなか件数というところは出しづらい部分

があるのですけれども、半分以上、質問の中では多く、６割ぐらいですかね、庁舎

に関する質問が多かったということは事実でございます。重要度としては、非常に

関心を持った質問、意見、要望、それぞれに町民の方は関心が高かったというよう

なところは感じたところでございます。 

○委員長（菊川敬人） 

それでは、次の議題に入ります。 

新庁舎建設に係る資金計画について、財務課に説明を求めます。 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、お手元の、まず先にＡ４のほうのこちらの小さいほうの書類を見てい

ただきたいと思います。こちらのほうが、今回の新庁舎建設に係る資金計画を作成

するに至った前提となります、いわゆる今後の財政運営の基本方針というところで

ございます。 

まず、ご承知おきいただきたいのは、文章の下に一つ四角い窓がございまして、

第五次開成町総合計画全体イメージということで、ここからご説明をしたいという

ふうに思います。 

ご承知のように、第五次開成町総合計画、基本構想としましては、１２年間とい

うことで平成２５年から平成３６年度までを対象としてございます。その中で前期

６年、それから後期６年、それぞれに分けて基本計画を策定してございます。また、

その６年を第１期、第２期、３年ずつに分けまして、それぞれ実施計画というもの

を作成してございます。したがいまして、１２年を簡単に言いますと細かくは４分

割をして実施計画を備えているというところでございます。 

その中で、こちらに書いてございます前期基本計画の第２期実施計画、こちらに

つきましては、先般３月９日に財政計画ということで議会の皆様にはご説明をさせ

ていただいたところでございます。今回は、庁舎建設ということで、そこより後ろ
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の部分について、どういった考え方で今後、町として財政運営を図っていくのかと

いうことの基本方針ということで、少し網かけしてございますけれども、後期基本

計画の第１期実施計画、平成３１年から平成３３年度、これについて、どのような

方針を持って臨んでいくかというご説明から入らせていただきたいと思います。  

なお、こちらにつきましては、当該期間、平成３１年から３３年度に及ぶ政策立

案に資するために財政運営上の想定を示すということで、あくまでも現時点におい

てというところでございます。当然、今後の状況の変化に応じまして、随時改訂を

加えていくということで考えてございます。 

それでは、基本方針のご説明をさせていただきます。 

まず、歳入になります。計画期間全体では３年分になりますけれども、１５３億

２，５００万円を見込んでいるところでございます。単純に３で割れば各年５１億

８００万円ということで、こちらについては、それぞれの年度、細かいところまで

なかなか捕捉することは難しいということで、３年間トータルということでご説明

をさせていただきます。 

まず、経常的一般財源ですけれども、こちらは徴税収入、普通交付税、それから

交付税の代替となります臨時財政対策債、こういったものが含まれてございます。

これにつきましては、３年間の期間におきまして１０８億９，０００万円を見込ん

でいるところでございます。 

次に、二つ目としまして臨時的一般財源、こちらは特別交付税、財産収入、財政

調整基金、前年度繰越金ということになります。こちらのほうですけれども、３年

間トータルでは７億２，３００万円を見込んでいるところでございます。  

それから、特定財源です。分担金、負担金、国県支出金、使用料、手数料、そし

て町債というところです。ただし、町債につきまして、こちらは文章内にも書いて

ございますように、普通建設事業の執行状況によって起債金額が増減するというこ

とで、ここでは不確定要素としまして起債を見込んでございません。したがって、

起債ありきの歳入を見込んでいるわけではないというところでご理解をいただきた

いというふうに思います。 

なお、特定財源の総額につきましては、後ほど出てまいりますけれども、歳出側

ではやはり扶助費の伸びというものを見込んでございますので、この扶助費の伸び

に応じた国、県の負担割合に係る分については見込んでございます。その合計が３

７億１，２００万円というところでございます。 

一方、歳出ですけれども、まず一つ目としましては義務的経費ということで、人

件費、こちらは人員適正化計画に基づく職員数に基づきまして計算をさせていただ

いております。３年間トータルでは２８億７，１００万円を見込んでございます。  

扶助費につきましては、先ほど申し上げましたように、後段に出てまいります平

成２９年に民間保育所が新設されること等もございますので、そういった入所児童

委託料など児童福祉費について伸びが見込まれると、その他もなかなか高齢化も含

めて伸びが見込まれるということで、毎年１．５％増を見込んでいく中の計算とさ
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せていただいてございます。 

公債費につきましては、平成３０年度までに起債した町債の元利償還金、したが

いまして、ここでは庁舎建設に伴う起債の償還、予定では１３億３，０００万円と

いうことでご案内してございますけれども、その数字を見込んだ形で高い精度で捕

捉をしてございます。その期間の３年の期間計が７８億２，７００万円となってご

ざいます。 

そして、その他経費としまして、物件費、補助費、負担金、繰出金、この中には

小田原消防への事務委託料ですとか足柄西部清掃組合の負担金、それから平成３１

年度から供用開始予定の広域斎場の負担金なども適切に見込んでいるところでござ

います。こちらのほうが、３年の期間計で６８億３，０００万円を見込んでござい

ます。 

歳入から１番と２番の経費を引きますと、残りの金額が出てございます。この部

分がいわゆる投資的経費ということで、普通建設事業費に充てるものでございまし

て、３年間では６億６，８００万円を見込んでいるところでございます。  

なお、特定大規模事業、特に駅前通り線ですね、こういったものにつきましては、

先ほど申し上げましたように、後期の基本計画ができないことには今の段階で各年

度に幾らずつ投入するということが確定してございませんので、ここでは省いてい

るということでございます。期間計は６億６，８００万円になります。 

３番目として今後の見直しですけれども、最初に申し上げたとおり、この段階で

の方針というのは、税制改正、それから社会保障制度の変更、経済状況の変化、周

辺自治体との連携の進捗などに応じまして、随時改訂を加えてまいります。 

特定大規模事業については、第五次開成町総合計画後期基本計画及び第１期実施

計画策定時、これが１年前になりますから、平成３０年度、策定を迎えます。この

時に、取り組みの優先度及び事業スケジュールを精査した上で事業費をプロットし

まして、財政計画を策定するということにしてございます。 

なお、最後には一覧で表にしてございます。それぞれの歳入と歳出、経常的経費

から特定財源まで、それから歳出側は義務的経費から投資的経費までということで、

３年間トータルではそれぞれ１５３億２，５００万円、年平均では５１億８００万

円ということで現段階では基本方針を定めているというところで、ご承知おきをい

ただきたいというふうに思います。 

それでは、続きまして、ただいまの前提に基づいて次のお話に移らせていただき

たいと思います。 

Ａ３の縦長の表を、まず、ご覧いただきたいというふうに思います。３枚つづり

になっておりまして、先に２枚目と３枚目のお話をさせていただきます。  

２枚目にありますのは、これまでも特別委員会等でご議論されてございましたけ

れども、いわゆる本体事業費が出てございます。一番上に本体工事費ということで、

一番下ですね、総事業費欄、１８億８，０００万円ということで、こちらの２９年

度と３０年度の事業費の内訳と、それに伴う将来の償還金ということで計算をされ
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たものでございます。 

それから、３枚目です。いわゆる附帯工事ということで、本体工事を除いたもの

ということで、こちらのほうの合計が１０億６，０００万円、こちらも、それぞれ

の年度における投資額と最終的には起債の償還額というものが記載をされてござい

ます。 

１枚目にお戻りいただきまして、２枚目と３枚目を合わせたものということで、

一番下の計の欄ですね、総事業費の計の欄、これまでもご指摘がございましたとお

り、２９億４，０００万円でのご説明をというご要望がございましたので、２９億

４，０００万円の表を今回は作成をしたというふうにご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

まず、こちらの表ですけれども、区分、それから事業名、総事業費、年度という

ことで横に並んでおります。縦には、それぞれＡの１、それからＢの４とかという

ふうに出てまいります。これについては、表の一番下、※区分と書いてございまし

て、Ａとついているものは基本構想における庁舎建設事業費として記載があったも

の、それからＢというのは基本構想における附帯工事費として記載をさせていただ

いたもの、Ｃというのは、それぞれに伴う起債の償還の元金の利子という区分にし

てございます。 

まず、一つ目になります。Ａの１ということで、設計・工事監理費。こちらにつ

いては、２８年に実施設計を行うということで８，０００万円、そして２９、３０

年は監理を行いますので、それぞれ１，０００万円ずつ、合計では１億円をここに

投入するということです。 

続いて、Ａの２が町民プールの解体工事費、平成２８年に３，０００万円を見込

んでいるところでございます。 

そして、Ａの３、新庁舎建築本体工事費１８億８，０００万円。２９年に８億８，

０００万円、平成３０年に１０億円というところです。内訳としましては、２９年

は一般財源が１億円、基金からの繰り入れが１億５，０００万円、起債が６億３，

０００万円。３０年度につきましては、一般財源が１億円、基金からの繰り入れが

２億円、起債が７億円というところでございます。 

そして、Ｂの４、防災関連工事、こちらは防災行政無線のデジタル化ほかという

ことで、総合計としましては３億２，０００万円と。これ、かなり大きい数字で、

最大限マックスを見込んだ数字ということで記載をさせていただいております。こ

ちらは、一般財源が３，０００万円、起債が２億９，０００万円。これは、注の１

ということで起債ということになってございます。こちらは、後ほどご説明します

けれども、これは特別な起債を使うということで、充当率９０％ということで大変

高い充当率の起債がございますので、これを利用するという予定でございます。  

それから、Ａの５、什器・備品費ということで、平成３０年。当然、３１年４月

の開庁に伴いまして什器、備品類をそろえなくてはいけませんので、３０年中に、

その購入費を７，０００万円見込んでいるところでございます。 



－９－ 

続いてＡの６、移転費１，０００万円。こちらも平成３０年に新庁舎への移転、

いわゆる引っ越し費用というものが発生します。これを１，０００万円、見込んで

ございます。 

Ｂの７、外構工事費ということで、平成３０年に１，０００万円。これは、もう

最低限、庁舎周辺の皆さんがご利用いただくご不便のないような範囲内で手をつけ

るということで、最初の時点では１，０００万円を投入するという予定でございま

す。続いて、３１年は、１年間、下に出てきますけれども、旧庁舎の解体工事のた

めに１億円必要になりますので、この年は外構工事はお休みしまして、平成３２年

に１億円で外構工事費、そしてまた１年お休みしまして３４年、３５年でそれぞれ

１億円ですというところで。外構工事につきましては、正直申し上げて、やりよう

というところもございますので、３億１，０００万円を無理やり使うということで

はございませんので、また、これは実施設計等が進めていかれる中で、金額につい

ては精査をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

Ｂの８番、旧庁舎の解体工事ということで、平成３１年に１億円で解体をすると

いう予定でございます。 

それから、Ｂの９、町民センター改修工事費８，０００万円、こちらにつきまし

ては平成３３年を予定してございます。こちらにつきましては、平成２８年以降、

町民センターのあり方といったものを庁内的にも研究してまいりますので、その結

果によって多少の増減はあるというふうには考えてございます。できれば、余り大

きな手をかけずに、今の町民センターが使えれば一番よろしいのかなというふうに

考えているところでございます。 

そして、Ｂの１０、周辺整備工事ということで、庁舎建設に伴いまして周辺道路

整備を考えてございます。こちらが平成３３年を目途にということで、事業費とし

ては４，０００万円。こちらは一般財源２，０００万円で補助金は５５％、社会資

本整備総合補助金がございますので、２，０００万円は補助金で賄うというところ

になってございます。 

なお、補助金関係につきましては、Ａの３の新庁舎のところですけれども、少し

薄く網かけがございます。現時点では、ただ単に庁舎を建てるだけでは補助金はな

いのですけれども、県産木材を使うですとか、それからゼロ・エネルギー・ビルの

取り組みをするということによりまして補助金の獲得をしたいと考えてございます

ので、この網かけの部分に補助金が入れば一般財源あるいは起債の金額が下げられ

るということで、これから獲得に向けて尽力してまいりたいと考えてございます。  

それから、防災関連のところの補助金ですけれども、現時点ではあまり目ぼしい

補助金がないのですけれども、ご案内のように防災行政無線のデジタル化というの

は全国的な課題となってございます。現時点で国のほうからは、これに対する補助

という話は出てきませんけれども、恐らく全国の自治体で問題を抱えていることか

ら、何がしかの補助金があるのではないかということから、ここも一応、補助金と

いう欄は設けてございまして、補助金があるということであれば獲得に尽力をして
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まいりまして、起債、一般財源等を抑えるということで努力をしていきたいという

ふうに考えてございます。 

以上の合計が一番下にあります２９億４，０００万円、それぞれの年度ごとは２

８年の１億１，０００万円を皮切りに、最終的には、これは平成４１年まで表をつ

くってございますけれども、９，０００万円までというところになります。その中

でも計の下、一般財源ですね、一般財源の投入額というのも、それぞれの事業費に

対する割合で記載をさせていただいております。また、その中でも、いわゆる建設

事業に充てる部分が幾らなのですかということで一番下に出てまいります。したが

いまして、ちょうど平成３６年、いわゆる普通建設事業は全て終わっておりますの

で、起債償還ということで９，０００万円ずつ、毎年、計算上は見込んでいるとい

うところでございます。 

それでは、その一つ下の小さい枠になります。これも、よく皆様からご質問いた

だきます起債の償還金ということですけれども、この表については、いわゆる元利

償還金のピーク時、一番高いときで一体幾らになるのでしょうということで作成を

させていただいております。前提条件としては、利率は１．５％、元金３年据え置

きの償還期間は２５年。ただし、直近の借入金の利率というのは、本年度実績では

０．１％ということでございます。したがいまして、１．５％見ておけば、よほど

の経済的な情勢の変化がなければ、これを上回るということは想定をする必要がな

いのではないかなというふうに考えてございます。 

起債に関しては、それぞれ借り入れ年と事業名が並んでおります。そして、横に

借入額。そして、償還額というのは、元利を合わせて一番ピーク時に幾らになるの

ですかという数字になります。それぞれを足していきますと、最終的な合計欄です

けれども、借入額としては１６億６，０００万円、そしてピークを迎えるのは平成

３５年頃になると。３４、３５年になるのですけれども、このときの償還額が下に

出ています８，７１９万５，０００円位になるというところでございます。 

ただし、注の１、先ほど申し上げたデジタル防災行政無線、こちらの整備は防災

基盤整備事業という記載がございまして、このうち元利償還金の５０％が後年度の

普通交付税の基準財政需要額に算入されると。簡単に言いますと、国のほうで、そ

こに係る償還分は見るということでございます。したがいまして、この表の右横に

ちょこっと出ているところですね、実質負担ということで、防災関連に関する工事

は、償還額は１，４０５万６，０００円にはなるのですけれども、実質、町がお支

払いするのは７０２万８，０００円ということで、その合計は８，０１６万７，０

００円ですということで、現在、シミュレートしたというところでございます。 

なお、財政健全化の数値につきましては、毎年、臨時財政対策債を２億６，００

０万円、そして、その他の事業債５，０００万円を起債すると想定した場合、これ

は、ここ最近の大体トレンドがこういった数字になってございます。ただし、臨時

財政対策債、国のほうも縮小していくという傾向がございます。そうなりますと、

いわゆる普通交付税のほうが増えてまいりますので、臨時財政対策債の金額は下が
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ることも十分に考えられます。また、その他事業債５，０００万円を起債すると申

し上げましたけれども、例えば、平成２８年は普通事業債の起債をいたしませんの

で、そういった意味からいっても、ここに出ている数字は、まさに最大限の数字だ

というふうにご理解をいただきたいというふうに思います。 

起債償還については、元金償還が本格化する平成３５年に約５億８，０００万円

となってピークを迎えます。ただし、償還額の約５０％が臨時財政対策債の償還に

充てる分で交付税算入されてございますので、いわゆる自腹でというお話になりま

すと、この半分程度が町が責任を持ってお返しをする分だということになります。

そして、平成３５年度の予測ですけれども、実質公債費比率は１４．８％、それか

ら予測の将来負担比率は１２２．１％ということで、現在、資金計画を立てている

というところでございます。 

説明のほうは以上です。よろしくお願いをいたします。 

○委員長（菊川敬人） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑をどうぞ。質疑のある方、いらっしゃいませんか。 

（「なし」という者多数） 

○委員長（菊川敬人） 

では、ないようですので、以上で質疑を終了したいと思います。 

自治活動応援課長、財務課長におかれましては、３月定例会議及び年度末の多忙

な時期に依頼いたしました資料の作成と説明を快くお引き受けいただきまして、あ

りがとうございました。 

暫時休憩します。再開を１１時５分とします。再開後は、委員間討議を行います。 

午前１０時５０分 

○委員長（菊川敬人） 

 再開します。 

午前１１時 ５分 

○委員長（菊川敬人） 

先ほど、自治活動応援課より町民集会での意見集約について説明がありました。

初めに、この件について委員間討議を行いたいと思います。意見概要説明及び委員

ご自身で出席された町民集会での町民の声を聞いていただいた中で、ご意見を伺い

たいと思います。 

それでは、ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

そうしましたら、資金計画まで含めて全体でやりましょうか。では、資金計画ま

で含めた形で、ご意見のある方はお願いいたします。 

湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

先ほど課長がいるうちに聞けばよかったのですけれども、いなくなってから言う

とあれなのですけれども、町民プールの解体工事費が入っていますよね。これ、町
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民プールを一体どうするのかというのが一つ、わからないところと、それから駅前

通り線、これにつきまして、先ほどの説明だと、まだ基本計画ができていないので、

ここには載せていないよと。だけど、３１年には認可を目指してやっているわけで

すから、認可がおりれば３２年、３３年、３４年、３５年と資金計画が入ってくる

と思うのですけれども、その辺がちょっとわからなかったので。聞けばよかったの

ですけれども、終わってしまって本人がいないところで言ってもしようがないかな

と思うのですけれども、そんなところをちょっと感じました。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかにございますか。ありませんか。ないようでしたら閉めてしまいますけ

れども、よろしいですか。委員間討議ですから、自由に述べてください。  

前田委員。 

○４番（前田せつよ） 

前田せつよでございます。 

今、同僚の委員がお話しされたように、町民プールの解体工事費ということで、

あくまでも目算の中で新庁舎に係るという形でのお示しが先ほど町側からあったわ

けですけれども、町民プールを解体する、その工事費がこういう形で財源内訳とし

て出されたという、その先を見たときに、町民の中では、一体、開成小のプールは

どうなるのだろうかというものに対しては、やはり不安を抱かれるのだろうなとい

うことを感じますので、この扱いは新庁舎に関する調査特別委員会ではあっても重

要に扱わなければならないというふうに感じております。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほか、ございますか。 

石田委員。 

○５番（石田史行） 

資金計画の中の本体工事費の中で、課長の答弁でもありましたけれども、補助金

を何とか獲得をして、できるだけ起債を抑えていきたいのだというようなご答弁が

ありまして、何とかゼロ・エネルギーの関係等に絡めて補助金というのが獲得でき

ないのかどうか、委員会としても調査することが可能であれば。もちろん、町とし

ても鋭意、調査を、調査というか、獲得のための努力というか、そういうものをさ

れていくとは思うのですけれども、我々としても何とか、そういったものができな

いのかどうかということは、意見として申し上げたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかに。 

井上委員、よろしいですか。はい、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

井上です。 

私も、庁舎建設について、補助金の獲得が当初はないというふうに聞いていて、

これは本当に自前でやるというのは大変なことだなと思っております。しかし、先
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ほどの課長の答弁は、ゼロ・エネルギー関係と木材の使用をもって補助金の可能性

があるのではないかというふうな答弁がありました。これ、具体的に調査が必要だ

と思いますので、ぜひ、可能性だけではなくて、実現性がどのくらいあるのか、ま

た、どのくらいの補助金が工事規模の中でもらえるのかというのは、数字的にも明

らかにしていきたいなと思っておりますので、この辺のところも調査できればなと

思っております。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかに。 

和田委員。 

○８番（和田繁雄） 

８番、和田でございますが。起債、町債ですね、これ、現時点では引き受け先、

多分、金融機関とか、こういうところだと思うのですが、何回かお話を出させても

らって、例えば、町民の方に引き受けてもらうということの可能性、この辺は検討

してもらったのかどうか。町民の方が引き受けるのであれば、新庁舎に対する愛着

とか、いろいろな形で貢献してもらえるのだろうなという気はするのですが、何か、

その辺の検討をしてもらったのかどうか。利率から考えても、今、預金しても大し

た利子はつかない、この場合、１．５％という最大限の利率、これを想定していま

すので、この辺の可能性をもう少し検討してみたいなというふうに思っていますの

で。 

以上です。 

○委員長（菊川敬人） 

佐々木委員。 

○１番（佐々木昇） 

すみません。細かいことですけれども、説明会のほうのところで、各自治会へ説

明に回るのかというところで、その辺、まだ決まっていないということですけれど

も、この辺、ぜひ各自治会。全て町長が行くこともないとは思いますけれども、担

当者が分担してでも、各自治会のほうをできるだけ回っていただくような方向で進

めていただきたいというふうに思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかはございませんか。 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

このたびの新庁舎建設に係る資金計画については、大変わかりやすく出されてい

るのかなというところで評価するところであるのですが、気がかりになるのは、先

ほど言った駅前通り線の事業計画の部分のシミュレーションが入っていない。また、

町民プールの解体工事費については記載されているのですが、新設というのは１０

０万、２００万でできるわけではないので影響力というのは大きいのではないのか
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なというと、やはり財政シミュレーションの中では考えていかなくてはいけない問

題なのかなというところをすごく感じているという。 

その１点と、この間、庁舎の隣接する土地に庁舎を建てるという質疑もされたと

思います。そのような中で、そちらでのシミュレーションというのですか。そうい

う場合はプールの解体というのがなくなってくるので、そこら辺の情報も飛び交っ

ている中では、調査する意味があるのではないのかなというふうに思っているので

すが。 

そこら辺、皆様の合意の中で進めていかないとなかなか難しいとは思うのですが、

そこら辺が崩れてくると、現時点はプールに建つという前提で財政シミュレーショ

ンをしているので、それが崩れてくると、またちょっと考え方が変わってくるとい

う部分があるので、慎重に調査していかなくてはいけないのかなという。  

あと、新庁舎の建築に対する補助金というのは、今日の説明の中では「ない」と

いう答弁があるということは、その部分を調べても「ない」という返事しかないと

思うのです。今後、基本設計、実施設計、建設に係る流れがある中で、要は、補助

メニューが出てきた場合に、それを獲得する、しないの話になると思うので、そこ

ら辺は調査するといってもしようがないのではないのかなという。 

ある意味、議会として、ある程度、国のほう、県のほうに例えば陳情を出すとか、

動きの中で出すとか、そういうシミュレーションの集約ならわかるのですけれども、

また、補助金を取るのに、例えば健康施設を庁舎に持ってくれば補助金が獲得でき

るのだよとか、そういう調査ならわかるのですけれども、建物そのものの補助金と

いうのは今日の答弁の中では「ない」というものがはっきり言われたので、そこか

らちょっと違うような切り口の中で補助金獲得を狙うための調査というのはしても

いいのかなと思います。 

以上です。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかはございませんか。 

吉田委員。 

○６番（吉田敏郎） 

私、個人的な事由で参加していないので言うつもりはなかったのですけれども、

一つだけ。この７月までに実施設計等が行政サイドで決まるということを聞いてお

りますので、ぜひ、それを我々に少しでも早く知らせていただきたいということを

お願いしたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

佐々木委員。 

○１番（佐々木昇） 

すみません。先ほどの意見のつけ加えというか、今後、町民プールとか駅前通り

線あたりの計画等という中で、ぜひ、教育機関というか。今度、幼稚園をやります

けれども、文命中学校とか、公共施設的なところの計画も、もしできるのであれば、
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ちょっと調査してみたいかなというふうに思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかにございますか。 

星野委員。 

○１０番（星野洋一） 

星野でございます。 

まちづくり町民集会のほうでやった中、町民の回答の中で、プールのことについ

ては２８年度中に方針を決めていきますというふうには町は回答しておりますよね。

だから、現時点で、これは結果的に、２８年度中に、またこれで新たに改訂しても

らえるのかどうか、この表自体を、その辺を後からしっかりと調べておいていただ

きたいと思いますけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかには。 

前田委員。 

○４番（前田せつよ） 

大変細かいことなのですが、基本設計が当初の予定よりも７月ということで伸び

たわけですけれども、それを議会側として知るに至った場所が、町民集会での町長

の話の中で、これから議会のほうにはお話しするのですけれども、基本設計は云々

かんぬん７月に伸ばしますという言葉を、町民集会に行って初めて議員としてそこ

で耳にしたというのは、それはちょっといかがなものだったかなというふうに考え

てございます。今後、いろいろな変更等々がなされるときは、前もって議会のほう

にお示しいただきたいということは、特別委員会の立場で一言添えていただきたい

というふうに思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかは。 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

いいですか。 

○委員長（菊川敬人） 

どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

２番議員、山田貴弘です。 

今の話とはちょっと変わるのですが、今回、まちづくり町民集会の開催の意見と

して、自治活を呼んで説明があられたではないですか。これもあり、パブコメもあ

りという中で、ちょっと、これ、わからないのですけれども、パブコメの効果とい

うものが、どの程度あるのか。当然、これ、意見を求めて、それに対して丁寧に回

答はしているのですが、今回、委員会の中でも、まちづくり町民集会についての意

見に対しては説明があって質疑の場というのを設けたのですが、パブコメはネット



－１６－ 

上でのやりとり、紙面でのやりとりになるとは思うのですが、そこら辺の検証とい

うのが。双方を含めた中で、町民からの意見があるわけではないですか。それを１

回、これを持ち帰って皆さんに見てもらって、再度、質疑をするというのも、町民

の意見を取り入れるきっかけにもなるのではないのかなというふうに感じたのです。 

その中で、今、聞きたいのは、誰が答えるかわからないのですけれども、パブコ

メの重要性というのかな、それが。ただ意見募集して、意見を返したのだよで終わ

りなのかどうかという、位置付けがいまいちわからないので、そこら辺、わかる人

がいれば。 

○委員長（菊川敬人） 

パブコメについては、今日、卓上に置いてあって初めて見たのです。実際、中身

を、まだ私も全部見切っていないので、よくわからないのですけれども。町でパブ

リックコメントを出していますので、内容を町が精査して、基本設計に反映できる

ものは、多分、反映していくのではないかなという気はしますけれどもね。それで

ないと、ちょっとおかしいですよね。 

山田委員、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

２番議員、山田貴弘です。 

今、憶測で質疑が流れてはいるのですけれども、そこの部分は、多分、なるので

はないかではなくて、やはり町民の意見を。重要な部分というのは、特別委員会の

中でピックアップしてあげて意見として出すというのは重要な部分だと思うのです。

それは、財源を落とすばかりが能ではないと思うので、政策的な部分で重要な部分

は委員会としても町民の意見を集約した中で、精査した中で出してもいいのではな

いのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

わかりました。 

そのほかにございますか。よろしいですか。 

（「なし」という者多数） 

○委員長（菊川敬人） 

それでは、以上で質問を終了したいと思いますが、ちょっとここでまとめさせて

いただきたいと思います。今後の進め方ということがあるわけですが、ちょっと考

えてまいりましたので、これから四つの今後の進め方について申し上げますので、

どういう方法がいいか、お示しを願いたいと思います。 

一つは、前回、和田委員の提案により、今回で終了し、委員会報告を作成し、次

回議会で報告するという意見がありました。前回、和田委員の提案により、今回で

終了とし委員会報告を作成、次回の議会で報告するということが一つありました。

次の二つ目として、町民集会での意見や資金計画を受け、調査項目を設定し本委員

会を継続する。町民集会での意見や資金計画を受けて、調査項目を設定し本委員会

を継続する。三つ目として、調査項目の選定まではいかないが、町民集会での意見
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や資金計画を受けて中間報告を作成、次回議会で報告をする。調査項目の選定まで

はいかないが、町民集会での意見や資金計画を受けて中間報告を作成し、次回議会

で報告する。四つ目、調査項目の選定まではいかないが、基本設計の中間報告を受

けた後、委員会報告を作成し随時会議で報告をする。調査項目の選定まではいかな

いが、基本設計の中間報告を受けた後、委員会報告を作成し随時会議等で報告する。  

以上、４項目ぐらいの中から選んでいただきたいなというふうに考えましたが、

いかがでしょうか。先ほどの委員間討議も、当然、その中に含めていかなくてはい

けないと思います。ご意見のあられる方。 

山田委員、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

今、委員長の提案、四つに絞った中で言われたのですが、先ほど言った中の、ま

だ調査不足というところがあるので、例えば、もう一回、そこら辺をやってみて、

中間報告するのはいいのかなとは思うのですが、あと一回ぐらいやればまとまるの

ではないのかなというふうに感じるのですけれども。それから、まとめて出された

らどうかなというふうに思うのですが、どうでしょうか。 

○委員長（菊川敬人） 

今、山田委員から提案がございましたが、いかがでしょうか。 

それでは、もう少し単純に。先ほど山田委員が言われましたご意見に対して、次

回、もう一回、詰めていくというような形の質問がございましたが、そういうよう

な方向でよろしいでしょうか。今、出た中で、次回、もう一回、詰めた形で、それ

で中間報告ができるような形でまとまれば、中間報告を出していくということにな

ろうかなと思います。そういう形で、では、進めるような形で今後はよろしいでし

ょうか。 

（「なし」という者多数） 

○委員長（菊川敬人） 

そうしましたら、本日、出されました委員間討議を少しまとめて、事前に、では

メールをさせていただきます。その中でもう少し絞り込んでいただいて、討議の必

要なところは、また次回に委員間討議を行っていきたいというふうに思います。  

それでは、次回は、本日の委員間討議を受けて、再度、詳細に委員間討議を行う

ということにしたいと思います。 

○１番（佐々木昇） 

次回の開催の、ある程度の日程とかはないのですか。 

○委員長（菊川敬人） 

メールと一緒に、また後日、連絡いたします。 

○議会事務局長（小玉直樹） 

すみません。今、いろいろ討議の中で出た中では、ゼロ・エネルギー等を含めた

中の補助金の獲得はどうかと、そういったような調査とか、あと町債の関係で町民
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の方とか利率の関係の調査、それと駅前通り線のシミュレーション、そういったも

のを含めた中の調査もしていったほうがいいのではないかと。あわせて役場庁舎の

隣接したところの活用のシミュレーション、それがもしできることになれば、町民

プールのほうの解体がどうなのかというのも含めた中と、あとパブコメの位置付け

といったような意見があったと思います。 

次回の委員間討議というのが、例えば、１カ月後ぐらいにやったとして、この辺

のところが、ある程度、情報収集ができて委員間討議ができればいいのですけれど

も、できれば委員長と、事務局のほうで調整させていただき、あと委員の皆様のほ

うの情報収集等があればまとめた中で、次回の開催日時は後日、お知らせさせてい

ただければと思いますが、そんな感じでよろしいですか。 

○委員長（菊川敬人） 

よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○委員長（菊川敬人） 

できれば１カ月ぐらいで、ちょっと時間を下さい。また、後日、連絡いたします

ので。 

では、以上で本日の新庁舎に関する調査特別委員会を終了いたします。  

お疲れさまでした。 

                    午前１１時３５分 散会 

 


