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○委員長（菊川敬人） 

皆さん、おはようございます。 

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９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 ９時３０分 開議 

○委員長（菊川敬人） 

開会に際して一言申しあげます。委員の皆様、また執行者並びに説明員におかれま

しては、本特別委員会の調査の重要性を御理解いただき、建設的な質疑ができますよ

う皆様の御協力をお願いいたします。また、本日は府川町長をはじめ行政推進部長、

財務課長並びに財務課主幹に出席をいただいております。 

本日の進め方といたしましては、この後、府川町長から、先般開催されましたまち

づくり町民集会での新庁舎建設の結果概要について町長から説明をいただいた後、財

務課から庁舎整備基本設計（その２）の概要について説明をいただきます。それぞれ

の説明が終わりましたら質疑を行います。新庁舎建設に関するものの質疑といたしま

す。最後に委員間討議を行いますので、よろしくお願いいたします。 

また、本特別委員会の傍聴については、開成町議会委員会条例第１５条の規定によ

り許可をしております。 

それでは、初めに府川町長から、まちづくり町民集会における新庁舎建設の結果概

要について説明を求めます。登壇の上、お願いいたします。 

町長。 

○町長（府川裕一） 

皆さん、おはようございます。 

まちづくり集会、全地区を回らせていただきまして、その結果が出てきましたので

まとめさせていただきました。皆様方のお手元に資料という形で提供させていただい

ております。 

まちづくり集会でも説明をさせていただきましたけれども、何で役場庁舎の建てか

えが今なのかということの説明の中で、前々から皆様も御承知だと思いますけれども、

役場庁舎はもう古く耐震性にも問題があるという中で、町としても、できるだけ早く

整備はしたかったということにはなっておるのですけれども、この１０年を振り返っ

てみても、将来の開成町の税収確保を含めて、開成町を元気にするための施策が先行

的にされました。そちらには企業誘致、また新しい小学校の建設、それにあわせて既

存の小学校の大規模改修、また南部の基盤整備ということで、このおかげで今、税収

も上がっており、子どもたちの元気な声が響きわたるような開成町になっているなと

改めて感じております。 

そういった中で平成２３年、東日本大震災が起きました。あの津波の映像は我々の

目に焼きついておりますけれども、防災の拠点である役場が次々と飲み込まれて、そ

の後の復興にも大きな影響を与えたという中で、我が町の防災の拠点である役場庁舎

の整備というのを改めて考えていかなくてはいけない時期だなと。もう５年前になり
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ますけれども。そういった中で、役場の職員の中で検討チームをつくったりまた、ち

ょうどそのときに防災計画と第五次総合計画の見直しの時期に重なっておりました

ので、そういうところの計画をつくる中でも、また、そのときも、まちづくり集会の

中で地域に出ていっていろいろな計画に対しての説明会もさせていただきました。そ

ういう中で位置付けをさせていただきました。 

そういう様々な手順を踏みながら、町民の皆さんや有識者の策定委員会、庁舎整備

についての検討委員会をつくらせていただいた中で答申をいただきました。基本計画、

基本構想という、どこにどういう形で役場をつくったら、どういう形の内容の役場を

という形の答申をいただきまして、それをもとにまた役場庁内で様々な検討を加えな

がら基本的なものをつくらせていただいた中で、今年の２月にまちづくり集会の中で

概要を説明させていただきました。 

そういう経過の中で様々な御意見をいただきながら、基本設計、いよいよ最終段階

に入ってきました。その途中において、役場北側の敷地が地権者の御好意によって町

土地開発公社が先行取得することができたということで、改めて、そこも含めて役場

庁舎、約１万平方メートルありますけれども、一体的な整備をどうしていくか、それ

が基本設計２になると思います。先日の１０月、１１月のまちづくり集会の説明では、

基本設計１のもとに、さらに北側をプラスした中で説明会をさせていただきました。 

様々な御意見をいただきました。そのまとめが皆様方のお手元に配付の報告の結果

についてでありますけれども、細部については皆さん方、またご覧になっていただき

たいと思いますけれども、大きな私の認識としては、役場庁舎の外壁も含めて、今、

開成町の役場がどうなっているか、現状の話をさせていただいた中で、建て替えとい

うのは大方、御理解をいただいたなと認識をしています。 

そういった中で、やはり大事業でありますので予算的な問題、２４億５，０００万

円の庁舎の見積もりが出てきましたので、その関係。また、今の開成町の財政状況の

中で、その中で借り入れをしてこの大きな金額をやっていくことができるかという住

民の皆さんの不安が感じられましたので、そこはきちんと丁寧に、パワーポイントを

使って今の開成町の財政状況を。１６億円を借りた場合の返済も含めて、開成町の今

の財政状況の中でやっていくことができるかと、そういう皆さん方の不安を解消する

ために、きちんと丁寧に説明をさせていただいたと。そういった中で、多くの皆さん

がまた改めて御理解をいただいたと私は認識をしております。 

そういった中で、今は、もう本当に基本設計の最終段階に入っています。来年度か

ら実施設計に入って、平成３１年の７月までにきちんと竣工していきたいと。これは、

やはり消費税の関係もありますので、この２％は大きなもので５，０００万円という

金額がのしかかってきますので、それまでにはきちんと確実に整備をしていきたいと

認識をしておりますので。 

そういった中で、改めて今日は、また基本設計２の概要も固まりつつありますので、

この後、説明をさせていただきますけれども、そういう決意のもとでこれからも役場

庁舎整備を着実に確実に進めていきたいと考えておりますので、ぜひ皆さんの御理解
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をいただきたいなと思っております。 

また、まちづくり集会の結果については後ほど質疑の中でお答えをさせていただき

ますけれども、基本設計２に持っていく中で、この間のまちづくり集会の中で、今、

いろいろな意味で説明をさせていただきましたけれども、一部、まだ庁舎の整備の必

要性、またオリンピックの後にしたらどうかという御意見もいただきましたけれども、

先ほどお話ししましたように、これまでの手順を踏みながら、ここまで５年間かけて

やってきた問題でありますので、まだ３年後になりますけれども、きちんと、それま

でに着実に整備を進めていきたいと考えております。そういった点以外において、町

民の皆さんから御意見をお聞きした中で、変更また取り入れられる部分がありました

ので、役場の職員に指示をして、大まかですけれども四つ、基本設計２に反映をさせ

ていただきましたので、少し説明をさせていただきます。 

一つは建設面積、最初は４，８００平方メートルということで、まちづくり集会の

中では４，０００平方メートルまで大まかに減らせていただきましたけれども、さら

にということの中で、基本構想段階の上限４，８００平方メートルから約４，０００

平方メートルまで削減しましたけれども、さらに、もう少し詳細まで考えたところで、

柱の間、柱間のデッドスペースを解消しながら有効面積をきちんと確保しました。そ

の中で、さらに最終的に建設面積を約３，９００平方メートルまで計画を変更して進

めていきたいと。役場庁舎の問題について、大きさについてもいろいろな御意見をい

ただきましたけれども、ここまで考えて最終的に３，９００平方メートルにしていき

たいと考えております。その内容については、この後、基本設計２の概要の中で職員

から説明をさせます。 

それから、いただいた御意見の中で「みんなのトイレ」、初めは１階の部分、ワン

ストップサービスで町民の多くの皆さんが利用できるということで考えておりまし

たけれども、やはり議会ももちろん当然ありますし、２階、３階も含めて全ての階に

おいて「みんなのトイレ」を基本設計２の中に入れていく、変更していくと決めまし

た。 

また、自転車置き場、入り口付近にということで距離の問題も含めて。開成町は平

坦で「自転車の町」を標榜しておりますので、そういう点においては、きちんとその

ような対応、配慮もした中で自転車置き場も考えていくと。これも基本設計２の中に

入れ込みました。 

それから、１階の町民スペースを利用するときの仕切りの話。あのときは、図面的

には、皆さんの中に広いスペースをとって余裕を持って自由に使ってくださいという

御意見を私から提案をさせていただきましたけれども、やはり仕切り。固定式ではな

くて移動のできる仕切りを、これから考えながら、その中にパーテーションとして利

用できるように用意をすると決めました。 

まだまだ細部、たくさんありますけれども、大まかですけれども、町民集会の中で

いただいた御意見を、そのようにきちんと反映をさせていただいて基本設計２に決め

ていきたいと、最終段階に入っておりますので、そのような形で考えております。 
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これからも議会の皆さんの承認をいただきながら、今度は実施設計、建築工事と進

めていく必要がありますので、皆さん方からきちんとまた御意見をいただきながら、

これは確実に着実に私としては進めていきたいと考えておりますので、ぜひ、良い役

場庁舎、「田舎モダン」となるような、今の開成町の元気を象徴できるような役場を

つくってきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（菊川敬人） 

説明が終わりましたので質疑に入りますが、本日のため無理な要望を快く受け、ま

ちづくり町民集会の結果資料を提供いただいております。新庁舎建設の結果概要にな

りますので、質疑については町からの回答に対する考え方の確認等の質疑でお願いを

いたします。委員個人の考え方や意見等に係る質疑については、最後に委員間討議を

行いますので、その際に発言をお願いいたします。質疑の場合は、挙手の上、指名さ

れてから発言をお願いいたします。 

それでは、質疑をどうぞ。 

井上委員。 

○９番（井上三史） 

９番、井上です。 

町長の変更点の中の４点の中の３点目について、お伺いいたします。自転車置き場

ですけれども、大体何台ぐらいの設定なのか。それで、大まかな自転車置き場がある

程度、この辺ですよというのがあれば、その辺も確認の意味で説明をお願いいたしま

す。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

町長にということでしたけれども、設計にかかわることですので私からお話をさせ

ていただきます。この後、後ろに出てくるのですけれども、せっかくお話しいただき

ましたので。資料の３番の左側に平面計画というものがございます。この中で、当初

はいわゆる役場庁舎の南側のみ駐輪場として考えていたというところなのですけれ

ども、今回、先ほど町長が申しあげましたように、やはり町民集会でも現在の駐輪場

に対する御不満といったようなものもございましたので、ちょうど新庁舎の右上の角、

情報コーナーと書いてあるところのすぐ角の外側、ここに来庁者用の駐輪場というの

が１カ所。それから町民センターの現在の駐輪場は取り壊しをしてしまいますので、

町民センターの北側、現在、マイクロバスが入っている倉庫がある場所になるのです

けれども、ここが同じく来庁者用の駐輪場ということで、町民センター、それから新

庁舎においでいただく自転車利用の方には、入り口付近に自転車を停めることが可能

になるということで基本設計は考えさせていただいております。 

台数としては、おおむね７０台ということを予定してございます。また、それ以上

大きなイベントになった場合には、駐車場を整備してございますので、駐車場の一部
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をコーン等で囲いまして臨時の駐輪場ということで考えておりますので、日常の利用

には７０台あれば十分であろうと判断をしたところでございます。  

○委員長（菊川敬人） 

井上委員。 

○９番（井上三史） 

９番、井上です。 

大体分かりました。ありがとうございます。７０台ということで確認がとれました

ので。 

あと、完成後のトラブル回避のため、駐輪場についての説明板とか、あるいは責任

の所在とか、あるいは鍵がかかるなどとか、いろいろあるかなと思いますけれども、

いずれ、そういうことも含めてよろしくお願いいたします。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

庁舎建設については、先ほど町長答弁の中では５年の経過を経た中で進めていると

いうところを述べたところであります。このたびの基本設計２の部分というのは、ま

ちづくり町民集会を１３会場にて町民の意見を聞いた中での判断で示されていると

ころが数多くあるのではないのかなというところで推測するところであります。  

率直に言わせてもらいますけれども、これ集計するのに大変御苦労されたのではな

いのかなというところはあるのですが、自分もこのデータを見てびっくりしたのが、

まず町民集会での発言内容というところで、（６）プールに関するもの、（７）町民

センター・保健センターに関するもの、（８）小田原市・南足柄市「中心市のあり方」

に関する任意協議会に関連するものということで意見が大変多かったという。自分も

町民集会をする前というのは、ここまで意見が出るとは想定しなかったのです。ある

程度、行政側からの周知がされていて、プールの問題も含めた中で御理解をいただい

ているのだなと理解していたのですが、その３点を集計すると約３０．４％、意見の

中、１４４件を分母とした場合のパーセンテージです。この１４４件が全てではない

とは思うのですが、町民集会で発言をするというのは大変ハードルの高いところであ

り、真摯に受けるべきであるという見解の考え方が一つあるのですが。  

その中で、３０．４％という約３分の１の御意見が出ていることに対して、議会側

ももちろんそうなのですが、町としても真摯に受け止め、ここら辺の検証というのを

した中で次のステップに行くべきではないのかなという考え方が、この町民集会の結

果を見てちょっと今、思っているところなのです。そこら辺を今後、どのような形で

ステップアップして、御理解をいただきながら建設というものを進めていくのかとい

うものを、町長の考え方を聞きたいなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 
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○町長（府川裕一） 

今、山田委員が言われたように、調査結果をこのような形でまとめさせていただい

た中で、私もそういう認識は実はあります。様々な開成町以外の要因、小田原市と南

足柄市の関係も含めて、いろいろな協議が始まったというのは想定外の話であります

し、様々な課題が町民集会をしていく中で御意見としていただいたなという認識を持

っています。 

そういった中で、いろいろな御意見が出るということは、南足柄も含めて、プール

の関係も含めて、様々な課題について町としてはきちんと情報提供を、２月のときも

そうですけれども、まちづくり集会の中で、役場庁舎だけではなくて南足柄市と小田

原市の関係、どういう関係なのかというのもきちんと事前に説明をさせていただいた

ということも大きな要因であるのかなと。できるだけオープンに様々な町の課題だけ

でなく、近隣の課題も含めてあるということを町民の皆さんに知っていただくという

ことは、すごく大事なことだと思います。 

それに係って、合併も含めて、将来、一部の中であるのだから、役場庁舎が必要な

のかどうかという御意見もいただきましたけれども、それとこれとはまた違う話とし

て私は認識をしながら進めていきたいと。役場庁舎の必要性というのは、まちづくり

集会でも先ほどもお話ししましたけれども、防災も考えながら、今、どちらかといえ

ば、できるだけ早く建て直しをする必要性があるものだと認識をしています。そうい

う外部の要因を考えながら、それに惑わされてしまうとなかなかうまく進まない部分

もありますので、その点については、きちんとまた別なところで説明をさせていただ

いて町民の皆さんに御理解をいただくと。役場庁舎の整備とは別の考えの中で進めて

いきたいと。両方並行して、庁舎もきちんと整備をしながら、外部の要因についても

町民の皆さんに御理解をいただきながら進めていきたいと。両方あわせながら、これ

から進めていきたいと考えています。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

今、町長答弁の中で、合併を中心にした中での答弁がされたのかなと思います。こ

れ、議員の皆さんはいろいろな考え方がある中で、当然、今、現時点では合併を選択

していないという中での庁舎建設の進め方なので、合併を考えた中での庁舎建設はす

るべきではないというのは理解しているところで、そこら辺の歩調というのはとれて

いるのかなと理解はしております。 

そのような中で、先ほど３分の１という町民集会での意見と述べましたが、仮に小

田原市、南足柄市の合併を除いた場合、プールと町民センター・保健センターに関す

る案件については２４．９％、要するに比率にすると４分の１が懸案に上がっている

ということで、大変不安になっているのではないのかなという。 

今までの経過の中で庁舎建設を進めていく中では、総合計画という計画に乗せた中
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で事業を進めてきたということでは、皆様の御理解を得た中で順序を踏んでいるとい

うのは、これは理解しているところなのですが、今、言った６番、７番の部分、特に

プールの部分は、総合計画にも位置付けていない中で「つくりますよ、つくりますよ」

と言ってはいますけれども、この辺の担保というものが現実的に薄いのではないのか

と。今後の進め方の計画、財源的にどのような費用がかかるのか、そこら辺というの

は大変不安になっているのではないのかなというところが、今回の町民集会の結果を

見る中で大変危惧しているというところで。 

仮にプールのところを取り壊して建てる、当面は南足柄市の体育館、そこでピスト

ンをしながら授業はしていくという。そこら辺は通常の予算で通ればできることなの

ですが、その展望というのが１年なのか２年なのか３年なのか、また次の総合計画を

策定するときに位置付けをしてからなのだという方向性に持っていくのか。財政とい

うのは単発で予算を積み上げるものではないので、やはり計画的に物事をやっていく

となると、そこら辺の位置付け。担保というのは我々も欲しいというところが皆さん

も共通理解ではないのかなと思いますし、また町民に対して説明責任を問われるとき、

我々も総合計画に明記されているプールというものは平成何年にやりますよとか、そ

ういう話は説明できると思うのです。そういうところを行政側として、町長をトップ

とした中で、どのような形で明記をしていくのかというところが大変、今回のポイン

トになるのではないのかなと考えております。 

町民集会でそんなに出てこなければ、プールの上に建てるという件に対しては時代

の流れなのかなというところでは理解はしたのですが、これだけの４分の１の意見が

出るということは真摯に受け止めなければいけないと考えているところなのですが、

位置付けを含めた中で、予算の部分も含めた中で今後の見解、それをどのように我々

に示し、町民に示し、御理解をいただきながら庁舎建設というものを進めていくのか

というのを聞きたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

先ほどからちょっと足りなかった部分は、町民プールの件と町民センターの改修も

含めて、そのあたりが町民集会の中で御質問があって、また答えていなかった部分だ

と思うのです。 

町民センターにおいては並行して、２階と１階の部分を新しい庁舎に持っていきま

すので、スペースをどうするかというのは、これは早急に庁内でもまとめて、また町

民の皆さんにお示しをして、御理解をいただきたいなと思っております。 

後で整合をする町民プールについては、役場の前の町民プールのところに建てます

ので当然廃止という形になってしまいますけれども、町民プールの位置付けというこ

とにおいては、近年の町民プールの利用者の減少、また老朽化ということで開成南小

学校ができたとき、それを見越して町民プールとしても使えるようにきちんとロッカ

ーも含めて、着がえる場所も含めてつくってありますので、そういうことも町民プー
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ルの開放として南小学校でやった経緯もあります。実質、開放しましたけれども、利

用者が少ないということで、また今のプールだけになってしまいましたけれども。そ

ういった中で、きちんと町民プールの位置付けとしては今後、新しく建てかえるとい

うことは考えておりません。 

もう一つ、やはり問題になるのは、開成小学校のプールをどうするかということで、

来年度は南足柄市の温水プールを貸していただくことが決まりましたので、バスでピ

ストン輸送を含めてやらなくてはいけない部分は確かにありますけれども、反対に天

候に左右されずにきちんと授業ができるというメリットもあるということの中で、１

年間、きちんとそういうことをやった中で、保護者の皆さんに御理解をいただいた中

で、どうするかというのは次の第五次総合計画の後期基本計画、平成３１年からあり

ますので、その前に平成３１年の計画の中で検討した中で入れ込む必要があるならば、

そういう中にきちんと位置付けをしてやっていく必要があると考えております。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

これは確認なのですが、今、３１年という中で位置付けをしていくという答弁があ

られました。ということは、位置付けをしてから議論とか計画的なものを前倒しでや

ると思うのですが。３１年の計画に位置付けてからでないとできないというような答

弁で我々は理解して良いものなのか。そこら辺、再度、大変重要な問題になってきま

すので確認をしたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

位置付けてからということではなくて、今、私はそういう言い方ではないとは思う

のですけれども、位置付けるかどうかをきちんと、その前の年も含めて、来年度の南

足柄市のプールを借りてやる中で、その効果がどうなのかも含めて検証しながら位置

付けるかどうかを決めていく。それはきちんとその前に、また議論をしていくという

ことが必要だと思います。金額的にも含めて、きちんと総合計画に位置付けをしない

と次のステップには進めないなという認識をしています。 

一番大事なのは、まず優先順位。先ほど役場庁舎がこの１０年の中で先行投資、大

型投資をしたために、先送りしながら今日まで来てしまったということの中と同じ位

置付けで私は認識しておりますけれども、今、最優先課題は役場庁舎を建てることを

進めるというのが一番大事なことだと思いますので。学校のプールがいらないという

ことではありませんけれども、優先順位からいけば役場庁舎を建てかえるということ

を最優先に私は考えていきたいと。そういった中で、次の位置付けとして開成小学校

のプールを考えていきたいと。そういう順番の中で持っていきたいと今は考えており

ます。 
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○委員長（菊川敬人） 

湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

３番、湯川です。 

先ほど町長が３１年、消費税の絡みがあるので、消費税５，０００万円とおっしゃ

いましたね。消費税が上がるというのは国の決め方なので、５，０００万円というお

金は大事なお金なのですけれども、これは私は国の制度なので決めると言ったときに

はしょうがないと、従わざるを得ないと思っています。 

しかし、今、山田委員がおっしゃったプールの問題も兼ねていくと、プールの解体

費用、これが相当かかりますよね。そうすると、例えば、プールを残して別の考えを

持っていった場合には、ちゃんと消費税が上がってもペイできるような気がするので

す。差し替えをすれば。要するに、今のプールを壊さないで、そのまま存続させてい

ただいて、もとのダイトモのところに庁舎をつくるような発想を再度、私は考えるべ

きではないかと思うのです。 

ずっと、今、５年間やってきて、今、やらなくてはいけないと。要するに災害とか

なんとかというのは分かるのですけれども、あまり焦って３１年度を全部リミットに

してしまって、それが全部基準でいくのだという考え方はちょっと。もう少しゆっく

りやっても私は良いのではないかと思っているのですけれども、その辺はいかがです

か。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

消費税関係は国で決まれば２％上がるということの中で、これも合併のときに、合

併があるかないか分からない中で庁舎が必要かという話も町民集会で出ましたけれ

ども、ある程度予測できるものは、きちんとその中で予測して回避をするというのは。

２％で５，０００万円というのはすごく大きな金額になりますので、それはきちんと

それまでにやると。 

そういった中で、今、役場庁舎を建てる場所の話になってきたと思うのですけれど

も、役場庁舎を建てる中では、プールのところに建てるのが、我々が当初から、また

答申を受けて基本構想、基本計画の中で進めてきた中ですごく大事な場所だと思って

おります。町民プールを壊さず、そのまま北側にやればという御意見は確かにありま

すけれども、基本的に一番大事なのは、どういうものを町民の皆さんに新しい庁舎の

中で提供していくかというのがすごく大事なものです。もちろん金額的なものもあり

ますけれども。そういった中で精査して、今回、３，９００まで面積も減らせていた

だきましたけれども。 

そういった中で、町民プールのところにつくることが一番、金額的にも、また中の

ワンストップサービスを提供するにも、ワンストップサービスを提供するには、それ

なりの広さが必要でありますので、北側も一時検討したことはありますけれども、や
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はり面積的に足りないという部分も出てきましたので、今の中できちんと整備を進め

ていきたいと。場所的には町民プールのところに建てて、やっていきたいと。これは

基本設計２の中で改めて説明をさせていただきますけれども、町としてはそのような

形でこれからも進めていきたいと考えております。 

○委員長（菊川敬人） 

湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

分かりました。ただ、実際に、例えば、先ほど山田委員の質問の中で、合併問題云々

というのはまた別問題だと。町長も、それはまた別の考え方でいくのだというのです

けれども、１０年、２０年先を考えると、必ずどこかが合併すると思うのです。そう

した場合に、例えば、これだけのお金をかけて庁舎をつくった場合、無用の長物にな

らないように、例えば、想像でものを言ってはいけないかもしれないけれども、将来

を考えた場合、建物をつくったと。では民間に移行してしまえと、それも可能だとい

うような形も私は必要だと思うのです。だから、今、一生懸命つくられたプランがあ

りますけれども、これが本当に適切で、このままいくのかとかというのは、私はどう

も疑問に思っているのです。だから、簡単な建物でいつでも民間に移行できるような

建物でも良いと思っています。 

以上です。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今、将来の合併の話が出ましたけれども、それは別に置いてきちんと進めていくと

いう話をさせていただきましたけれども、もし将来、合併になったとしても、開成町

の拠点が必ず必要になってくる。そのときに、ちゃんと防災の拠点が開成町になかっ

たら、旧の開成町の町民の皆さんの拠点の場所がなくなるという意味で。例えば、古

いまま置いておいたら、合併して、では新しいものを開成町に新しい市がつくってく

れるかというと、そんなことは私は考えられないと思うのです。これは想像できるこ

とだと思います。だからこそ反対に、合併があってもなくても大事なものはきちんと

つくっていくということが、すごく開成町の町民の皆さんにとって大事なことだと私

は認識しています。 

○委員長（菊川敬人） 

町からの回答に対する考え方の確認の質疑を行っております。委員個人の意見につ

いては、後ほどの委員間討議でまた詳細について進めたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

そのほかに、御質問はございませんか。 

吉田委員。 

○６番（吉田敏郎） 

６番、吉田です。 
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庁舎に関しての中で、町民からもいろいろ声が出ている中で、庁舎を建てることに

よって、ちょっと細かいことかもしれませんが、他の事業にしわ寄せがいかないとい

うことは話をしていただいておりますけれども、なかなか、そういう検討をしていく、

そのようにしたいというような話は聞いているけれども、本当に他の事業に対してし

わ寄せがないのか、その辺を確認させていただきたいと思います。  

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

やはり、これだけの金額を使いますので、それなりの影響はあると思います。それ

は過去にも全部、説明をさせていただきましたけれども、福祉会館をつくる、開成南

小学校をつくる、水辺スポーツ公園をつくる、結局１０億、２０億のお金は今までも

やっています。ですけれども、そういうものの返済計画を含めてきちんと財政的に、

今の開成町の中の財政力、また返済能力も含めて町民の皆さんに丁寧に説明をさせて

いただいて、大方、その辺に対して御理解を私はいただいたのかなと。 

という中で、そのための影響がないかという話もありました。町民税が上がること

はないのかという。それも、きちんと「ありません」という話はさせていただきまし

た。ただし、今回の水道料とか介護保険料、介護保険料は３年ごとにきちんと見直し

をすると、サービスによって決まるという庁舎整備とは別の話でありますので、それ

は、そのときの状況によって介護保険料が上がるということはありますよという話は

きちんと町民の皆さんにもさせていただきました。庁舎整備によって町民税が上がる

とか、そういうことは一切ありませんという、これは、はっきり話をさせていただき

ましたので、そのような形でぜひ御理解をいただきたいなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

吉田委員。 

○６番（吉田敏郎） 

庁舎建設に直接と言いますけれども、庁舎建設にこれだけの金額がかかり、また起

債を非常にします。そのことによって、確かに、これから幼稚園等、また北部の活性

化について、いろいろ優先順位でやっていくという町長の答えもありますけれども、

それ以外に、それなりの数千万円の起債をして対処していくということですけれども、

町民にとっては、確かに、立派な庁舎でなくしてコンパクトにして、それ以外のこと

に対してちょっとしわ寄せが来るようなお金を使ってくれよという意見もあります

ので、その辺を町長から「そういうことは大丈夫だよ」ということを言っていただき

たいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

そういうことは、きちんと丁寧にこれからも説明をさせていただきます。これから

北部に対しても必要ですし、開成幼稚園の大規模改修もありますし、いろいろな大き
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な事業がまだこれからもありますけれども、それはきちんと。ただ歳出をするだけの

話ではなくて、町民の皆さんから言われました、歳入をもっと増やせということの御

意見もいただきましたので、今回も柴橋商会が、もう今年から工事が始まって来年に

は完成すると思います。もう一カ所の工業系の企業誘致も含めて税収確保もあわせて

きちんとやりながら、皆さん方にそのような御心配をかけない開成町の財政運営をや

っていきながら、事業を計画にのっとったものについてはきちんと計画どおり進めて

いきたいと考えております。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかに、ございませんか。 

佐々木委員。 

○１番（佐々木昇） 

１番、佐々木昇です。 

ちょっと細かいことになってしまうのですけれども、先ほど来、議論されているプ

ールの関係ですけれども、町民プールとしては今後、南小学校を活用されるというこ

とで、利用者が少ないというのも理解できますけれども、幼児、酒田保育園さんなど

も使っておられるようですし、そういう関係の中で、幼児で夏休みなんか親子で行か

れる、楽しみにされている方なんかもおられるのですけれども、開成南小学校で幼児

用プールというのは特に見当たらないような気がするのですけれども、その辺の考え

方というか、その辺は。ちょっと細かいですけれども、お願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（秋谷 勉） 

まだ予算も策定中ですけれども、来年から南小学校を一般開放するということの中

で幼児、低学年の子どもをどうするかという部分がありますので、いろいろな方法が

あると思います。南小学校のプール、行った方は分かると思うのですけれども、端の

２レーンは下に台を置いて水深を下げている、総体的に水深を下げるというような方

法もあります。また、時間とか日によって水深を調節するというような方法もとれる

と思いますので、この辺は今、高学年が利用できるようなということでプールが一つ

ですけれども、幼児にも対応できるようなことはもちろん考えていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（菊川敬人） 

佐々木委員。 

○１番（佐々木昇） 

ちょっと質問を変えますけれども、庁舎建設に対しまして、先ほど来、山田委員な

どからお話が出ています町民センター、プールとか、あと意見交換会の中でも将来の

町のイメージ、そういったものの意見も出ていますけれども、将来の町のイメージと

して新庁舎。町長として今後、新庁舎を将来の町のイメージとして、町長がどういう

まちづくりをしていくか。第五次総合計画に記載されているようなという答えもあり
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ますけれども、具体的に町長の考えているまちづくり、もっと、町長がＰＲしていっ

たほうが良いのかなと。もうちょっと具体的に、こういうまちづくりをして、将来、

こういう町になるのだというようなことをもっとＰＲしていったほうが、私は町民に

理解されるのかなと。ぜひ、私としても、そういう町長の考え方をどんどんＰＲして

いっていただきたいと思うのですけれども、その辺の考えをお聞かせください。  

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

開成町の将来については、やはり今、人口が開成町は神奈川県でも人口増加率が１

位ということの中で、元気というイメージは外の人たちにも評価をしていただいてお

ります。そういったときに、もっと大事なのは開成町に住んでいる人たちが元気にな

ってほしいという中で、自治会に力を入れているということの流れです。 

開成町に移り住んでもらうために昨年、６０周年の記念事業の中でブランディング

戦略を立てて、きちんと「田舎モダン」という、これが一つの一番大きなイメージ。

具体的に言うとなかなか難しい部分があるのですけれども、東京から近い、また近い

中で開成町の田舎の良さを生かしながら生活している開成町の町民の皆さんのライ

フスタイルがモダンだよと。そのような開成町のイメージを高めながら町民の皆さん

を増やしていくということが、一つは税収の確保にもなりますし。そういった中で、

そのためには、では具体的に何かといえば、駅周辺に子育て支援センターをつくった

り来年は保育所を整備したりということで、子育てしやすい、若い世代の人たちに移

り住んでもらって、また活気をつけていくというトータルの中で、人口を増やして開

成町を元気にしていくと。 

さらに２０２０年に東京オリンピックが決まって、県が箱根と南の道路を結ぶとい

う中で、これは千載一遇のチャンスだと捉えて、北部には農業振興の中で後継者問題

など様々な課題もありますけれども、南部においては定住人口ですけれども、北部に

おいては交流人口という形の中で、瀬戸屋敷周辺整備をしながら開成町の北部と南部

のバランスをとりながら、その中間地点にある役場が北部と南部の結束地としての役

割を担ってもらえるような庁舎をつくっていきたいと。田舎モダンを象徴するような、

元気を象徴するような役場庁舎にしていきたいというのが、この絵柄もそうなのです

けれども、そういうイメージの中でやっていくと。 

さらに、実質的には防災の拠点でもあることが大事でありますし、今の環境問題も

含めて、ＺＥＢエネルギー、今度は具体的に５０％削減というところまで今は持って

くることができましたけれども、そのような形で開成町を象徴する役場庁舎をつくっ

ていきたい。開成町の元気を象徴するのがすごく大事なことだと思いますので、そう

いうものを含めて発信をしていけるような役場庁舎にする。外に対してはそうですけ

れども、中の人たちに対しては、北部と南部の人たちがここに集まって交流できるよ

うな結束点という位置付けも考えておりますので。さらに、町民の皆さんのスペース

を、今、ほとんどない中で、今回、余裕を持ってつくってありますので、そこに集ま
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っていただいた中で情報交換を含めて交流ができるように。そのような形で、今、基

本設計２をこれから説明させていただきますけれども、そのようなイメージの中でつ

くっていきたいと考えております。 

○委員長（菊川敬人） 

石田委員。 

○５番（石田史行） 

５番委員、石田史行でございます。 

今日は町長に御出席いただきまして、ありがとうございます。今回のまちづくり町

民集会、１３カ所回られたことに関しましては大変お疲れさまでしたと申しあげたい

とともに、また、今回、担当課に御苦労いただきまして、ある意味、町行政にとって

耳の痛い意見もこのようにきちんと開示をしていただいたことを、まず一定の評価を

させていただきたいと思います。 

その上で、先ほどの山田委員、あるいは湯川委員の質問とも大分重なってくるわけ

でございますが、御意見の中でプールに関するものが大変多いということでございま

して。先ほどお二人とのやりとり、町長とのやりとりを聞いていますと、プールに関

しまして、果たして、いつ開成小学校にプールをつくるのかということに関しまして、

やはり明確な御答弁はいただけなかったと私は聞いておりました。 

そこで、再度伺いたいわけでございますけれども、私、聞いていますと、御意見を

つぶさにアンケートも含めて拝見させていただきますと、町民プールに対する思い入

れが大変ある方がいるのだなということでございまして、何らかの対応策といいます

か、代替策といいますか、そういったものをお示ししないとなかなか、町民集会で御

説明はされていますけれども、これでは納得をされていないなという、私は認識をし

ているわけでございまして、一つ、町民プールの上につくるというところ、これは、

まさに最初の話に戻ってくる可能性があるのですけれども、ここのところからもう一

度議論をすると、し直すということも私、一つありかなと思いますが、町長の考えを

伺いたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

町民プールと学校のプールと分けて少し考えていただきたいと思いますけれども、

今、最後に石田委員から庁舎整備の場所のことの見直しの話が出ましたけれども、私

は全く考えておりませんので。プールの上に建てた中で、基本設計２のこの後の説明

もそうですけれども、そういった中で、役場北側が御好意により取得できましたので、

これを一体的に配置した中で、役場プールの上が一番最善だという判断の中で、これ

からもきちんと進めていきたいと。そういった中で、一部町民の皆さんからプールの

問題がありますので、それはまた別の話としてきちんと考えていくと、切り離して私

は考えていきたいと思っています。 

○委員長（菊川敬人） 
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石田委員。 

○５番（石田史行） 

町長は切り離して考えていきたいということでありますけれども、これだけの町民

プールに関しての御意見が出ているわけですから、単純に切り離して考えるのではな

くて、やはりセットで考えていくということが町民から寄せられた意見を真摯に受け

止めるという姿勢だと私は思うのです。今回、このアンケートは、あくまでも町民集

会に出た方だけの御意見なわけでございまして、多くの町民は町民集会には参加して

いないわけでございまして、当然、これだけのプールの件が御意見いただいたという

ことは、もっと町民プールに関する御意見というものが潜在的にあることは当然伺わ

れるわけでございまして、そう端的に、いや、町民プールは町民プールで別で考えま

すというのではなくて、ほかにも、もう少しコスト削減のために小規模につくったら

どうだとか、そういう意見も多数寄せられているわけでございますから、そこのとこ

ろも考えて、もう少し。 

今回も結局、４，０００平方メートルのものを今回、これから説明があるかと思い

ますが、それをただ３，９００平方メートルに減らしたというだけでございまして、

恐らく２４億５，０００万円というところの費用に関しましては、それほど削減はさ

れないのかなと想像されるところでございますけれども。そういったところも考えて、

コスト的なところも非常に重視されている町民の方が大勢いらっしゃるわけでござ

いますから、そこのところをもう少し丁寧に町長のお考えを御説明いただきたいと思

います。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

私は、きちんと町民集会の中で丁寧に説明をさせていただいたと思っておりますけ

れども。今の話で、庁舎整備の中で２４億５，０００万円が高い安い、もちろんあり

ます。そういう不安があるという町民の皆さんの御意見も認識しております。だから

こそ、財政的に２４億５，０００万円の中でも、きちんと今の開成町では返していく

ことができますという話を財務課長が今の借り入れの状況も含めて丁寧に説明させ

ていただいた中で、多くの皆さんは御理解をいただいたと私は認識をしております。 

○委員長（菊川敬人） 

和田委員。 

○８番（和田繁雄） 

すみません。８番、和田でございます。 

基本的なことを伺いたいのですが、町民集会を経て４点、こういう形で見直しまし

たと。今回、特別委員会が開かれましたので、御説明をいただいたのですが、こうい

う特別委員会が開かれなかったら、これはどういう形で議会、町民に説明しようとさ

れていたのか。こういう見直しは、これからも続くと思いますが今後、どういう形で

こういう情報公開をしていこうとしているのか。この辺、慎重な姿勢を求めたいと思
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うのですが、その辺、御答弁をいただきたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（秋谷 勉） 

それでは、こちらについては私から御説明させていただきます。 

もちろん今日、皆様にお示ししてあります、まちづくり町民集会の結果、これは、

このほかに各自治会の地域課題というものもあります。その結果もまとめたものを会

議録、この報告は町のホームページに載せて周知をしていきたい。また、この後、説

明いたします、基本設計その２も最終的には１２月末に納品ですから、その後、また

主要な部分についてはホームページで町民の方々に公開していくということを考え

てございます。引き続き、実施設計に入ってからも報告を住民の方にお知らせをして

おいたほうが良いという部分につきましては、もちろん議会にお示しをした上で、ホ

ームページを使いまして町民の皆さんにもお知らせをしていくという方向は考えて

ございます。 

○委員長（菊川敬人） 

和田委員。 

○８番（和田繁雄） 

ありがとうございます。ぜひ、情報公開の徹底は心してこれからも実施していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

和田委員には以前にも議会で様々な情報公開ということで、この後、詳しいことを

いろいろな意味で全協のときにまた話をさせていただきます。隠すつもりはもちろん

ありませんし、情報公開があって出すのではなくて、積極的に様々な課題、また審議

会も様々ありますので、そういったものはどんどんホームページに出して情報を提供

して、また皆さん方がそれを見て御意見をいただければ、それに対してきちんと答え

ていくという方向で今、準備をしておりますので、また全協のときに詳しくお話をさ

せていただけると思います。よろしくお願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

先ほどの佐々木委員の後の答弁と絡む部分はあると思うのですが、町長答弁の中で

先ほど庁舎という位置付けを防災拠点と町民の憩いの場というような発言がありま

した。防災拠点は設計図を見る限りでは理解するところなのですが、憩いの場という

部分では、設計図を見ると具体に何をやりたいのかというのが全然見えないのです。

ここで言う憩いの場というのは、町民センターの位置付けというのが大変ウエートが
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出てくるのかなという。健康促進にかかわる施設をつくるのか、図書室を移設して拡

大するのか、いろいろな絡みがある中で、そこら辺、もう少し具体に。庁舎建設とは

別だよというのは分かるのですが、もうちょっと精査した中で、あわせてアピールを

して連動のある、一遍にはできないのですけれども、こういう形の中でイメージをつ

くっていくのだよという説明責任を町長は問われると思うのです。ただ庁舎をつくり

たいんだよ、役場が壊れたらどうするんだよという危機感をあおるのではなくて、開

成町全体を、こんなような構想の中で夢のあるまちづくりをしていくんだよという構

想を発言の中で欲しかったなというところで、再度、今後、発言の機会があるときに

は、あわせもった中での。一遍にできないことについては、未来に向かってこういう

ステップの中でつくっていくんだよというのをつけ加えた中で説明責任を果たして

いくべきではないのかなというところを感じたところであります。  

あと、最後にもうそろそろなるとは思うのですが、プールを壊して、庁舎建設をそ

こに建てるのですよという了承を議会がしたとします。その中でぜひお願いしたいの

は、先ほど言ったプールに関する案件、町民センター・保健センターに関するものに

ついて、はっきりと位置付けをした中で進んでいってもらいたいというところを最後

に述べさせていただきます。 

○委員長（菊川敬人） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今、山田委員の言われた新しい庁舎の町民の皆さんの憩いの場というのは、この後

の中で絵の中に出てきますし、また、まちづくり集会の中でもお話をさせていただき

ましたけれども、町民の皆さんの居場所として、もう２に入ってしまいますけれども、

１階部分でいけばピンクの部分が様々なことに活用していただけるように、そこでい

ろいろな打ち合わせをしたり、また協働のスペースという形で書いてありますけれど

も、いろいろな情報発信をしたり、ここに来れば様々な開成町のことが分かるという。

開成町のことを知っていただくためにも、インターネットができない人もおられます

ので、紙ベースも含めて、様々なものが開成町の中心に来ていただければ分かるとい

う形で考えております。 

先ほど言われましたように、町民センターもあわせてどのようにしていくかという

のは、これが少し私としても抜けていた部分でありますけれども、大まかな話として

は２階と１階の部分は未病のセンターと協働のスペースにしていきたいと話をさせ

ていただきましたけれども、できるだけ早く役場の中で素案というものをつくってい

かないと御意見がいただけませんので、そういうものは早急につくりながら、あわせ

て町民の皆さんに説明をしていきたいと。将来的なことも含めて考えていきたいと思

っております。 

町民の皆さんの集まる場面においては、北側の整備ができましたので、これは駐車

場と、一部、このような形で絵を描いてありますけれども、ここにも公園的なものを

含めて、外においてもきちんと町民の皆さんに来ていただけるような憩いの場となる
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ような。中部地域においては大事な拠点になりますので、これからまたきちんと考え

ていきたいと。また、それを町民の皆さんに説明をしていく機会をきちんと捉えなが

ら進めていきたいと考えております。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかにございませんか。よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 

○委員長（菊川敬人） 

では、質問がございませんので、ここで一旦、暫時休憩したいと思います。再開を

１０時３５分といたします。 

午前１０時２６分 

○委員長（菊川敬人） 

 再開いたします。 

午前１０時３５分 

○委員長（菊川敬人） 

続いて、次第に従い進めさせていただきます。 

庁舎整備基本設計（その２）の概要についてを議題といたします。財務課から説明

をお願いいたします。 

財務課主幹。 

○財務課主幹（柏木克紀） 

財務課主幹、柏木です。 

では、本日、お配りをさせていただきました資料に基づきまして説明をさせていた

だきます。 

まず初めに、構造形式の考え方が大きく変わりましたので、資料１において説明を

させていただきます。 

建設規模の変更に伴い適正な構造計画にするために、まず柱の考え方を整理いたし

ました。基本設計その１では柱の数が４３本ございました。面積を小さくすることに

よって柱のスペースが小さくなりまして、青く囲ったところに柱が密集してくること

が見えてきました。柱が多くなることによって将来のレイアウトに支障を生じる可能

性があるため、新しい建物規模に適した柱の計画を検討いたしました。目的といたし

ましては、先ほどお話ししたとおり、効率的な柱計画により柱の数量を減らすこと、

空間利用の自由度を上げて柱のないスペースを実現すること、この二つを考慮いたし

まして、その２におきましては柱の本数を３４本まで削減することに取り組みました。 

この新しい柱の計画に適した構造を模索したところ、大きなスパンを無理なく計画

することができる鉄骨造が最適であるという方向で検討をいたしました。現状のその

１の鉄筋コンクリート増と耐火木造、そして、その２の鉄骨造との比較におきますと、

耐震性につきましては、その１とその２では全く同等で変更点はございません。木材

の利用につきましては、その１の鉄筋コンクリート造プラス耐火木造につきましては、

仕上げ材と構造材に木造を利用するという観点でつくってまいりました。その２では、
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鉄骨造と木利用で仕上げ材と構造補助材に木造を利用するという形に変えました。  

将来のレイアウトの変更につきましては、先ほどもお話をさせていただきましたが、

鉄筋コンクリート造では柱の数が多くなるため、将来のレイアウトの対応が制限され

ることが分かりました。鉄骨造につきましては、執務空間の柱がないため、将来のレ

イアウトの変更の自由度が高いというところで判定をいたしております。工期につき

ましては、鉄筋コンクリート造につきまして、型枠等、多種多様な工程を踏みますの

で、鉄骨造と比較いたしますと工期が長くなる。また、鉄骨造につきましては、ＲＣ

と比較いたしますと、工場で生産してきた鉄骨を組み立てるというところになります

ので、工期も短縮できる可能性があるというところになりました。  

その１の鉄筋コンクリート造と耐火木造と鉄骨造プラス木利用で総合的に判断を

した結果、鉄骨造プラス木利用のほうが有用性が高いというところで、今回、構造を

見直しさせていただきました。 

それでは、資料２、その２の新庁舎概要、設計コンセプトについてを説明させてい

ただきます。 

設計コンセプトにつきましては、その１でお示しをさせていただいたとおり、「北

部地域、南部地域の交流の結節点となり、周辺地域を含めた地域連携の中核拠点をな

す人と人とのつながりを深める庁舎をつくります」というコンセプトの変更はござい

ません。 

その２で、それを踏まえての検討につきましては、次の点、四つありますが、そこ

の部分に関しまして検討を進めてまいりました。一つ目が北側敷地を取り込んだ庁舎

計画の検討、二つ目が庁舎規模の適正化の検討、三つ目が安全で効率的な構造計画の

検討、四つ目がＺＥＢ庁舎達成のための環境設備の検討、以上の四つをさらに検討を

進めてまいりました。 

では、次に説明をさせていただきます。 

様々な場所で活躍する町民のための広場を計画します。こちらにつきましては、北

側敷地を取り込んだ庁舎計画の検討になります。北側敷地は町民のための広場を整備

し、町民への憩いや安全のアプローチに寄与するだけでなく、イベント時や防災時な

どの様々な利用が可能なアプローチ広場を設けていきたいと考えております。アプロ

ーチ広場は、災害時は防災広場として機能し、被災者の一時避難やボランティア活動

の拠点として利用可能な計画といたします。また、アプローチ広場は、阿波おどりや

あじさいまつりなど町のイベントの際に、庁舎と連携したイベント会場として利用を

想定した計画としております。北側敷地の一部には駐車場を計画することにより、当

初計画しておりました７２台以上の駐車整備を確保することが可能となりました。 

二つ目の適正な検討につきましては、無駄のない適正な庁舎規模を計画いたしまし

て、その１から変更いたしたところにつきましては、地下をなくしたところが大きな

変更点です。 

また、１階につきましては、先ほど町長から御説明をさせていただいた、柱の間の

デッドスペースをなくすことにより無駄のない適正な庁舎規模を策定いたしました。



－２１－ 

また、資料１で説明をさせていただきましたとおり、柱を減らすことにより将来を見

据えた使いやすい構造計画を考えていきました。 

最後に、水が豊富な開成町の特徴を生かした環境設備を計画いたしました。水を利

用した空調熱源、輻射空調や水蓄熱槽を計画することにより、開成町の特徴でありま

す水資源の豊富なものを利用してＺＥＢ庁舎を目指していきたいと考えております。 

構造計画につきましては、先ほど資料１で御説明をさせていただきましたとおり、

柱の本数を少なくすることにより大きな面積を確保する、ただし建物の安全性はしっ

かりと確保するというところで、鉄骨造を採用し計画をしていきたいと。柱を減らす

ことで、免震装置の数量を全体的に減らすことが可能となりました。 

この構造等につきまして、右側にございます鳥瞰イメージを作成させていただいて

おります。外観のイメージ等は、まだイメージでございますので、見ていただければ

と思います。 

先ほど資料１で御説明をさせていただいたとおり、構造体に当初は木を利用してい

くという話をさせていただいておりましたが、その２では構造補助材として木材を利

用していきたいと考えております。そちらの説明をさせていただきます。  

構造体への木の利用の考え方です。鉄骨造の化粧として本来であればコンクリート

パネル等をはめていくところではございますが、その部分の化粧につきましては木材

を利用することにより、鉄骨と木を組み合わせたハイブリッドの柱を形成していきた

いと考えております。ハイブリッドの柱を形成することで、単純な木の柱よりもシャ

ープで圧迫感のない柱を形成していけるものと考えております。 

また、町民プラザの吹き抜けの空間には柱への座屈防止、柱がへし曲がることを抑

える座屈防止に寄与するブレース材となる木の格子、「あじさいパネル」というもの

を名前をつけて考えておりますが、あじさいパネルを計画して柱の座屈防止を考えて

いきたいと思っております。この柱の座屈防止が構造補助材という部分に当たるもの

です。また、構造補助材となっております「あじさいパネル」は、直射日光を適度に

遮ることにより、やわらかな光を町民プラザに取り込むことが可能となります。 

では、続いて資料３です。 

資料２で御説明させていただいた北側敷地を取り込んだ庁舎計画の検討を考えた

平面計画となっております。向かって西側に遊歩道、そして先ほど御説明をさせてい

ただきましたアプローチ広場を配置しております。遊歩道につきましては、開成町全

体で水と緑という大きなコンセプトがございますが、水と緑を感じられるような町民

のコミュニケーションの憩いの場をつくっていきたいと考えております。アプローチ

広場につきましては、先ほど御説明したとおり、非常時やイベント時の来庁者駐車場

と一体的に利用可能な場所となってございます。 

そして、先ほど町民説明会でいただいた意見、みんなのトイレにつきましては、各

階層に設けてございます。 

今回、平面計画をさせていただいた面積につきまして、床面積ではございますが、

全体では３，９００平方メートル、１階につきましては１，７３２、２階につきまし
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ては１，３３４、３階につきましては８３４平方メートル、合わせて３，９００の床

面積となってございます。 

今回、デザインといたしましては、大きなところでは、現庁舎は柱が外に出ており

ますが、こちらのデザインを継承する意匠の継承ということで、１階の部分につきま

しては外側の柱を採用させていただいております。 

続いて、環境配慮計画につきましてです。開成町らしい環境設備計画で、消費エネ

ルギーを５０％削減してまいります。ＺＥＢを目指すためには、１次消費エネルギー

を５０％削減することが大前提でございます。こちらの部分につきましては、空調設

備、環境設備、照明設備、給湯設備、そして昇降機の項目につきまして、それぞれ基

準となるものが一般的な建物の基準から設計をさせていただいて削減率を求めてお

ります。その合計が今の時点では５０．３％、５０％以上の削減が可能となり、ＺＥ

Ｂを求めていくためには一つの条件をクリアできたところでございます。  

これを実現するために採用する環境配慮項目といたしましては、開成町らしい水を

利用した環境設備というものが五つ、そして主な環境設備として五つ、その他項目と

しては八つの項目で検討してまいりました。 

開成町らしい水を利用した環境設備につきましては、水蓄熱システム、井水ヒート

ポンプ、潜熱顕熱分離型空調機と放射空調、そして床放射と床吹き出し空調、また雨

水の利用を考えております。個々の説明につきましては、記載をさせていただいたと

おりです。 

主な環境設備につきましては、クールヒートチューブ、そして可変定風量装置の採

用、そして外気冷房、そしてＣＯ２の制御、そして最後にはＢＥＭＳの導入を考えて

おります。こちらの個々の説明につきましても、記載をさせていただいたとおりとな

っております。 

その他の環境配慮項目につきましては、今、全般的に一般の御家庭でも建築される

ときにいろいろ考えて取り組まれているところの項目となってございます。例につき

ましては、二重ガラスでありますＬｏｗ－Ｅガラスを採用して外気の熱を遮断する、

そして照明につきましてはＬＥＤ照明を採用し電力の削減に努めます。そして、太陽

光発電を乗せて発電をしていきたいと考えているところでございます。  

簡単ではございますが、その２の概要の説明とさせていただきます。 

○委員長（菊川敬人） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行いたいと思います。質問のある方は、

どうぞ。 

井上委員。 

○９番（井上三史） 

９番、井上です。 

資料１番で質問させていただきます。当初の計画では柱の本数が４３本、今回は柱

の本数が３４本になって減るということで、私が当初の計画の設計図の中で心配して

いたのは免震装置の数についてです。まず１点目、確認の質問をさせていただきます
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けれども、免震装置というのは全ての黒い四角で囲ってある柱につくという考え方な

のでしょうか。その辺、ちょっと確認をとらせていただきます。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、お答えをしたいと思います。 

こちらの柱の下、全ての柱の下に免震装置として入りますので、新たに今回、お示

しした基本設計で申しあげますと、３４個の免震装置が入るということでございます。 

○委員長（菊川敬人） 

井上委員。 

○９番（井上三史） 

ありがとうございます。免震装置というのは相当高かったので、当初の柱の数です

と相当、免震装置によって予算が取られるなということを懸念していたわけなのです

けれども、今回、柱の本数が減って免震装置が３４本と確定したということは、私と

しては今度の計画変更のほうが望ましいかなと判断ができましたので、ありがとうご

ざいます。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

確認なのですが、資料１の１階、２階と明記されている平面の部分での表現と立面

図に当たる表現とでは、距離的な部分で下のほうが長くて上のほうが短いという認識

が出るのですが、ここら辺の柱位置の部分というのは全部の部分を明記されているの

か、確認したいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、お答えをしたいと思います。 

まず結論から申しあげますと、全ての部分について表現をされていると。おっしゃ

っているのは、その下にある平面図だと、いわゆる南北に長く描かれているのではな

いかというような御指摘だと思いますけれども、基本的には正方形という形で設計を

してございますので、これは絵のつくりの中でのお話と御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

理解しました。ＲＣ構造から鉄骨構造にしたということで柱の本数を減らしたとい
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うのは、大変、これ大きなポイントになるのかなという。要するに、作業効率も上げ

ながらコストダウンも図っていけるという部分では、大変すばらしい判断をしたのか

なと構造上は評価いたします。 

そのような中で、階層が今、１、２、３階を、一部ですけれども、想定した中での

重量計算をして柱本数を当然出していると思います。前面については２層で後ろにつ

いては３層という中で、その中で柱の本数そのものが２階も３階も同じような状況で

描かれているのが現状だと思います。業界というか、設計も自分はしているので観点

からものを言わせていただきますと、例えば、これを２層にした場合、もう少し柱が

取れるのではないのかなと思うところなのですが。もしくは、手前側の２層の部分は

減るのかなという。全体で２層にすれば減るとは思うのですけれども。当然、上から

の荷重が全然違うので、張りの具合だとかベース部分の大きさなんかも変わってくる

ので、ここら辺でさらに削減ができたのではないのかなというところが見えるのです

が。これ、仮に３階がなかった場合の状況というのを説明もらいたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

まず、最初にお断り申しあげますのは、３階で設計をしてございますので、２階で

の設計はしていませんので、ちょっと比較が難しいのが１点。御質問のお答えとしま

しては、いわゆる柱の鋼材の太さ、強度を調整することで構造計算上必要な強さを保

持して、むやみに太い鉄骨を使わないということでバランスをとっていると御理解を

いただきたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

石田委員。 

○５番（石田史行） 

５番委員、石田史行でございます。 

資料１のところですけれども、基本設計その１では４，５００平方メートルで柱が

４３本で、今回のその２というところでは３，９００平方メートル、そして柱の数を

３４本に減らしたということでございますが、先ほどの井上委員からの御質問とも絡

みますけれども、免震のゴムを減らすということになったわけでございます。それも

含めてですけれども、これによってコスト的にどの程度削減が見込まれるのか、まず、

御答弁いただきたい。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、お答えをしたいと思います。 

コストにつきましては、最前から申しあげておりますとおり、来年の入札直前の設

計を待たなくては単価が分かりませんので、その時点での単価が分からないのでいく
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らということは申しあげられませんけれども、この判断に至った一つの要件として、

こちらにも書いてございますように、まず工期の短縮ができると。工期が短縮できる

ということは、いわゆる人件費が抑えやすいということが１点。それから、これは建

築が分かっている方には簡単なお話なのですけれども、いわゆる鉄筋コンクリートの

場合には現場打ちでございますから、型枠工であるとか施工するために資格を持った

人間がつかなければならない。ところが、鉄骨造の場合には、いわゆる製品になった

ものを現場で組み立てますので、一人一人の実は人件費も全く違うということで、そ

ういったところで、今後のコストの変動に備えるという意味でも有効に働くと考えて

いるところでございます。 

○委員長（菊川敬人） 

石田委員。 

○５番（石田史行） 

私が伺っているのは、最初、基本設計その１のところで２４億５，０００万円とい

う試算をされていたわけですが、面積が大きく減り柱も減って免震もということで、

これが、概算で良いのですけれども、大体どのくらいの削減が見込まれるのか。可能

であれば御答弁いただきたい。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

繰り返しになりますけれども、ここでおいくらということは、過去の事例から申し

あげましても、また後に最終設計が出たときに聞いた話と違うということになります

ので、ここでは明確なお答えは控えさせていただきたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

石田委員。 

○５番（石田史行） 

とりあえず、今、町の考え方としてそういうことだということであれば、これ以上

聞いても仕方ないのでお聞きしませんけれども。 

それと、別の質問なのですが、将来のレイアウト変更にも柔軟に対応可能というこ

とでございますが、将来のレイアウト変更というのは、どういった事情によってレイ

アウトが変更されるのか、どういったことを想定されているのか、御答弁いただきた

い。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、お答えをしたいと思います。 

ただいま、新庁舎建設に当たって庁内で機構改革、いわゆる部・課のあり方、それ

から職員の配置、人数等について検討を重ねてございます。現時点で１階と２階にど
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ういった課が入るかということは、今後、決まるわけですけれども、昨今の事情を考

えれば、国・県からの事務の移譲等があって課の構成の変更であるとか、あるいは部

の構成の変更というものにも十分に耐えられるような形で、いわゆる作りつけで壁を

たくさんつくって後から使い勝手が悪くならないように、スケルトンの構造で考えて

いるというところでございます。 

○委員長（菊川敬人） 

井上委員。 

○９番（井上三史） 

９番、井上です。 

資料３番でお伺いいたします。右側の環境配慮計画ですけれども、当初、ＺＥＢの

設定を成功させるためには５０％のエネルギー削減というのが求められていたわけ

ですけれども、この表を見る限り、ＺＥＢエネルギー、いわゆる５０％減ができたと

いうことは達成ができたかなと大変喜んでおります。その中で、開成町は地下水が豊

富ですので、地下水を使ったＺＥＢエネルギーというのは今後も有効だと思いますの

で、今回の消費エネルギー環境については非常に良い方向に向いているなと思ってお

ります。 

１点ほどなのですけれども、資料２番の左側の下のほうに、図を見ますと上のほう

から水のある通りが、チューブが天井のほうにあり下におりてくるということですけ

れども、私の考えているエネルギー効果というのは、床から出したほうが効果は高い

のではないかなと考えておりました。それは、人間のいるところが冷えていれば人間

にとっては快適であって、温度というのは上に上がりますので、高い温度のところを

あえて下げるというのは、エネルギー効果から考えると床から出てくるようなほうが

良いのかなと思っていたのですけれども、その辺についての考え方をお尋ねいたしま

す。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

実は、私も見たときに同じことを考えました。今、井上委員の言われているのは、

いわゆる１階部分で床からの送風という部分でいいますと下から出てまいります。こ

こに書いてあるのは何かというと、いわゆる天井に冷えた水、あるいは温かい水、そ

の時点での自然水の温度になると思うのですけれども、これによって輻射熱を利用す

るということで、体感温度を下げていくということで、実際問題として、これを既に

導入しているところを我々も見させていただきましたし、それから設計の方にもお伺

いしましたけれども、天井部分にそういった温度の違う水が流れていることで、体の

体温をそこに奪われていくというのですか、慣らせていくというようなことで、非常

に効果が高いということで今回は採用に踏み切っているというところでございます。 

○委員長（菊川敬人） 
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井上委員。 

○９番（井上三史） 

説明を聞きまして、分かりました。１階の天井に配管ができれば、２階の人たちに

とっては、それを利用するということもできますので、効率的かなと思いました。分

かりました。ありがとうございます。 

○委員長（菊川敬人） 

前田委員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田でございます。 

資料２の構造体への木の利用の考え方の面で、私、初めて「あじさいパネル」とい

う形で仮称として先ほど御説明いただいたわけですけれども、これについて、もう少

し詳しく伺いたいなと。特に、圧迫感を避けるためにということで、座屈防止という

ような、そのフレーズを二つ聞いた限りでは、耐用年数等々、ほかの構造物と鑑みて

大丈夫なのだろうかというようなこともありまして、この辺について、もう少し詳し

い御説明をお願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

まず、これは、もともとの当初の基本設計から、吹き抜け部分の日光の調節と温度

調節のために木を使いますよというような絵をお示ししていたかと思いますけれど

も、その後、検討を重ねる中で、こういった形で設計会社が「あじさいパネル」とい

う仮称をつけていただきまして、一つの目的は、まず日射を遮るということ。それか

ら、一部、やはり２階から下が見えてしまうのではないかというような御意見もあり

ましたので、いわゆる目隠しという意味がもう一つ。 

それから、先ほど申しあげた鉄骨造にしたことによって縦の力、座屈という言葉を

使っていますけれども、こういったものに対しての、基本的に構造計算上、問題はな

いのですけれども、より、そこは安全を考えたときに、こういったものをブレース材、

いわゆる建物でいう筋交いのような役目を果たすのですが、こういったものを入れる

ことによって機能と、それから構造上の強さと両方を兼ね備えて利用することができ

るということで、ここでは計画をしてございます。これから今後について詳細を詰め

て、よりよいものにしていきたいと考えてございます。 

○委員長（菊川敬人） 

前田委員。 

○４番（前田せつよ） 

今、御説明いただいて、数点、この利用に至った経緯をいただいたわけなのですけ

れども、今日、お示ししていただいた部分では格子の柄の茶色のというところでござ

いますけれども、あくまでも「あじさい」という仮称がついた関係で、あじさい色に
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吹きつけるのか。また、そういう色の云々ということで、その辺はどうなるのか。小

さく正方形に表現したあじさいのモチーフとなるとどちらをイメージに考えたら良

いのかというところなのですけれども、どちらをイメージでブレース材の「あじさい

パネル」を考えておられるのか、現時点でのお話をいただければと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをさせていただきます。 

ちょっと誤解を招いたとすれば大変申しわけなかったのですが、イメージとしてこ

ういう形でということで、現在は木目のままで利用することを考えてございます。  

○委員長（菊川敬人） 

下山委員。 

○７番（下山千津子） 

７番、下山でございます。 

資料２の無駄のない適正な庁舎規模を計画の中で、先ほど地下をなくすというよう

な御説明でございましたのですが、町民集会でも意見がございましたように、役場に

行くと職員の机の上の書類が多いというような御意見もいただいておりますが、当初、

地下には書類の整理というか、書類の倉庫として使うというような御説明でございま

したが、その点は今後どういう形をとられるのか、お聞きいたします。  

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをさせていただきます。 

当初、今ある文書の量をほぼそのまま移設をするのであればということで、いわゆ

る書庫については設計をさせていただきました。ところが、ただいま御指摘のとおり、

本当にいるのかいらないのかと文書を一つ一つ精査していくと、これは後に分かった

ことですけれども、今、執務環境の委託をさせていただいております。他市町の職員

に比べますと１人当たりのファイルの数が２倍以上あるということが分かりました。

これは大変お恥ずかしい話なのですけれども、これまでの文書管理があまりうまくい

っていなかったということのあらわれだと思います。 

ここで、既に来年の１月から、庁内の３課ほど新しいファイリングシステム、文書

整理システムを導入しまして試行いたしまして、４月からは全課、全室、全て新しい

ファイリングシステムに対応して、新庁舎に移る前に我々がそこに慣らせていこうと。

ある面、当たり前のことができていなかったので、文書の保管、整理のあり方につい

て、しっかりと取り組んでまいろうということで考えてございますので、この部分が

なくなっても十分に対応ができるということで現在は考えております。 

○委員長（菊川敬人） 

佐々木委員。 
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○１番（佐々木昇） 

１番、佐々木昇です。 

ちょっと基本的なところでお聞きしたいと思います。構造種別というところで今回

変更されたのですけれども、構造を変更したことによって、先ほど来、出ている免震

構造から制震構造にできるとか、そういうことというのは構造的にはないのか、ちょ

っと、その辺、確認させてください。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをさせていただきます。 

ただいまの免震、制震、あるいは耐震とあるわけですけれども、どの建て方であっ

ても、どれを採用しても、もちろんオーケーです。あとは建てる側がそこにどれだけ

の強さを求めていくのかという問題ですから、我々とすれば、それが鉄骨造に変わっ

たからといって、他の構造を取り入れるということは一切考えていないというところ

でございます。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

資料２で明記されている水を利用した空調、これについて細かいところを聞きたい

のですが。当然、天井に転がすということは、メンテナンスの絡みを考えると、有効

スペースというのが確保されないと、今後、つくりました、例えば水が通るチューブ

に穴が開きました、そうすると、最終的には、ではメンテナンスがかかるから機械を

止めて使うのをよそうではないかと流れるのが大体だと思うのです。そういう部分で、

今回、これを採用するに当たって、当然、天井高は有効に人が潜れる状態の設計にす

るはずなのです。逆に言うと、これをやらなければ天井高、要は１階のＦＬからの階

が削減できるということは、総工費を抑えられるという面も考えられると思うのです。 

そのような中で地下水を利用した空調の部分を使うといえば、例えば、強制換気か

何かを使って送り込むというのも一つの手だと思うのです。水を天井に全部はわせる

というやり方も一つあれば、あるところに地下水の冷えた熱、また高い熱を利用して

強制換気によって空調を整えるというやり方もありますので、そこら辺の対比的な部

分というのを設計段階で打ち合わせをされたのかどうか、天井の有効幅も含めた中で

答弁をよろしくお願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課主幹。 

○財務課主幹（柏木克紀） 

財務課主幹、柏木です。 

山田委員の御指摘のとおり、有効高というものは当然ながら必要となると思います。
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その部分につきましては、設計会社とも打ち合わせをさせていただきました。現状、

今は１階の構造体の高さといたしましては、４，５００を１階は予定しております。

２階と３階につきましては、４，２００の構造の計画をしております。それから、当

然ながら有効の高さは３メートルないし２，７００をとらせていただきますので、人

が潜ってメンテナンスができる幅員等は計画をしております。 

その部分につきましては、それをなくすことによって軒高を低く抑えられるという

ところも当然あるのかもしれませんが、天井に関しましてはいろいろな配管スペース

も当然ながら兼ねておりますので、適正な幅を確保しながら最低限の高さで計画はし

ております。 

以上です。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

建築業界の耐震性というのは、日々、震災を受けることによって変化し、強度を増

しているというのが現状であります。世の中の流れなのですが、天井に配管設備を転

がすというのは、基本的には避けられてきているというのが現状だと思います。どち

らかというと床面にパイプの溝をつくり、スペースをつくってメンテナンスができる

ようにしてパイプシャフトによって上下の往復をするというのが主流になっている

のですが、なぜ、天井が落ちたとか、そういうような事例があちこちで起きている中

で、今回、これに踏み切ろうとしているのかというのがちょっと考えられないのです

が、よほどの担保があるのかどうか。これ、柱のピッチが広くなればなるほど支える

部分というのは少なくなってきますので、細かく柱があれば天井というのも有効な部

分はあるとは思うのですが、そこら辺の検討を業者側とされたのかどうなのか。  

建物が震災によって崩壊はしないといっても、中の細かなものが滅失するというの

は次の復旧に対して時間がかかりますので、そこら辺を検討した中でぜひ設計に臨ん

でもらいたいと考えるのですが、そこら辺の打ち合わせはどうなっているのか、お伺

いしたいと思います 

○委員長（菊川敬人） 

財務課主幹。 

○財務課主幹（柏木克紀） 

柏木です。 

山田委員の御質問にお答えします。 

当然、天井に水が通ったりすると水漏れ等の懸念がされるのではないかと、私も設

計会社との打ち合わせをさせていただきました。現状、山田委員が言われたように、

技術の進歩がすさまじい速さで行われているというところで、施工会社さん等にもヒ

アリングをさせていただきましたが、現状、水漏れをしないという施工の技術の高さ

になっていると。水漏れをする場合においては、当然ながら施工不良でしか考えられ
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ないという話はいただきましたので、今回、天井に水を利用していくというところで

は採用を検討させていただきました。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

もう１点、質問したと思うのですが。天井の部分にそういうチューブ的なものを乗

せるというのは、そのものの重量もあるのですが、水分、要は水は１リットルに対し

て１トンという荷重にはなると思うのですが、比重が１対１ですか、になるとは思う

のですが、そこら辺の部分で、全体の中での荷重計算というのはされていると思うの

ですが、天井そのものの荷重強度というのですか、どのような形で天井をもたせよう

としているのか。中にラックをつくってラックそのものに化粧台を張るという考え方

なのか。そこら辺、選択の仕方によってはコスト的な部分もはね上がると思うので、

もう少し詳しくお願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

そういったところは常に設計会社とは詰めているのですけれども、残念ながらとい

いましょうか、そこまで本当の専門家の知識が、私よりは主幹が持っているわけです

けれども、持ち合わせていないので、常に比較対象、なかったらどうなの、あったら

どうなのという中でのお話をさせてもらっていますので。いわゆる構造計算上、しっ

かりと計算された中で出てきている答えですから、ただいま、そういった御意見もい

ただいたので、今度、そこら辺の細かい図面。御承知のように、それは実施設計にな

らなければ出てこない図面ですので、今後の実施設計の中で見させていただいて、ま

た、そういったところでアドバイスをいただければなとは考えております。  

○委員長（菊川敬人） 

湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

３番、湯川です。 

ちょっと確認の意味で質問させてください。資料２と資料１の中で床面積、これ基

本設計その１の柱の計画ということで、４，５００平方メートルが３，９００平方メ

ートルになったのですけれども、私は、最初は４，８００平方メートルと話を聞いて

いたのですけれども、いつ４，５００になったのですか。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 
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４，８００というのは基本構想、基本計画の段階です。４，５００というのは基本

設計その１、６月に完成をしました基本設計その１の段階で４，５００とさせていた

だいたと記憶はしてございます。 

○委員長（菊川敬人） 

湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

ちょっと私の勘違いかもしれませんけれども、私の常識の中では、町民集会でもた

しか４，８００と説明されたと聞いているのですけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

ただいま御発言がございました件については、今年の２月に行われた庁舎に関して

初めて行われた町民集会のときですね、この時点では基本構想、基本計画しか持って

ございませんから、最大で４，８００平方メートルという御説明をさせていただいた

というところで、そこは間違いないです。４，５００というのは、その意味では、町

民集会において数字として出てきたことはないです。基本設計のその１で出てきたこ

とですので、そこについては確かに町民の方に御説明したことはございませんので、

先般の町民集会で約４，０００ということで御説明をしたというのが二度目になろう

かと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

分かりました。ありがとうございました。 

もう１点、質問させてください。先ほど下山委員の質問の中にキャビネットの云々

が出ましたけれども、実は私、同僚議員と先日、法務省へ行ってきました。法務省の

６階と９階を見学させていただいて、企業のペーパーレス化、それからテーブルの共

同、共同のキャビネット、これをよく見てきまして、いつでも役場の方が来られたら

対応できますので、ぜひ役場の方に見に来てくださいと総務省の方が言っておられま

したので、ぜひ行っていただければと思います。 

終わります。 

○委員長（菊川敬人） 

星野委員。 

○１０番（星野洋一） 

１０番、星野です。 

資料３の平面計画の東側の部分、ここのところには現時点ではごみ置き場が残って

おります。これによりますと、そういうのは一切、省略しているのか、後ほど簡単に

つけられるから載せていないのか、その辺は分かりませんけれども、この図でいうと

バイク置き場ぐらいになってしまうのですか。町の特にごみ置き場は皆さんの問題に
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よくなるところですので、これは現時点でなくしてしまうのか、それとも別のところ

にちゃんとできるようになっているのか、町民の皆さんに説明がつくのか、その辺を

お伺いしたいと思っております。 

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

ただいまのごみ置き場というのは、今、駐車場の横にある住民の方がごみを捨てる

場所ということですね。庁舎のということではないですね。我々が出すごみというこ

とではなくて、ということですね。 

そういうことになりますと、当然、地域の方とのお話し合いというのが重要になり

ますから、どの場所が良いのか。今のごみ置き場の位置につきましても、中には遠い

とおっしゃる方もいるわけですから、今の位置に集約をするのか、あるいは収集箇所

を増やして２カ所等にするのかということには、地元の方とも御相談をして、これか

ら決めていくということで、この段階では正直、絵の中に入れていないというところ

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほか。 

吉田委員。 

○６番（吉田敏郎） 

６番、吉田です。 

資料１の中の最初に説明を受けた中で、３，９００平方メートルに、こういう形で

レイアウトもしやすいように、コンクリート構造よりも工期を短縮できるということ

で、そういう可能性があるということでこのように示されているわけですけれども、

基本的に、こうしたのは、確かに構造上、いろいろ検討してしやすいようにしたと、

もっと便利にということでしたと思いますけれども、２４億５，０００万円以上にい

かないようにということでこれを考えたのか、その辺、まず教えてください。  

○委員長（菊川敬人） 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

お答えをしたいと思います。 

繰り返しになりますけれども、この時点でいくらということは出ておりませんから、

当然、いくらにということではなくて、コストの削減というのは常に考えていかなけ

ればいけませんので、良いほうに転ぶ影響があるものについては、ここで積極的に取

り組んでみたと。そして、その結果として、仕様、それから耐震性等も損なわずにコ

ンセプトをここで実現ができるという判断から、構造に手をかけたと御理解をいただ

ければと思います。 

○委員長（菊川敬人） 
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吉田委員。 

○６番（吉田敏郎） 

それは理解するところなのですけれども、ぜひ、入札までにはなかなか金額が示せ

ないということは先ほど同僚議員からの質問で答えてくれましたけれども、良いもの

をつくるのも分かりますけれども、２４億５，０００万円、こちら以上にいかないと

いうことで考えていくことは基本としていると思いますけれども、金額も早めに分か

る時点で説明があると良いのかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかに質問はございませんか。よろしいですか。 

 （「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、庁舎整備基本設計その２の概要についての質疑を終了し

たいと思います。 

ここで一旦、暫時休憩します。再開は１時３０分といたしますが、再開後は全員協

議会室におきまして委員間討議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

午前１１時２３分 

○委員長（菊川敬人） 

 ちょっと早いのですけれども、よろしいですか。それでは、再開したいと思います。 

午後１時３０分 

○委員長（菊川敬人） 

再開に当たりまして、傍聴は午前と同様に傍聴の許可をしております。  

それでは、午前中、いろいろ本会議場で質疑をしていただきましたが、最終的に取

りまとめをしたいと思いますので、町民集会の結果等を含めた形の今までの委員会等

で出てきた御意見等を出していただきながら、最終的に中間報告としてまとめていき

たいと思いますので、まずは委員同士の間の討議を行いたいと思います。それぞれ思

いついたこと等について、意見を述べていただきたいなと思います。 

○５番（石田史行） 

委員長、よろしいですか。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○５番（石田史行） 

委員間討議に入る前に。委員間討議は、普通は行政の方が入らない中でやるのが普

通ではないですか。それで田中課長がここにいるというのは、何か呼んだのですか。 

○委員長（菊川敬人） 

いや、委員会として行うということの中で、一応、委員会条例の中で傍聴を許可し

ますよということになっていますので、そこでも傍聴オーケーですよということにし

ています。 
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○５番（石田史行） 

では、オブザーバーという形ですか。 

○委員長（菊川敬人） 

そうです。 

○５番（石田史行） 

だけど普通、必要に応じて委員間討議をして、もし必要であれば課長を呼ぶという

のが開成町の委員会のあり方だと思うのですけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

答弁、意見は求めないですよ。あくまでも傍聴ですから。 

○５番（石田史行） 

自由な討議ができないといけないと。 

○委員長（菊川敬人） 

気にしないで、いないと思ってやってください。 

○財務課長（田中栄之） 

町民として参加していますので。 

もしだめだとおっしゃるのであれば、退席しますけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

それでは、委員間討議を進めます。 

○２番（山田貴弘） 

委員長、いいですか。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

再度確認なのですけれども、これで委員会討議に進むじゃないですか。まとめるじ

ゃないですか。さっき中間報告ということを言っていたのですけれども、今後の特別

委員会の流れ的な部分ですよね。要するに、意見書としてまとめるわけではないです

か。それをもとに実施設計を進めてきて、それで実施設計が決まったら予算という流

れになると思うのですけれども、今後の委員会の流れで今日の委員会討議というのは

最終の部分だよとか、ここの部分で詳細というのかな、例えばクロスの色はこうだよ

とか、そういう小規模なものは今後言えるけれども、規模的な部分の確定をするため

のものなのだよというのを先に確認したほうが良いのではないですか。 

○委員長（菊川敬人） 

今の質問ですが、委員会としては、あくまでも中間報告としてまとめますので、委

員会そのものは当初のとおり、建設が終わるまで継続するという形になります。  

それで、今日は、もうまとめることについては、今、山田委員の言われたように、

規模等も含めた形での委員間討議ということになります。今まで説明を受けた中、今

日も説明を受けていますけれども、その中で面積等も出ておりますので、そのことに

ついて含めた形での委員間討議をしたいと思います。よろしいですか。 
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それでは、どうぞ。 

はい、どうぞ、湯川委員。 

○３番（湯川洋治） 

この委員会を今までやってきた経緯を踏まえて決定事項みたいな形でいくと、この

設計どおりのような形で話が進んでしまって、先ほど来、プールの問題とかいろいろ

な問題がありましたけれども、そういう問題が置き去りにされてしまって計画どおり

に推進してしまうのではないかという恐れがあると思うのです。私は、先ほど町長に

申しあげましたけれども、そんなに慌てて話を進める必要はないのではないかと思っ

ているのです。これは私個人の意見ですから、皆さんがどう思うかは知りませんけれ

ども、消費税が上がるのは覚悟の上で、消費税があるからといって期限をそこで切っ

て、そこまででもうやってしまうのだと、何が何でもそこで決めてしまうのだという

やり方は、ちょっとおかしいかなと思っています。 

○委員長（菊川敬人） 

今、時期の問題等を含めた形での御質問がありましたが、ほかに。例えば、今の御

意見に対する同様な意見、あるいは類似する意見がありましたら、一緒に述べていた

だきたいと思います。 

では、そのほかに御意見がありましたら述べてください。 

はい、どうぞ、山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

議場で言わせてもらったので、大体、自分が考えている部分というのは皆さんも理

解していると思うのですが、今回、町民集会の結果について報告されたことについて

は、自分も当初はこれだけの反響があるというのは想定していなかったのです。それ

なりに行政が進めているもので理解しているのだなというので、ありといえばありな

のかもしれないけれども、やはりプールに関する問題と町民センター・保健センター

に関する問題について、これだけ意見が述べられたのだなというのを改めて見たとき

に、これを取りまとめないうちにスタートするというのはちょっと反論が出るのかな

という部分が懸念されるので。 

もしプールの今の計画案でいくのであれば、コストパフォーマンスをしなくてはい

けないのは当たり前なのだけれども、仮にプールのところに建てるのであれば、そこ

にかかわっている質疑で出てきた、町民集会で出てきた内容を精査し、町民に方向性

を示す。また、プールをつくるとは言っているものの、計画年度を定めた中で、でき

れば実行の方向性の中でスタートをしてもらいたいという。 

あと、町民センター、保健センターについては、憩いの場というような中で未病と

絡めてというお話がさっきあったのですが、そこら辺も、どういう構想でどれだけの

費用がかかるかという部分も、それは示さなければ先には進めないのかなという。そ

この部分では費用もかかり、今後についてはタイムリミット的なものがあるのだよと

いうのであれば、プールに建てる代案と、またダイトモに建てる代案というのも考え

られるのではないのかなという。 
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自分、当初の個人的な案では、今回の庁舎のところには議会棟を３階には持ってこ

ないで、町民センターの改修と合わせた中で、向こうに議場を持っていけば良いので

はないかという案を当初は言っていたと思うのですが、ダイトモの土地のところに建

てるのに、規模的な部分ですよね、入らないのだというのであれば、逆に言えば、議

会棟をそこに持っていかないで、じっくり町民センターに入るというようなのも一つ

の案ではないのかなとすごく思っているのです。この流れを見ていると。 

だから、あくまでも役場から提案しているプールの構想について全くをもって反対

しているわけではなくて、建てるのは良いでしょうという。ただ、町民に対する払拭

をして、それから進めていってもらいたいという。もし、そこら辺の手だてがつかな

いのであれば、代案としてダイトモを小規模にして、ダイトモの跡地に議会棟を除い

た中で建設してもらって、再度、町民センターの改修をするときに議会棟のあり方と

いうものを、この本庁を解体するのも含めた中でやれば全てが丸くなるのかなという。

要するに、プールのことを懸念している、町民センターの改修を懸念している、それ

が段階を追った中で町民にアピールしながら、建設は行政の防災を拠点とした建物は

建てられるという、一番それが落としどころなのかなという。 

当初、自分が言っていた案を今ここで述べさせてもらっているのですが、やはり町

民集会の結果については重く見ないと、これを甘く見ていると議会は何をやっている

のだという。単なるパフォーマンスで町民集会をしたのかという追及が出てくるので、

町民の言葉を真摯に受け止めるという部分では、そういう案も良いのかなと個人的に

は思うので。皆さんの考えもあるから一概にこれが良いというわけではないですけれ

ども、検討をしていただきたい。 

○委員長（菊川敬人） 

今、２名の委員からプールのところに意見が出ましたけれども、では、プールに関

して、ほかに御意見のある方がありましたら。 

はい、どうぞ、井上委員。 

○９番（井上三史） 

プールに関して、私は６月の一般質問のとき、日曜議会の一般質問で私がやったの

ですけれども、プールについて。当然、町民、特に開成小学校のＰＴＡ、親から出て

くる不満というのが必ず出てくるわけです。町民プールをなくすということに対して

も町民の意見が出てくるだろうという予測のもとに、一般質問を。ただ、そのときの

町側からの回答は、２８年度内に決めるという回答だったのです。その後、石田委員

が一般質問をした回答の中には、開成小学校のプールとして位置付ける案もあると。

ただし、それは２９年度、南足柄市のプールを使って水泳指導をやっていく中で結論

を出していきますという答弁だったのです、そのときは。 

その流れを受けてくると、今日の町長の意見を聞いていると、変わりはないなと。

要するに、議会の中の二人の一般質問に対しての返事と変更は大きくないなと。ただ、

町民集会の中で様々な町民プールに関する要望・意見等を聞いていると、やはりプー

ルをつくってほしいよという意見なのかなと。ただ、業者サイドからのプールの認識
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からすると、２市８町の中でのプール人口というのは実は減ってきている。それに対

する、これからの２市８町の全体人口は下降ぎみであると。その中で、あえて企業と

してはプールをつくる意思がないという、２、３の企業を回ってみると、そういう回

答が出てきています。 

最終的にその中で、ではプールはどう位置付けたら良いのだろうかということを考

えているのですけれども、開成小学校の中に１．５億円か１．６億円の予算をかけて

プールをつくったとしても、水泳指導だけであり、また町民に開放するとしてもワン

シーズンだけである。そうすると、１．５億円、１．６億円をかけた分、今までの学

校のプールと何ら変わりのないプールになってしまう。だから、開成小学校の敷地の

中にプールをつくるよりは、外に町民プールとしてプールをつくっていったらどうだ

ろうかというのが私の考えなのです。 

そのときに、ワンシーズンだけではなくてオールシーズン使えるような町民プール

を位置付けて、そこに未病対策だとか、あるいは様々な高齢者向けのものとか、そう

いうようなものを企業のノウハウを入れて、大きな流動人口というのも計画を立てな

がらつくっていったらどうだろうかというのが私の提案だったのです。ただ、それが、

もし可能であるならば、町民が多く望むのであるなら、今あるプールの上に庁舎を建

てることによって町民プールがなくなるということに対して、町としては、あるいは

議会としては、なくなったプールについては別途このように考えていきますというよ

うなことを考えていただきたい。 

そのときに、これは私の概算なのですけれども、そうすると２．５億円ぐらいかか

るわけです。全体的な新しいアイデアでいくと。１．５プラス１億円だと２．５億円

の予算がかかってくる。ただ、そのぐらいのお金に関しては、今ある町民プールの上

に庁舎を建てることによって町民プールがなくなるので、その代替案としてこういう

ことも考えますよと打ち出したときに、果たして町民はそのことにどのぐらいオーケ

ーを出してくれるものなのか。それには、現在、総額でかかっている費用が膨らみま

すので。ただ、２．５億円ぐらいの膨らみなら町民に許してもらえるものなのかどう

か。というようなことの部分の分析をしているのですけれども、できればオールシー

ズン使えるプール、そこに開成小学校の児童のプール、それも企業のノウハウを使っ

て水泳指導をしてもらう。そして、全ての年齢層の方々もそこの温水プールを使える

というようなことが可能であるならば、新たな開成町の新しい箱物ができるわけです。 

ただ、それが向こう１０年、向こう２０年経ってつくったプールが、企業がこれか

らプール人口が減ってきますよということに関して、いや、プールをつくって周りの

１市４町の人口が開成町のプールを使ってくれるかどうかという予測はつかないと

思っています。どちらを狙うかですね。このまま町の考えているとおりプールのこと

で進めるのでオーケーを出すものなのか、いや、町民の意見を考えながら新たにプー

ルをつくるべきだよと議会が進めるべきものなのか、そこら辺、ちょっと判断に迷っ

ている。どうしようかというところなのですけれども。 

○委員長（菊川敬人） 
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今、井上委員がいろいろと説明されましたが、このことに対して、もう少し補足、

あるいは御意見のある方がおられましたら。 

石田委員、どうぞ。 

○５番（石田史行） 

今の井上委員の町民プール、それがつくれれば言うことないですけれども、そんな

口で簡単に言うほど温水プール、どこにつくるのか知りませんけれども、そんな簡単

な話ではないと思うのです。教育委員会の考え方もあるでしょう、いざプールをつく

るとしても、そんな簡単にできる話ではないですから。それをもって、町民がプール

がなくなるということに関して説得材料になるかといえば。今、町長も「プールはつ

くりますよ」ということを言っているわけですから、それと何ら要は大差ないわけで

す。だから、そういうことではなくて、むしろ町民プールの取り扱いは慎重に対応す

べきだなと私は思うのです。 

当然、町民プールはいずれ、もう老朽化しているわけですから壊れるわけです。壊

さなくてはいけないわけです。だけど、今すぐ壊すのではなくて、町民プールという

か、開成小の子どもたちのことも含めて、もうちょっと丁寧に意見を聞いた上で、そ

の上でどうするのかというところで、町民プールの解体を一回ペンディングするとい

うのも一つアイデアとして私は有効なのかなと。先ほど山田委員がおっしゃったよう

な代替案として、ダイトモの土地、せっかく購入したわけですから、そこにもう少し

今よりも小規模にして建てるというのも一つ、おもしろいアイデアかなと私は思いま

す。 

○委員長（菊川敬人） 

いかがでしょうか。 

どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

今、井上委員の発言の中に、プールを試算したときに１億５，０００万円ですか、

１億円ですか、ぐらいでできるような発言があったのですが、到底それではできない

なという部分を自分の中では試算しています。建屋をつくる、本当のプールの部分だ

けなら分かるのだけれども、やはり建屋をつくった中で温水プール、当然、温水をつ

くるのには温泉を掘るのかボイラーでたくのかといろいろな議論はあろうかと思い

ますが、附帯を含めると最低５億は出るのかなという。町民プールの位置付けを含め

るとなると、仮床式というのかな、床が上がるシステムを導入して幼児も入れるよう

な施設をつくる、そういう層なものも入れていくと、とてもじゃないけれども今の試

算でできるとは思わないので。 

今後の流れの中で、本当に町民プールがいらないのかいるのかとか、教育施設を夏

だけは開放して町民プールにするのだとか、いろいろな意見が今、井上委員も含めた

中で出ているわけじゃないですか。そういう議論が今までされていなかったという部

分では、やはり町民プールのあり方というのは議論をしたほうが良いのかなとは感じ

るのです。だから、あくまで井上委員の言っているのがだめだよとか、そういうので
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はなくて、いろいろな意見があるというのが、今、明らかになったのかなという部分

があるので、そこら辺を議論したほうが良いのではないのかなと。それをした時点で、

プールを取り壊して建てるという。 

○委員長（菊川敬人） 

それぞれ思われていることを。とりあえずはプールに絞って、先に話を進めたいと

思いますので。いいですか。 

どうぞ、井上委員。 

○９番（井上三史） 

今日の町長答弁の中にもあったように、２９年度は南足柄市のプールを使って児童

の水泳はやりますよと。その中で意見を聞きながら、どうするかを検討していきます

というような答弁だったと思うのですけれども。その意見を聞いていきますよという

ときに、ここで出たプールに関する考え方というのが、その中で一緒に検討されるも

のなのか、あくまでもＰＴＡサイドだけの、要するに学校プールとしての位置付けだ

けの検討だけで進めていこうとしているものなのか、その辺のところも確認をしなが

ら。庁舎によって今ある町民プールがなくなるということは現実的なものになりつつ

あるので、それについて、町民が求めている意見に対して質疑で答えられる方向は出

さなければいけないのではないかなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほか、星野委員、いかがですか。 

○１０番（星野洋一） 

私の思っているのは、確かに２９年度でプールは考えますという町の答弁をいただ

いたところですけれども、今、話していると、プールが進まないと、では庁舎は建た

ないのかと。何かちょっと二つをくっつけてお話がいっているような気がしたもので

すから、庁舎は庁舎で。町民集会で皆さんに聞いていると、庁舎を建てるための予算

の問題をかなり皆さん気にしていました。プールも当然、必要だとは分かりますけれ

ども。町は、２９年度で考えて、開成小にするか、それはまだ検討の余地はあります

が、ある程度はそのほうで考えていきますみたいなことを言っています。庁舎は庁舎

で、町民集会で何回か言いましたけれども、やはり壁が崩れている、防災拠点として

やはり大事なものだという意見もかなりありましたので、私は、予定を組んである程

度、それは進めなくてはいけないのではないかというのが私の意見で。  

確かに、１８億８，０００万円が２４億５，０００万円になったときに、どうして

こんなになったのだということは皆さんも注意しました。それと同じように、これか

ら実施設計その他をやるときに、どのくらいのところがリミットなのか。また、これ

からどんどん増えてしまうのか。そういうところをしっかりと見きわめた上で、それ

は、実際にはこうなりましたというのを町民の皆さんに説明して、これならどうです

かということを確認しながら反対がないように、または反対の意見が来たときにどう

対応するのかとか、そういうのを見きわめて上で、庁舎は庁舎でそれは進めなくては

いけないものではないかなというのを私は思っています。 
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○委員長（菊川敬人） 

和田委員、いかがでしょうか。 

○８番（和田繁雄） 

先ほどからプールのお話がありますけれども、「町民プールは考えていません」と

町長は断言していたように私は記憶しています。町長としては、小学校のプールにつ

いては来年１１月、ここに町民の意見を聞いた上で開成小学校のプールをどうするか

考えますと。私は、それを待って新庁舎の検討をするという御意見があったように記

憶していますけれども。ここで二兎を追うべきではなくて、現時点ではプールの問題

は全く切り離して、新庁舎、ここに絞って議論を進めるべきだと考えていますから。

新庁舎もすんなり建てますというところまで議会としても承認しているとは思えな

いので。 

今回は補正予算の中で設計費、この部分だけの承認、これに焦点が当たっているは

ずなので、そこに焦点を絞らないで、それ以降、２４億５，０００万円とか言ってい

ますけれども、２４億５，０００万円でできるかどうかもまだはっきり分かっていな

い。それも全部出てこないと、我々としては最終判断、ここから先、進むべきかどう

か、そこへ行かないと思うので、あまり分散してあれもこれもということではなくて、

新庁舎、これを一個一個進めるとしたら今、何が必要か、そこに的を絞るべきだと考

えています。 

○委員長（菊川敬人） 

下山委員、いかがでしょうか。 

○７番（下山千津子） 

今回、町民集会を行ったことで、プールの件が町民から意外と多くの皆さんから出

たということで、今、プールの意見を皆さん、おっしゃったのですけれども、基本は

庁舎建設に対しての委員会ですので、今、和田委員が言われましたように、まず庁舎

の件からきちんと意見を委員会としてまとめたほうが良いのかなと思います。 

今日も町長が言われましたように、町民プールはつくらないと、南小学校に町民プ

ールを使わせてもらうというようなお考えでありますので。開成小学校のプールは、

来年度、南足柄市の温水プールを使用していただきながら今後のことを考えるという

ことですので、基本はそこだと思うのです。なので、まず庁舎建設からきちんと整理

をされたほうが良いかなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

吉田委員、いかがでしょうか。 

○６番（吉田敏郎） 

私は、これだけプールに関して町民から本当にいろいろ意見が出ておりまして、町

民プールというよりも開成小学校のプールというのも声が多かったと思うのですけ

れども、庁舎建設とプールと、これだけ意見が出ているのですから、庁舎建設もプー

ルも絡めてやっていったほうが良いと思います。それで、議会として皆さん、いろい

ろな討論をして、そして庁舎に関してまとめをこれからやるのでしょうけれども。議
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会として庁舎の場合はもうちょっとコンパクトにというか、こういうものを抜いてこ

ういうものにしてこうという議論を私はしていったほうが良いと思うし、プールはプ

ールで同じように、プールに関しては、もう町長とか教育長、ある自治会ではつくる

と言っている状態でもありますので、やはり別個ではなく一緒にしてプールも考えて

進めていったほうが私は良いと思います。そういう思いです。 

○委員長（菊川敬人） 

今の吉田委員の意見の中で、コンパクトにするという意見とプールを一緒にしたほ

うが良いという意見だったのですが、建物そのものをもう少し小さくすることを検討

すべきだということ…。 

○６番（吉田敏郎） 

何度も同じことを言うようですけれども、庁舎建設に対して反対ということでは毛

頭ありませんし。ですから、もう少しいろいろ先を踏まえた形で、町民が使い勝手の

良いような、また職員が使い勝手が良いような、そういうものも含めて考えています

けれども。 

私、先ほど山田委員も言っていましたけれども、議会棟をいろいろ考えて、それを

例えば２層にしたり、町民のことを思って議会として、そういうのも積極的に議会を

削っていっても良いのかなと。違う方向に、もっとお金のかからないというか、少し

でも庁舎に負担がかからないような形で議会の議場をしても良いのかなということ

でコンパクトと言いました。 

○委員長（菊川敬人） 

３階部分を分けるという。 

○６番（吉田敏郎） 

分けるというか、別に議場をどこかに持っていっても良いのかなと。町民センター

に持っていってやっても良いのかなと。 

○委員長（菊川敬人） 

前田委員、まだ言っていないですね。 

○４番（前田せつよ） 

プールの話は先ほど来から、町民プールの考え方の視点と開成小学校のプールをど

うするかという、プールに関しても二つのことが議論の中で出てくるなということで

あるのですけれども、ほかの委員と重なりますけれども、先ほどの町長答弁ですと町

民プールは南小、開成小は平成２９年度、南足柄市の体育センターを使う中で検討し

ていくというところの意見があったわけですけれども、検討していくという、そのフ

レーズだけでは物足りないということは私自身、感じます。その先の部分が見えない

からこそ、より町民が意識してプールに関するものの意見が２４件も出ているという

のは、その先の部分をきちんと示せる限り示してほしいなということは感じています。 

あと、庁舎建設に関しては、やはり町民も外壁の崩れ云々と町長が申し述べている

以外に、日頃、町民を守るべくして職務に当たっている町の職員そのものの命を守る

というところの部分では、想定外の地震等々あるわけで、これだけ老朽化しているわ
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けですから、ある程度、もう平成３１年の４月が９月になってしまったというところ

で、それ以上延ばすことによってのメリット、デメリットというものに、最終的には

その視点で議論をしていかなくてはいけないなというところは見えてくると思うの

です。 

試算的なもの、それからハード面、ソフト面も合わせた中で、決断を迫られる時期

に来ているということを考えると、庁舎建設を視点において新庁舎に関する特別委員

会が設置されているということで、それだけを視点に置き続けていくのがシンプルで

分かりやすくて議事進行等々は進むであろうけれども、やはりプールというフレーズ

は忘れずに、この委員会はかじ取りをしていくことが大事だということを感じます。

それは私の意見ということでのフレーズで、こういう形の表現しかできませんけれど

も、皆さんの思いはそれぞれに視点が違うということで、庁舎建設を反対する方は一

人もいらっしゃらないということは合意しているところでございますので、その時期

というもののところを、いつ結論をつけるのか。それから、今まで皆さんがお話しさ

れた中のメリット、デメリットという部分の試算というものをしっかり持っていく。 

あと、今日、一番、本会議場で感じたのは、町民に対しての説明が本当に足りてい

ないなと。先ほど和田委員の質問に対して、部長がホームページでというフレーズば

かりで、町民に対する今後の説明みたいなものがという話も出ていましたけれども、

振り返りまして、平成３１年の４月の庁舎が９月になってしまったというのは、我々

議員の中では北側の土地を購入して、その関係があって５カ月遅れたということで周

知はしていますけれども、町民の中には、何かいろいろもめているから５カ月も遅れ

ているんじゃないの、反対の意見が多いから５カ月も遅れているんじゃないのという

ような、そういう理解で庁舎建設の遅れがあると理解している町民がいるのも現実な

ので、その辺をしっかりと町側は町民に本当に説明責任を果たすべきだと感じました。 

○１番（佐々木昇） 

私も、まず一つ、庁舎建設としては、先ほども議場で言ったとおり、まちづくりの

中の一つとして私は考えていただきたい。そこまでは大き過ぎるかもしれませんから、

先ほど山田委員が言われたように、せめて町民センター、プール、この辺は庁舎建設

と一緒にセットで考えていただきたいなと、計画をしっかり持ってやっていただきた

いと私は思っております。 

プールに関しましては、これは私、個人的な意見なのですけれども、町民プールと

して夏休みに利用者が少ないといっても、やはり幼児、今、幼児用のプールとかがあ

るプールで、それを楽しみに夏休みは来るお子さんたちもいますと。もっと言わせて

もらうと、これも私の本当の意見ですけれども、ここで町民プールをなくしますと。

公園に関しては、遊具なんかは、もう老朽化すると、それを撤去してしまうと。更新

計画がないと。あと、図書館、図書室に関しましても秦野の図書館がありますという

ようなことで、何か子どもの居場所というのをどんどん狭くしていってしまうのかな

という開成町のまちづくりを感じているのですけれども。 

せめて、先ほど石田委員が言われたように、今の町民プールを楽しみにしている人
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たちもいますので、老朽化しているといっても、まだ使えますので、使える限り私は

そこを壊さないで、庁舎は先ほど言われたとおり、ダイトモでという考えができるよ

うでしたら、私は、そちらで考えていただきたいなと思っております。  

○委員長（菊川敬人） 

いろいろ意見を出していただきました。プールに関しては、町民プールとして、壊

すのならほかに位置付けしてほしいという御意見、あるいは町民センターの大きさの

問題、庁舎の大きさをもう少しコンパクトにしてダイトモの跡地に建てたらどうかと

いう問題等々が出ております。非常に悩ましいのは、今まで町で進められた計画と、

今のダイトモの跡地に建てるということになりますと、また別途検討を進めなくては

いけないという問題が発生してくるかなと思います。結論付けるためには、そこを検

討しないとなかなか結論付けられないと思いますが。 

はい、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

私は、現在のプールのところに建てるべきだと思っております。面積とか、あるい

は機能とかそういうのも含めて。現在のダイトモだと、面積が狭いです。形が縦に長

くて、きちんとしたものができない。だから、議場についても、ちゃんとした庁舎を

単体で建てるべきだと私は思うのです。むしろ、例えば現在の町民センターとか、わ

ざわざ議会棟を建てるというのは、私は逆にロスができる。現在の町民センターです

と、やはり耐久性とか、それから災害用とか、それから防災の本部の機能とかという

のには、やはり議会棟ではなく、だから、今の建物は今の位置で計画どおり、きちん

と進めていくべきだと私は思います。 

ただ、プールとかそういうのは意見が多いがゆえに、ただ「やりませんよ」だけで

は町民に許してもらえないだろうというところだけをどうするかと考えます。  

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ、山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

今、井上委員が言った中に、町民センターに持っていく云々の部分で強度がないと

いう発言をされたのですけれども、何をもってそれを言っているのか。  

○９番（井上三史） 

やはり年数が経っているということですよね、町民センターそのものが。 

○２番（山田貴弘） 

というのは、年数が経つと強度が不足して、要は危険な建物になるという解釈。 

○９番（井上三史） 

いや、そういうことではないですけれども、やはり議会棟というのは、私はきちん

と庁舎のところに建ててほしいと。私個人の意見です。 

○２番（山田貴弘） 

ではなくて、議会棟はどこでも良いですけれども、町民センターの建物に対して、

自分は今現在に合った強度によって維持管理をしてくれているという認識なのです。
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だから安全性は保たれていると認識しているのを、今、発言の中で強度不足だという

ようなところに要は議場を持っていくのは云々といったことに対して、強度不足なの

ですかと聞いているのです。 

○９番（井上三史） 

それは、私が考えるのは、もし現在の町民センターを、改築になるわけですよね、

議場をつくるとなると。改築になると、やはり現在の強度は低下が起きるのではない

かと思います。今の町民センターのスペースのところに、ちゃんと我々が望む、我々

が考える議場というのがきちんと確保できるのかどうかという不安はあります。  

○２番（山田貴弘） 

今、改築という表現をされたのですけれども、主要構造部をいじって改修するとい

う認識なのですか。 

○９番（井上三史） 

私は、そう考えたのですけれども。 

○２番（山田貴弘） 

主要構造部を。 

○９番（井上三史） 

はい。 

○２番（山田貴弘） 

柱を取っ払ったり、はりを取っ払ったりして、つくろうとしていると。  

○９番（井上三史） 

そうしないと我々の考える議場というのはつくれないのではないかなと、私は考え

ます。 

○２番（山田貴弘） 

いや、そんなのは全然。製作の話をしてもしようがないのですけれども、それはリ

フォームでできるのかなという。内装工事で十分なのかなと。今、躯体までいじくる

ような話を…。 

○９番（井上三史） 

いいですか。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

私は、リフォームするような議場をつくりたくない。やはり、ちゃんとした新築の

ような形の中で議場をつくってほしいという考えです。 

○２番（山田貴弘） 

議場のはいいとして、そこら辺、ちょっと誤解を招くような、町民センターも耐震

不足だなんていうような言い方をしていたので、それはないんじゃないのかなと。ち

ゃんとしているんだなと思って。 

○委員長（菊川敬人） 
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石田委員。 

○５番（石田史行） 

今、議場の話が出たので、私の意見を申しあげたいと思うのですけれども。議場と

町長部局というのは基本的に分かれたほうが、私は議会と町の二元代表制という意味

では分けている自治体も多いですしね。その辺、そういう観点が今までなかったとい

うのが、私は問題だと逆に思っています。 

それから、町民センターの３階に持ってくるというのは、良いなと思うのは、今回

の町民集会の御意見をよくよく読んでみますと、コスト的なところをかなり、どうな

んだというところで意見が大分出ているのです。そういう意味で、３階建ての３階に

ぴかぴかの議会棟をつくるというのは、私は町民感情に反するのではないのかなと。

むしろ、コストパフォーマンスとして議会が自ら身を切るという姿勢を示すという意

味で、我々は町民センターの３階に簡易的な議事堂で良いですよと言ったほうが、コ

ストパフォーマンスとして町民にとても理解が得られる良い策だなと私は思います。 

○委員長（菊川敬人） 

湯川委員、どうぞ。 

○３番（湯川洋治） 

やはり、すごいお金がかかるわけじゃないですか。２０数億円、附帯工事も合わせ

て３０数億。そのお金をかけてつくった場合に、どこかでやはり削っていかなくては

いけないでしょう。今の２０数億円のお金が上に、要するに、さらに増えることも十

分あるわけですから、私は今、石田委員が言ったように、何をどうするのだといった

場合には、やはり議場はお金をかけない、それが一番良いと思うのです。ほかのもの

にお金をかける。議場は、そういう立派なものはいらないと。それが一番理想的では

ないかなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

井上委員。 

○９番（井上三史） 

私は、それには反対なのです。議場をリフォームのように建てたものにして良いの、

我々の働く場ですよ。 

○３番（湯川洋治） 

  全然良いですよ。 

○５番（石田史行） 

毎日、来るわけではないのだから。 

○９番（井上三史） 

私は、ちょっと・・・。すみません、これは個人の意見です。 

○１番（佐々木昇） 

今、議場の話になったので、私も町民センターの考えというのは一つあるかなと。

皆さん言われたとおりのことと、あと将来的なレイアウト、仕様変更したときに、や

はり議場というのが一番ネックになってくるのかなと。ほかの自治体を見ても、合併
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をした後に、一番、議場の使い勝手というのが困って、もう物置にしか使えないよう

な話を聞きますので、そういうことも考えた中で私も町民センターでというところの

意見は賛成です。 

○委員長（菊川敬人） 

どうぞ。 

○４番（前田せつよ） 

ここで確認したいというか、お尋ねしたいのですけれども。振り返ってそもそも論

として、まだ特別委員会が立ち上がってばかりのときに、この議論が出されて、それ

で山田委員の強い思いでこのお話をされて、その場で、では皆さん、議場を町民セン

ターに持っていくという山田委員の意見に対していかがですかといったときに、たし

か私の記憶だと誰一人、その時期には賛成の意見を言わなかったという経緯があって。

その結果をもとにして積み重ねて本特別委員会が成り立ってきた経緯があったわけ

ですけれども、今、ここに来て、また、それはそれとして、いろいろな、皆さん、今

までの経緯を踏まえて「いやいや、あのときはこうだったけれども、今の時点では議

場が町民センターというのもありきだよ」と意見が変わっていったという経緯だなと

今、お話を聞いていて思ったのですけれども。 

そういうことに対して、これだけいろいろ議論し、また町民集会での意見もあわせ

て、やはり意見が変わってきた委員さんもこれだけ多くいるという現実があるという

ことを、本特別委員会としてはどう捉えていったら良いのかなと。委員長、どう捉え

たら良いのでしょうか。 

○委員長（菊川敬人） 

どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

言い出しっぺみたいなところがあって。当初は、そういう意見がなかったと思いま

す。先ほども言ったように、プールの問題を別に、自分はプールのところにつくるの

は何ら反対ではないよということをさんざん言っているとは思うのですけれども、町

民集会の意見を聞いた中で、これだけの意見が出てくるというのは自分も想定してい

なかったのです。当初はプールを壊して、あとは費用の問題だから、それで建てれば

良いやという考えだったもので。しかし、こういうものに向き合ったときに、議会と

して動かないという議会が逆に言えば疑問になってしまうのです。何のために町民集

会をして、こういう結果を資料にして出しているのという。 

今、前田委員が言われる特別委員会は、当初、そういう認識ではなかったというこ

とは自分も理解していて、自分の提案というのは諦めていたような提案だったのだけ

れども、経緯の中で段階を踏んで、こういう意見が出てきたから代案としてこういう

案もあるのだよという。だから、基本はプールのところに建てるという、行政が示し

ている部分でコストパフォーマンスをしながら建てるというのが基本なのだけれど

も、プールを壊す部分に対して、また町民センターを利用するにあたっての意見にや

はり納得いくような答弁をしなくてはいけないと思うのです。 
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「つくる、つくる」という言葉だけじゃなくて、役場だって基本計画というものに

位置付けをした中でつくってきているという経緯があると。一般質問でということを

先ほど言われているけれども、あの場で検討をするなんていうのは、基本的に検討し

ているだけであって実効性がないというのが現実です。だから、我々議会とすれば、

どう、それを担保しながら実効性のあるものに結び付けていくかというのが基本だと

思うので。あくまでも初期にあったものにとらわれるのではなくて、流れの中で町民

集会の結果を見て感じたというのを委員会討議の中で意見として言わせてもらって

いるので、初めはこうだというとなると議論ができなくなってくるので、これがあり

きになってしまうと思うのです。やはり今、言っている意見というのは意見として聞

いていただかないという感じがします。 

○議長（茅沼隆文） 

委員長、一つだけ、良いかな。 

○委員長（菊川敬人） 

はい。 

○議長（茅沼隆文） 

一回だけ発言させていただきたいと思います。 

ここに確かに町の行政から町民集会での発言内容、参加者数等々、いろいろと出て

皆さんのお手元にあるのだけれども、プールの件についても庁舎の件についてもコン

セプトについても、いろいろと町民からこういう意見が出てきたのは事実です。私も、

ほとんどの町民集会に出席して全部聞いているけれども、これはこのとおりです。だ

けど、その都度その都度、一つ一つについて、町長や行政部局がきちんと町民の方々

に説明している。説明していることで、ほとんどの方が納得されているはず。「はず」

というのは、納得したかどうかという確認をとっていないからね。だけど、この意見

を言った人たちが本当にこれで納得していないのかどうかというのは、ここで結論が

出ていないのです。ただ、こういう意見があったということだけ書いてある。  

だから、ここに出ていた行政の方々は、もう毎回出ていたわけだけれども、その方

たちがどのように返事をしたのかということも、ある程度、ポイントのところは書い

てあるのだけれども、それによって町民の方が納得したのか、しないのか。全く納得

していないのであれば、今、こういう皆さんのしている議論というのは成り立つと思

うのだけれども、ほとんどの方が納得されていると私は思うのです。だから、ここで

今、皆さんが議論していることは、ちょっと町民の立場からかけ離れているのではな

いかなと、こう思うよ。 

プールの問題にしてみれば、町民プールはもう廃止するということに決めた。だけ

ど、プールを利用したい人は、南小学校のプールを開放するので、そちらへ行ってほ

しい。それでほとんどの町民の方は納得して、分かりましたになっている。では、小

学校のプールについてはどうするのですか。１学年８時間の水泳の授業があって、６

学年を全部掛けると４８時間。この４８時間をどう確保するかということで、南足柄

の温水プールを利用すれば、雨のときにも風のときにも利用できるから、授業のカリ
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キュラムの編成に支障がないように組めるので非常に便利で良いと。だけど、その結

果については、利用者の保護者等々の意見をちゃんと聞いて、保護者の意見を尊重し

た上で今後の方針を決めたいと、こう町長は町民集会で言っていた。そのことについ

て、誰も、それではだめだという人はいなかった。 

という事実をしっかりと踏まえた上で議論していかないと、議論がおかしな方向へ

行ってしまうと思う。ほかの項目についても、ほとんどそういうことだと思うよ。だ

から、ここに書いてある紙だけを見て判断しているというのは、もうちょっと深く考

えていただきたいなと思います。 

以上です。 

○委員長（菊川敬人） 

  どうぞ。 

○５番（石田史行） 

今、議長が町民は納得しているよとおっしゃっていますけれども、逆にこの方々が

本当に納得したのかどうかというのは、そんなの確認がとれないじゃないですか。 

○議長（茅沼隆文） 

だから、さっき言ったでしょう。確認していないから、「はず」だと思うと言って

いるだけだよ。 

○５番（石田史行） 

町民の意見がここへ出ているわけですから、それを踏まえて我々が民意の代表とし

ていろいろな意見を言うというのは、当然、自由じゃないですか。 

○議長（茅沼隆文） 

いいですよ。だけど、そういうことも分かった上で言ってもらいたいなと思うだけ。 

○委員長（菊川敬人） 

吉田委員。 

○６番（吉田敏郎） 

今、議長がおっしゃったことも分かりますけれども、自分も７カ所しか行っていま

せんけれども半分ぐらい行きました。今、議長がおっしゃったように、行政からの詳

細な説明で納得したという方はいらっしゃる。もちろん、そうです。言葉では言って

いますけれども、１回しか質問ができないから次はできないということもあった。そ

ういう人にとっては非常に不満を持っている方もいらっしゃいましたし。質問の中の

答えの中で、それはこれから皆さんのそういう意見を聞いて、検討させていただきま

す、そういう意見も結構多かったです。はっきりこうしますという意見は、あまりな

かったような気もします。 

ですから、私が行った以外のほかの６カ所は分かりませんけれども、自分は直接聞

いていませんけれども、今、議長のおっしゃるのも分かるのですけれども、それをも

とに、一応、それなりに踏まえた中で議論をしていますので。しっかりと全てを納得

したという意見が分からなくても、その中の範囲で議論をするということは大事であ

ると思うし、そういう意味で私も話をしているつもりですけれども。そういうことで
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す。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

今、議長が言われた中で、納得する、しない、それもあるのですけれども、要は行

政側は「つくる」と言っているわけじゃないですか。それは自分も理解しているので

す。そうであれば、つくるという確約がある程度見えなければ、安易に、では、その

ときに言っていた言葉をうのみにして壊して建てますよということがなかなか判断

できないというところでは、そういう部分が欲しいなという。 

それが、計画的な絵ができるのか、総合計画に位置付けるのか、総合計画では遅い

から、またほかの部分で何か提言を出すのか、やり方は分からないですけれども、そ

ういう部分の確約があった中で進めていってもらいたいなという。プールを廃止して、

つくるのであれば。そこが町民の意見の反映だと思うのです。これだけ意見が出たこ

とに対して、町は答えたんだよ、町長は答えたんだよというのをただ口だけで言うの

ではなくて、そこは行動としてセットにしていかないと、いつになったらできるんだ

よという不安を逆にあおってしまうので。 

代案としてバスで南のところに行くというのも、それも良い案だなとは思うのです

けれども、町民として他の市にバスを使って行くというのもどうなのかなと。それが

短期間なら良いのだけれども、４年、５年させていて良いのということなのです。こ

れが１年だけの話だったら、全然、「良いですよ」と言うのですけれども、では、そ

ういう代案が２年で終わるのか３年で終わるのか４年で終わるのかというのは、早い

話、プールができないと、どんな形であれ、いつまで経ってもそういう不便をするよ

うになるわけじゃないですか。だから、そこの結論みたいなものをちゃんと議論した

中で出してもらえれば、これは理解しますよ。 

ダイトモは、そこにならなかった場合の話なので、そこありきではないので。基本

はプールのところという。 

○議長（茅沼隆文） 

委員長、良いですか。 

○委員長（菊川敬人） 

どうぞ。 

○議長（茅沼隆文） 

今、山田さんの言ったのは、そのとおりだと思うんだよ。だから、それを委員会と

してまとめて、そういう委員会としての総意の意見だとまとめれば、それで良いので

しょう。 

○２番（山田貴弘） 

そうですよね。 

○議長（茅沼隆文） 

それだけの話だと思うよ。 
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○委員長（菊川敬人） 

それでは、１０分間休憩して、３５分から。 

午後２時２５分 

○委員長（菊川敬人） 

 それでは、再開したいと思います。 

午後２時３５分 

○委員長（菊川敬人） 

先ほどから町民センターの話題になっておりますが、一つ、情報としまして、町民

センターができたのが昭和６２年ということでありますから、耐用年数があとどれぐ

らいかということを一つ考慮しながら話を進めなくてはいけないかなと思います。そ

れから、あとプールに関しては、また町民プールの担保ということについて少し話を

したいと思います。 

まず、先ほどから話が続いております町民センターの議場という問題がありますが、

この件について、もう少し討議をしていきたいと思います。 

はい、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

町民センターに議場を持っていった場合ですけれども、私は、現在の町民センター

は、やはり町民のためのセンターに充実していくべきだと考えます。もし、どこかを

リフォームして議場が仮に移ったとしても、それによって押し出される施設等、その

ことについて、どのように考えていかなければいけないのか。 

例えば、一つの例ですけれども、仮に町民センターの３階に議場を持っていったと

仮定します。そうすると、今、３階にある図書室と、それから大会議室を取ることに

なりますので、では、その二つのことを別のところにどうつくっていくのかという話

がまた出てきてしまう。だから、今あるところに何かを持っていけば、必ず、それに

よって押し出されるものが出ると。そういうことをいろいろ考えると、やはり現在あ

る町民センターは町民センターとして充実していくべきだと思っています。そこに議

場を持ってくるというのは、私はあまり考えたくないなという意見です。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

今後のまちづくりというか町の仕組みの中では、やはり人口、開成町は増えている

とはいっても、将来を見たときには人口減少が起きるという。そうなると、施設その

ものの利用の頻度というものを考えていかなくてはいけないという。当然、これ福祉

会館の問題もあると思うのですけれども、利用率を上げるためにはどうしたら良いか

という。それは、今あるものをなくすというのは、プールの問題も含めた中で、抵抗

はあると思うのです。先ほど町民プールの役目というのは、なかなか利用者がいない

からということで、特定の町民プールというのは廃止して、学校の施設を町民プール

として代替として開放するという、これは時代の流れだと思うのです。そういうもの
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を考えてくると、町民センターの大会議室を新しい庁舎につくるべきなのかという議

論も出てくるかもしれないですけれども、福祉会館の利用率が悪いわけですから、そ

ちら側を利用するとか。これはやはり考えていく時期が来るのではないのかなという

感じでいくと、今あるのが、果たして、そのままなければいけないのかという議論も

出てくると思います。 

先ほど言った中で、未病の関係の町民が集まる場所をつくるという部分では、まさ

しく町民センターというのはそういう位置付けに今後して、集まってもらう空間にし

なくてはいけないというのは確かにあります。その中で、我々議会というのは町民の

代表でもあるという部分では、行政と議会とでは違うコネクションというのが必要で

はないのかなというと、町民が集まるところに議会があるという、その自然の流れの

中で、何かあったら議会に行こうという、こういう流れも新しい発想の中でつくれる

という部分では、これはトライする意味がすごくあるのではないのかなという。 

一番良いのは、今と変わらないのが一番良いのです。要は、何の文句も出ないし、

このままでいればいいのですけれども、変化、また変えていかなくてはいけないとい

うときには、どこかを間引きした中で精査して、本当に必要なのかというものを考え

た中でビジョンというのは打ち出していかないと、これは議会としてバッジをつけて

いる以上、責任ではないのかなと感じているところです。あくまで自分の意見です。 

○委員長（菊川敬人） 

いろいろ意見を出していただきましたが、意見が分かれておりますので、最終的に

はどちらかに決めなくてはいけないのですが。行政側にできるだけ早く議会側の意見

を出してあげなくてはいけないと思いますので、決をとるような形になります。今の

議場について、町民センターに移す案と、それから新しい新庁舎に移設する案と両方

分かれていますが、ちょっと荒っぽいようですが決をとらせていただきたいと思いま

す。 

まず、新庁舎側に設置すべきだと思われる方は挙手をお願いします。 

 （賛 成 者 挙 手） 

○委員長（菊川敬人） 

では、町民センター側がよろしいと思う方。 

 （賛 成 者 挙 手） 

○委員長（菊川敬人） 

５対５ですね。私が、どちらかに挙げなくてはいけない。私は、新庁舎側を希望い

たします。 

結果的には６対５というような形になってしまいましたので、ここでは一つ、新庁

舎側に移設するという案で進めさせていただきたいと思います。また、その中でいろ

いろ御意見があろうかと思いますので、それは、また意見を述べていただければなと

思います。 

それから、もう一つ、プールに関してであります。町民プールを町が南小学校に位

置付けるということを言っております。それで良いかどうかということです。新たに
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町民プールを設置すべきだというお考えの方は、おられますか。 

（賛 成 者 挙 手） 

○委員長（菊川敬人） 

南小学校のプールを町民プールとして活用するという案で良いよという方は、挙手

をお願いします。 

○９番（井上三史） 

挙手をとる前に。先ほど私が述べたように、２９年度の中で開成小学校のプールを

どうするかを考えていきますよという中に町民プールというものも考える場を設け

るような、その方向を保証した上で、町民プール、それが何らかの結論が出るまでは

開成南小学校のプールを町民プールとして開放するしかないだろうと。ただし、それ

は永久ではなくて、二、三年の間なのかなというようなものも含めて。  

○委員長（菊川敬人） 

ちょっと後で言おうかと思ったのですが、報告の中で、そうしたところも一応、町

側に提言するということで、そういう形の文章を盛り込まなくてはいけないかなと考

えていたのです。先ほど山田委員も言われるように、口では言うけれども本当にそう

なるのということをすごく気にしているわけですから、そこはしっかりと委員会とし

ての文章で出していかないといけないかなとは考えております。 

○９番（井上三史） 

その上での決を。 

○委員長（菊川敬人） 

それでは途中でしたが、南小学校で町民プールは良いのではないかと思われる方は

挙手をお願いします。 

○２番（山田貴弘） 

これは、位置付けですよね。 

○委員長（菊川敬人） 

位置付けです。 

○２番（山田貴弘） 

だから、開成小学校ができれば、町民プールとして位置付けるという。 

○５番（石田史行） 

それは、もう、そう答弁しているじゃないですか。ここで決をとる話じゃないよ。 

○委員長（菊川敬人） 

いやいや、さっきから出ているから、意見が。町民プールの。 

○５番（石田史行） 

南小を、だから開放すると町長が言っているわけだから。 

○２番（山田貴弘） 

開成小学校にできるであろうプールの部分ですよね。 

○委員長（菊川敬人） 

そうです。それから、今度は開成小のプールについて、町では１年間は南足柄の温
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水プールを利用させてもらって、保護者の方の意見を聞きながら次のステップへ進ん

でいきたいという町長答弁がありますが、このことについて、先ほど山田委員が熱い

思いを述べておりましたように、あそこを潰したあかつきには、そういうところをち

ゃんと担保してほしいよというところですね。そこを報告書の中に提言として盛り込

んでいくべきかなと思いますが、そうした形で良いのかどうか、御意見をお伺いした

いと思います。 

○９番（井上三史） 

ぜひ、盛り込む形でお願いしたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

そういう形でよろしいでしょうか。 

○５番（石田史行） 

その盛り込み方なんですけれども。 

要は、行政はつくるとは言っているわけですから。「つくってくださいね」と言う

のだったら、そんなの簡単なわけです。提言する意味も何もないわけで。 

○４番（前田せつよ） 

期限はいつまでに。 

○５番（石田史行） 

それは、だから、先ほどから言っているように教育委員会の考えとか、それからＰ

ＴＡの考えとか、そういったことを聞いて合意形成が必要なわけです。それには時間

がかかると思うのです。開成小にプールをつくるといったって、当然、騒音の問題だ

ってあるわけで、周辺住民の理解を得なければいけない。そんな簡単に、お金だけの

問題で解決する問題ではないですから。 

○委員長（菊川敬人） 

ないですね。 

○５番（石田史行） 

だから、私が先ほど言っているように、町民プールはとりあえず当面は残してダイ

トモに庁舎をつくってはどうですかというわけです。それか、あるいは、こちらの今

のままで良いですよと。このどちらかです。 

○委員長（菊川敬人） 

今の石田委員の御意見に対して、ほかの方、御意見がありましたら。 

どうぞ、山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

今、新庁舎の中に議場をつくるということで議会としての総意が決まったわけです

よね。ということは、もう、これに示されている庁舎で決まりになるわけじゃないで

すか。そうすると、今、石田委員が言われるように、ダイトモに持っていくというの

は現実的に無理ですよということが出てくるということは、次のステップとしては、

町民プールを廃止するわけですよね。そこら辺の確実性のものの提案をしてもらって

から庁舎を建てるという順番になるのではないのかなと思うので、そこら辺を含めた
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中で提言を。 

町民集会の意見の中ではプールの部分で意見等が出ている中を、教育委員会との打

ち合わせをした中で絵として出して、町民に公表してから庁舎を進めていくという文

言を、だから意見として出さざるを得ないのではないですか。仮に、そこに提案して

いるものを建てるのであれば。それをしないで「建てます」では子どもの計画になっ

てしまうので、そこに建てるという方向にいくのであれば、それは最低限やるべきだ

と思います。 

○委員長（菊川敬人） 

山田委員が今、言われたことは、私も全く同じようなことを考えてはおりまして。

そういう形にしなくてはいけないかなという感じでおりますので、報告書の中でまた

案を詰めさせていただきますので、そこで判断していただければなと考えます。  

ほかに、御意見はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○委員長（菊川敬人） 

ないようでしたら、ちょっと今の意見をまとめて案をつくりますので、３０分休憩

としたいと思います。再開は３時２０分でお願いします。 

午後２時５０分 

○委員長（菊川敬人） 

 それでは、再開したいと思います。 

午後３時２０分 

○委員長（菊川敬人） 

いろいろ考えた結果、こういう案をつくりましたので、ちょっとお目通し願いまし

て、修正するような箇所がありましたら、また後ほど述べていただきたいと思います。

１０分ほど見ていただきたいと思います。 

（各委員、提言書（案）確認） 

○委員長（菊川敬人） 

それでは、よろしいですか。一読していただきまして、文言等、あるいは文章の欠

落しているところがありましたら述べていただきたいと思います。  

どうぞ。 

○７番（下山千津子） 

１番の新庁舎建設の必要性についてでありますけれども、２番の裏面に２行目です

けれども、「町民の安心・安全を守るための防災・減災に対応する拠点機能を兼ね備

えた庁舎建設は、町の喫緊の重要な課題である」という、その文言と、一番最後の、

熊本地震に触れているわけですので、そういう文言を庁舎建設の必要性についての文

言の中に入れたほうが良いのではないかと思いますが。 

○委員長（菊川敬人） 

必要性の中に、熊本地震ではこういうものがあったよということを。 

○７番（下山千津子） 
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そういうことからも、やはり常々、行政の言っているように防災拠点がないので、

それを確保すべきと考えるというようなことを言われているわけですので、そこに入

れたほうが良いのかなと。 

○委員長（菊川敬人） 

ただいま下山委員から必要性のところについて、熊本地震等の内容をこの中に盛り

込んだほうが良いだろうという御意見がございましたが、そのほかに御意見はござい

ませんか。 

はい、どうぞ。 

○５番（石田史行） 

まず、まとめ方なのですけれども、通常、委員間討議をこういう意見が出ましたよ

というのを踏まえて、その上で例えば、プールについてはこういう方向性を提言しま

すとか、そうすべきだと思うのです。その辺、もう省略してしまうと、これを読まれ

た方は全く異論が出なかったのということになってしまうので、そこのところはきち

んと分かるように。ほかのところも、建設費用のこともそうですけれども、今日、い

ろいろ委員間討議したわけですから、その辺のこういう意見が出たということは明記

していただきたいと思うのですけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

委員間討議を行ったことを明記してほしい。 

○５番（石田史行） 

それで、どういう意見が出たのかということです。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかに。 

はい、どうぞ、前田委員。 

○４番（前田せつよ） 

２ページ目の４、新庁舎建設に関する提言（１）のプールについての２行目からな

のですが、「特に開成小学校プールの建設は」という次の行、「町民プールの必要性

についても」という、このフレーズがここに入り込んでいるのはちょっと違和感があ

るのですけれども。「特に開成小学校プールの建設は、保護者等からの意見を十分に

聞き」という流れであれば文言的にスムーズかと思うのですけれども、「町民プール

の必要性についても」という、このフレーズが委員間討議の中の皆さんの合意の文章

表現であるかどうかというのが、どうなのかなと。 

例えば、「必要性」というか、町民プールの「あり方」についてもというような形

で、入れ方がこの場所で良いかどうか。それにかかる文章としては「保護者等からの

意見を十分に聞き」というのが、開成小のプール、町民プールという二つのものに対

して保護者から聞くというような文章構成になっているので、それはちょっと違うの

かなと。傾聴するという、意見を集約するという部分で、保護者だけに限定したよう

な表現になってしまっているので、この辺、どうなのかなと違和感がありました。 

○委員長（菊川敬人） 
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ここは、だから「等」をつけているわけです。 

○４番（前田せつよ） 

ああ、「等から」ね。では、「必要性」ということよりも、「あり方」というほう

が、何か委員間の中での表現としてはふさわしいのではないかなと感じるのですが、

それが私だけなのか、皆さんの中では町民プールは必要としっかり表現したほうが妥

当なのか。 

○委員長（菊川敬人） 

いかがでしょうか。ただいまの御意見で、「必要性」のところを「あり方」にした

ほうが良いのではという意見でありますけれども。 

○４番（前田せつよ） 

あくまでも個人の感覚なのですけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

ほかの方、御意見、いかがでしょうか。 

○６番（吉田敏郎） 

私は、必要性でそういう議論をしたので、必要性について住民の意見を聞くという、

それで良いのかなと。「あり方」よりも「必要性」で良いかなと。強い言葉として私

は「必要性」のほうが良いのかなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○５番（石田史行） 

私は、これはいらないと思います。「特に開成小学校のプールの建設は、保護者等

からの意見を十分に聞き」と、もうシンプルにメッセージを出したほうが良いと思い

ます。 

○委員長（菊川敬人） 

ほかに、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

私は、町民プールの必要性についても入れていただきたい。要するに、それを取っ

てしまうと、もう学校プールの方向で動いていってしまう。だから、学校プールの協

議をするときに、町民プールのこともあわせて議論する場を残しておいてほしい。  

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○４番（前田せつよ） 

今、お三方から意見をいただいたのを勘案すると、「町民プールの必要性について

も」というフレーズを下の段に入れて「新庁舎着工までに町民プールの必要性につい

ても」と、こちらに入れたほうがよくないですか。「新庁舎着工までに、町民プール

の必要性についてもあわせたプール建設について」としたほうが。 

○５番（石田史行） 

開成小のプールが、もしできれば、それは当然、町民にも開放されるわけだから、
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それは町民プールとして機能するわけだから、ここにあえて「町民プールの必要性に

ついても」なんて。それは、保護者に聞くんじゃないですからね、町民プールは、あ

くまでも。 

○委員長（菊川敬人） 

先ほどの委員間討議の中では、町民プールの必要性についていくつか意見が出てい

ましたので、ここにそのことを入れさせてもらったと。 

○９番（井上三史） 

折衷案ですけれども、この一文の中に「町民プールの必要性についても」というの

を削除した場合、最後に「明確にすべきである」、その後、「また、町民プールの必

要性については、町民集会からも多々出ていることなので」と、別にもう一文つけ加

えるならば、また、それもありきかなと。だから、一文の中から削除するか、あるい

は、もう一文つけ加えるか、どちらかで。 

○５番（石田史行） 

今の井上委員の折衷案は良いと思うのですけれども、そうするのであれば、町民プ

ールの先ほどの「必要性」ではなくて、「あり方」については検討されたいみたいな

ところかなと私は思いますけれども。 

○９番（井上三史） 

町民プールという文言をとにかく残してほしい。 

○５番（石田史行） 

残して良いんですけれども、「必要性」ではなくて「あり方」、町民プールのあり

方に。 

○委員長（菊川敬人） 

下山委員、途中でしたけど… 

○７番（下山千津子） 

ちょっと確認なのですけれども、開成小学校のプールイコール町民プールという、

今、石田委員が言われたのですけれども、開成小学校のプールをつくったら、そこが

町民プールにもなるということですか。それは決定ですか。 

○委員長（菊川敬人） 

最終的な決定というのは出ていませんけれども… 

○７番（下山千津子） 

委員間討議では、そこまでの話にはなっていなかったのではないかなと私は理解し

たのですけれども。だったら、やはり「町民プールの必要性についても」というのは

入れたほうが良いかなと。 

○委員長（菊川敬人） 

それで、今、井上委員の折衷案として、後に「また、町民プールのあり方について

も」という文言に直したらいかがでしょうかというのが出てきたので。そういう形で

よろしいですか。 

○７番（下山千津子） 
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そうですね。 

○委員長（菊川敬人） 

では、折衷案ということで直させてもらうようにしたいと思います。 

はい、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

ここについては、さっき石田委員が言ったようにシンプルにしても良いと思うので

す。プールについては、町民集会について必要性の意見が出たということが出ている

わけだから。いろいろな意見があるわけじゃないですか。これは、町民プールをつく

れという人もいれば、つくらなくても良いという人もいると思うと。そのような中で、

それはもうここに入っているという部分で、そこら辺を新庁舎着工までにプール建設

についてスケジュールや内容などを明確に示すべきであるという、そこだけ重要だと

思うので。だから、そこら辺はなくても良いのかなと。これ、「特に」というところ

で強調したのだとは思うのだけれども。だから意見の中にもう含まれているという解

釈で、わざわざ述べる必要性もないのかなという。もうちょっとメッセージとして送

るだけで良いと思います。 

○３番（湯川洋治） 

同感ですね。頭に打っているわけだから、同じことを２回言う必要はないし、頭で

打っていることを繰り返すつもりはない。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

そうしてしまうと、「特に開成小学校のプールの建設は」と固定してしまうと、町

民プールという感覚がなくなってしまうのです。 

○２番（山田貴弘） 

だから、入れないほうが良い。 

○９番（井上三史） 

いや、だから入れておく。 

○２番（山田貴弘） 

これでまとめているわけだから。固定されてしまうんだ、これだと。 

○９番（井上三史） 

いやいや、だから、一文の中からこの文言が消えると、あくまでも学校プールとい

う方向性で動いていくような提案として解釈されます。だけど、学校プールの検討を

するときに町民プールということも検討する余地を残すとしたならば、町民プールと

いうことのあり方についてもということをつけ加えておかないと、解釈の仕方がいろ

いろ分かれてしまうので。この文言を抜けてしまうと、町民プールというのが完全に

抜けてしまうおそれがある。それで、文言は入れてほしいという意見です。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 
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○２番（山田貴弘） 

先ほど言ったように、町民プールの必要性についてもということは、反対から見れ

ば必要がないという意見もあるわけじゃないですか。今は、だから、井上委員が言わ

れるのは、必要性があるから入れてくれという意見の言い方なのですけれども、これ

は必要性がないという色も出てきてしまうので、限定するような書き方ではなくて、

結果が出ているわけだから分かるわけじゃないですか。だから、あえて入れなくても、

誤解を招くので、要は、検討してクリアにしてくださいよという部分で良いと思うの

です。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

いや、だから、「必要性」ではなくて「あり方」という文言にしておく。だから、

私としても「あり方」という文言でお願いしたいと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

ほかに、御意見は。 

では、私がこれをなぜ入れたかというのを申しますと、かなり小学校あるいは町民

プールという、この２件が強いかなと思いまして、文言としてここの中に入れておい

たほうが良いかなと思いまして、こういう形にさせてもらっております。そんな中で、

もっとシンプルで良いという意見と折衷案の意見と出ていますが、どうでしょうか。

文言を残した折衷案という形ということでは、いかがでしょうか。いかがですか、山

田委員。 

○２番（山田貴弘） 

残す。 

○委員長（菊川敬人） 

ええ。 

○２番（山田貴弘） 

そこら辺、誤解が今のでも出ているので、だから、今、井上委員が言うのは、この

中にもう書いてあるわけだから良いと思うのです。要はここまで強調しなくても良い

のかなという。だから、方向性をちゃんと示してくれという部分での発信なので。  

○委員長（菊川敬人） 

あと、もう一つは、この文言が担保されるということは、先ほど石田委員が委員間

討議を行ったよというところの中に、こういうのが出てきたよということを入れてお

けば、そこでは担保は可能かなと思うので。 

○２番（山田貴弘） 

要は、委員間討議で仮定の部分を出すわけですね。そういうのも踏まえた中で明確

に示してくださいよという流れになるので。 

○委員長（菊川敬人） 

そこで町民プールは必要だよという意見が出ていますよということ、委員間討議の
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中で出ているということを、この中に入れていけば。 

○９番（井上三史） 

委員間討議をどのような形の中で入ってくるかという文面を。確認にはなりますけ

れどもね。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

やはり、保護者等からの意見を十分に聴いてというところが大きなポイントになる

と思うのです。それを我々がこうだよああだよというのは、委員間討議では出たけれ

ども、ここでの提言という中にはあえて入れないで、議論する含みを残しておいたほ

うが民主主義ではないのかなと思うのですよ。そうすると、これにしろと言っている

ようなもので、頭から限定するようになってしまうので。本当に必要性であれば町民

プールはちゃんと残るし、もういらないよという意見があればなくなるし、これも、

だから流れの中で意見を聞いた中でやっていけば良いという。 

○９番（井上三史） 

百歩譲って、小学校のプールもいらないよと保護者が言ったら、どうするの。 

○２番（山田貴弘） 

それも、だから議論の一つだと思うのです。だから、これは絵に描くよりもこの意

見書を踏まえた中でという。 

○委員長（菊川敬人） 

では、ちょっと考えさせていただいて、そこは文言修正を考えたいと思います。 

そのほかのところでは、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○８番（和田繁雄） 

一番最後のところなのですけれども、実施設計に先行して提言するものであります

と。今回のこういう会を開いていただいたのは、来週２６日に随時会議がありますね。

そこで補正予算、これを認めるのか認めないのか、皆さん、意見があると思うのです

けれども、そこの議論がなかったかなと思っています。実施設計のときに私が非常に

気になっているのは、設計会社、この責任。 

要するに、成果物として何を求めて施工してやると。例えば、全体の見積もりが出

ますね。設計会社の見積もりどおりに建設会社が受けるとは限らない。その場合に、

設計会社の責任はどうとってもらうのかと。ここはきちんと明確にしておかないと、

賛成なのか反対なのか。今回、８，０００万円という金額が出ているのです。例えば、

入札不調に陥りましたと。設計をもう一回見直す例えば必要がありますといったとき

に、その費用は、また町の負担になるのか。これは非常に重要なポイントだと思うの

で、ちょっと議論をしていただきたいなと思います。 

○５番（石田史行） 

今回カットされた予算は２，５００万円。 
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○８番（和田繁雄） 

２，５００万円と来期ので５，０００万円。 

金額はいいから。 

○５番（石田史行） 

全体は８，０００万ぐらいになると思うのですけれども。 

○８番（和田繁雄） 

そこは、どちらでも。２，５００万円、無駄にしたくない。成果物のきちんとした

取り決め、通常、仕様書というのが出ていますけれども、これをきちんと検証しない

と「ああ、出しました、そうですか、入札不調でしたか、では、もう一回お金くださ

い、設計し直します」みたいなことがないのかどうか。それは、ちょっと確認を私は

しておきたいと思っています。 

○委員長（菊川敬人） 

この委員会の中で、それの確認をする・・・。 

○８番（和田繁雄） 

いや、もともと今日の趣旨は、２，５００万円という、そこに対する考え方の討議

というのもあったのではないかなと思っているので。今回、もともと開いたのは、補

正予算を認めるかどうかということですよね。 

○委員長（菊川敬人） 

認める認めないというのはともかくとして、実施設計に入る前に本委員会としての

考えを述べておかなくてはいけないというところ。 

○８番（和田繁雄） 

その中には、例えば建設会社との取り決めの中でどういう取り決めをしているかと

いうことは、対象外だという御判断ですか。 

○委員長（菊川敬人） 

いや、対象外とは言いませんけれども、今まで質問の中に出ていなかったですから

ね。 

○８番（和田繁雄） 

質問をするタイミングというのかな。今日の説明の中で、今日は町長の説明があっ

て、行政から説明があって、説明のあることに関しての質問だけにしてくださいと委

員長から規制があったので、それでちょっと私も出せなかったのです。実施設計に先

立ってこういう提言を出すのは良いのだけれども、では、この提言をどういう形で設

計会社は受け止めるか、これをきちんと私としては明確にしておきたい。 

２，５００万円、このお金なのです。例えば、設計の見直しという事態があったと

きに、もう一度、費用負担、これはどうなっているかと。説明者も言っていましたけ

れども、３カ月に１回、コスト計算をしています。今の状況で建設会社は人手不足、

これから、また円安で輸入資材の高騰、いろいろなことを考えると、どう考えている

のか、ちょっと先行きが見えないのです。コンサルティング会社がそこをどう考えて

いるのか、もう一度確認したいなとは思っていますけれどもね。 
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○委員長（菊川敬人） 

その部分を随時会議の中で、設計委託料について質問して。 

○８番（和田繁雄） 

質問できるということで捉えていいのですか。 

○委員長（菊川敬人） 

そこでの質問は可能と思います。できますよね。ここの委員会の中で。 

○８番（和田繁雄） 

だから、随時会議の中で質問しろということであれば、それは構いません。  

○委員長（菊川敬人） 

どうですかね。 

○２番（山田貴弘） 

そのもので、ちょっと今、理解できていないのだけれども、予算をとりました、実

施設計をやりますといったときに、入札者があらわれるわけですよね。それは、仕様

書等を含めた中で、それに基づいて実施設計がなるわけだから、そこでは落ちている

わけだから、不調になるということはないですよね。どこを想定しているのですか。 

○８番（和田繁雄） 

いやいや。通常は設計会社がずっと積算したコスト、これと、もう一回、実際に受

ける建設会社、これがコスト計算までして受けるかどうか。 

○２番（山田貴弘） 

予算の話ですよね。それは関係ないですよね。 

○８番（和田繁雄） 

そこまでは、まだ議会としても承認をしていないから、実際の本予算はね、２４億

５，０００万円とかで出ているから、こちらで承認していないので今回は対象外と。

今回は、だから実施設計の費用。費用にかかわる、今度はコンサルティング会社、そ

れと町との契約の中身。どこまでが成果物としてきちんと取り決めをしているのだと、

これは確認をしておきたいと思っているのです。 

○２番（山田貴弘） 

それは、だから今までの議論の中で、資料１、２で説明をもらったわけですよね。 

○８番（和田繁雄） 

出ていない。そこには出ていない。 

○２番（山田貴弘） 

いや、もらったわけですよね。これで仕様書が出てくるわけですよね。それに基づ

いて実施設計がされてくるわけですよね。 

○８番（和田繁雄） 

そういうこと。 

○２番（山田貴弘） 

それに基づいて見積もりして、３月に出てくるか分からないけれども、建設費とい

うのが出てくるわけだから、今現在では、ここの中間報告では、そこまでは良いので
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すよね、考えなくても。 

○８番（和田繁雄） 

だから、例えば、入札が不調になりましたというケース。例えば、３０億円でもい

いや、２４億５，０００万円でそのまま出てくる。そのときに、建設会社が本当に引

き受けるのかどうか、手を挙げるところがあるのかどうか、これもちょっと私、分か

らないと思っているので。そうしたときに、もう一度設計の見直しという事態が例え

ばあったとしたときに、そのときには設計会社、ここがどういう形で。もう一度設計

しますといったら町の費用負担になるのか、設計会社が、そのときには、もう一度や

り直します、我々のコスト計算が間違っていましたというのか、その辺、取り決めが

あるのか、ないのか、そこを知りたいということ。 

○６番（吉田敏郎） 

それを、２６日、では質問していく。 

○８番（和田繁雄） 

だから、２６日に質問しないと、２，５００万円、賛成するのか、反対するのか、

付帯決議をつけるのか、いろいろケースがあると思うので。そこは、この場でこうい

う話を出して良いのかどうか、ちょっと迷っていたのだけれども、確認しておかない

と非常に怖いと思ったのです。二重払いになるケースもあり得るなと思っているので。

まあ、行政が決めること。 

○３番（湯川洋治） 

和田委員の言っていることを、ちょっと私自身、自分で考えているのです。１９日

の今日、何をするのかというと、２６日との因果関係、そういうものがなかなか分か

ってこないのです。今、そういう気持ちです。随時会議で質問すれば良いというのも

あるのだろうけれども、それをやるには１９日の前提があってやるのかなと一瞬思っ

たのです。 

○８番（和田繁雄） 

私もそう思ったので、これをあえて出したのだけれども。 

○３番（湯川洋治） 

そもそも設計は２，４００万円だと思っていたんですけれども、例えば１０％とか

８％とかを掛けると８，０００万円から１億ぐらいの設計料がかかるわけです。その

うちの２，４００万円というのは、何をもって２，４００万円としたのか、そこがよ

く分からないのです。 

○委員長（菊川敬人） 

前渡金ですね。前払い金で。 

○８番（和田繁雄） 

いやいや、ごめんなさい。もし前渡金もしくは前払い金でやるのだったら、また、

そこもちょっと疑義があるのです。簡単に前払い金とか、やはりちょっと明確にすべ

きではないというのもあるので。設計会社とも絡んで、こちらが前払い金であれば向

こうは前受け金ですよ。本当に３月時点で設計会社が了解しているのかと。ここは、
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きちんとしておかないといけないと思っていますけれどもね。 

○２番（山田貴弘） 

前払い金というのは、普通の公共事業でも前払い金ってあるじゃないですか。 

○委員長（菊川敬人） 

３分の１が。 

○８番（和田繁雄） 

いやいや、前払い金、そんな問題ではなくて、設計会社との取り決めが、向こうが

前受け金としてきちんとそれを会計処理しているのか。そこの確認をしたいだけ。 

○委員長（菊川敬人） 

受け払いだから、それは、経理上は買掛金で。 

○８番（和田繁雄） 

前受け金。そうすると、設計会社から見たら財務状況の悪化ということになる。負

債勘定ですよ。本当にそれを計算しているのか、私、どうも、そこのところが違うと

思っているのです。通常、３月末で負債を増やすなんてことはしないので。これはも

う当然の話なので、本当にそこがきちんと決まっているの。向こうは、ひょっとした

ら何かの作業、これは邪推になってしまうのだけれども、違う処理をしたりしたら整

合性がとれない。これは問題だなと思っているので。 

○委員長（菊川敬人） 

それは、でも、ここでなかなか答えられないから、随時会議で、ぜひ。 

○８番（和田繁雄） 

質問しましょうか。分かりました。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかに、いかがでしょうか。よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

最後のページ（３）の建設スケジュールについてということで、ここで平成３１年

１０月の消費税率改定前までに完成するようにと、現に入っているじゃないですか。

ここまで入れなくてはだめですか、我々が中間報告の中で。 

○委員長（菊川敬人） 

いや、取ったほうが良いよということであれば、構わないです。 

○２番（山田貴弘） 

日付けまでは入れなくても良いと思うのです。 

○３番（湯川洋治） 

要するに、そこまで慌てて完成させる必要がないのではないかと、もう少しじっく

りやったほうが良いのではないかという意見もあると。 

○２番（山田貴弘） 

だから、これは３１年１０月までに完成するようにということを言っているから、

逆に書かないほうが良いんじゃないのという。 
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○５番（石田史行） 

むしろ、委員間討議でそういう意見が出たとちゃんと明記して、それでいただきた

い。これは、だって行政の言い分ですからね。委員間討議で、こう完成するように努

めることなんて誰も言っていないと思うのですけれども。 

○８番（和田繁雄） 

いやいや、もともと計画自体がまだ構想であって決まっていないでしょう。議会の

承認はないという。だから、そんなスケジュールが入るはずがないのです。 

○５番（石田史行） 

だから、いらないと思うのです。 

○委員長（菊川敬人） 

では、これは建設スケジュールそのものを取ってしまいますか。 

○５番（石田史行） 

だから、委員間討議でどういう意見が出たのかというのをきちんと書いていただき

たいのです。書き方もやはり確認した上で書かないと。 

○２番（山田貴弘） 

「平成３１年」から「ように」までを取ってしまって、「動向を十分鑑みた上で、

工期・進捗管理に努めること」とすれば良いですよね、仮に入れるのだったら。 

○委員長（菊川敬人） 

ここだけ取ってしまってね。 

○２番（山田貴弘） 

期日自体は入れないで。 

○８番（和田繁雄） 

期日自体を取ってしまうのが一番良いでしょうね。 

○２番（山田貴弘） 

そのほうが良いと思います。慎重にやると、期日が、もしかしたら延びることもあ

るわけじゃないですか。それをここで我々が制約してしまうと、「早くやれ早くやれ」

と言っているようなものだから、ここは柔軟に取るべきではないのかなと。 

○委員長（菊川敬人） 

はい、分かりました。 

そのほかには。 

はい、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

さっき一番初めに下山委員が言ったことに対して回答が出ていないと思うんだけ

れども、熊本地震の件については自分は最後で良いという考え方なのです。当初、必

要性についてのところに入れたほうが良いのではないかという意見だと思うのだけ

れども、これは、あくまでも今現在の庁舎に対しての細かいことを言っているわけで

すよね。最後に熊本地震のこともあるわけだから云々にまとめているわけでしょう。

だから、それはそのままで良いのかなと、さっき感じていたのです。そのまま流れて
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しまったから、そこら辺の確認。 

○委員長（菊川敬人） 

いかがでしょうか、ほかの方。 

○８番（和田繁雄） 

起きていることは熊本地震だけじゃなくて、いろいろなことが起きているので、熊

本地震だけを強調する必要もないと思いますけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

星野委員、何か御意見はありますか。 

○１０番（星野洋一） 

本当に最後のところにしっかり書かれているから、そこのところで。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほか。 

どうぞ。 

○４番（前田せつよ） 

すみません、すごく細かいことで良いですか。てにをはの部分で恐縮ですけれども、

新庁舎建設に関する提言の（２）のア、アの３行目なのですけれども、「必要以上な

過大投資と」ではなくて「必要以上の過大投資とならないように」、「の」のほうが

良いのかなと思います。 

○委員長（菊川敬人） 

「な」のほうが良いような気がするのだけれどもな。 

○４番（前田せつよ） 

その前が「な」だから。 

○委員長（菊川敬人） 

それでは「に」ですね。 

○４番（前田せつよ） 

「に」でも良いですけれどもね。「の」のほうが良い。 

○５番（石田史行） 

「必要以上な」はいらないでしょう。「過大投資にならない」。 

○委員長（菊川敬人） 

過大投資に含まれているからね。 

○５番（石田史行） 

要するに、過大投資にならないようにということだから。ニュアンスが。 

○委員長（菊川敬人） 

では、「必要以上」は取ってしまいましょう。 

はい、どうぞ。 

○５番（石田史行） 

２番の新庁舎の規模と機能の３行目のところ、「必要とする職員数に応じた床面積

は建設費抑制に向け、設計段階において十分な精査を行う必要があります」、どうい
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う意図で入れたのですか。 

○委員長（菊川敬人） 

必要以上に大きくならないように、最小職員数をよく検討した上で面積を出してく

ださいよということです。 

○５番（石田史行） 

当然、職員数を精査して、そういう前提で出しているのではないですか。 

○委員長（菊川敬人） 

それを改めて、また過大にならないようにしっかりと、そこのところは精査してく

ださいよという意味で。 

○５番（石田史行） 

それは、そう過大だとか、「そう」入れていただかないと、なぜ言わずもがなのこ

とがという印象、ニュアンスが受け取れるのですけれども。建設費抑制に向けてとい

うことですよね。 

○委員長（菊川敬人） 

そうですよ。 

○５番（石田史行） 

だから「職員数に応じた」はいらないのではないですか。「必要とされる床面積は、

建設費抑制に向け、設計段階において十分な精査を行うべきであります」と。「必要

とされる延べ床面積」か。「必要とされる延べ床面積は、建設費抑制に向け、設計段

階において十分な精査を行うべきであります」で、どうですか。 

○６番（吉田敏郎） 

必要とする職員数に応じて、考慮するよというのが分かった。 

○委員長（菊川敬人） 

そのほかは、いかがですか。 

○２番（山田貴弘） 

建設費用について、（２）のイの部分、２行目です。さっきからずっと気になって

いたのですけれども、「影響が最小限となるように」という、これがすごく気になっ

ているのです。要するに、建設することによって影響があるのという感じにとれてし

まっているのです。 

やはり、必要であればつくらなくてはいけないし、必要と決断したのであれば、や

はり良い方向に向かなくてはいけないので、「影響が最小限」という言葉がずっとひ

っかかっているのです、さっきから。 

○委員長（菊川敬人） 

では、及ぼさないようにと。 

○２番（山田貴弘） 

及ぼさないようにという感じのほうが良いのかな。「財政に影響が及ぼさないよう」

だね。 

先ほどの委員間討議の部分を入れ込むじゃないですか。どういう感じで入れていく
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の。 

○委員長（菊川敬人） 

委員間討議だけを一つにまとめてつくるようにと思ったのです、出てきた内容が。 

最後ですよね。全体をそこで担保するみたいな感じにして。一個一個だと、やはり

ぐちゃぐちゃになってしまうと思うので。 

○２番（山田貴弘） 

そうですね。経過的みたいな感じで。 

○委員長（菊川敬人） 

よろしいですか。今、出されました内容については、修正するところは修正して、

また提出したいと思います。メールで送るようにして、それで確認してもらうように

しますか。もう一回、それとも集まって。 

○２番（山田貴弘） 

明日、全協ですよね。 

○委員長（菊川敬人） 

明日、全協。 

○５番（石田史行） 

前に「もし今日でまとまらなかったら全協の午後にやると」、委員長、それらしい

ことをおっしゃっていましたよね。 

○委員長（菊川敬人） 

でも、こういっぱいやるとは思っていなかったから、もうちょっと。まとまらなか

ったら、これを全協で出すということです。 

○５番（石田史行） 

全協で議論するのですか。 

○委員長（菊川敬人） 

全協の後にまとめたやつを出すと。それを今日、出したわけです。ちょっと取り急

ぎ、まとめてみます。 

○２番（山田貴弘） 

できれば、ちゃんとやったほうが良いかもしれないですね、メールとかではなくて。

全協の後で３０分でも１時間でも。 

○委員長（菊川敬人） 

全協の後、明日です。 

○２番（山田貴弘） 

それをメールというわけには、中間報告の提言になるわけだから。 

○委員長（菊川敬人） 

明日、やっても午後ですね。 

○２番（山田貴弘） 

それが確実にならないうちに２６日の会議という話にならないですからね。だから、

順番からすると、これを決めて。 
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○委員長（菊川敬人） 

中間報告は、これを踏まえないとという。 

○２番（山田貴弘） 

これは、いつ報告するの。 

○委員長（菊川敬人） 

これは、だから２６日に報告しようかなと思っています。 

○２番（山田貴弘） 

予算が出る前に報告して。 

○委員長（菊川敬人） 

流れ的には報告は後になりますね。 

○４番（前田せつよ） 

後では反映されないよね。 

○５番（石田史行） 

それはおかしいでしょう。 

○委員長（菊川敬人） 

普通、流れ的にはどうですかね。 

○事務局長（小玉直樹） 

議事日程の、一般的には後ですね。委員会の報告はね。 

○２番（山田貴弘） 

内容が重なる案件でしょう。それが、今、言っているのは重ならない場合の案件だ

と思うの。本来であれば、これを先に提言していて、日にちを本来なら置いて予算が

提出されるというのが順序だと思う。 

○４番（前田せつよ） 

これありきの随時会議。 

○委員長（菊川敬人） 

いや、これありきというか、随時会議が２６日に決まったので、それで取り急ぎ、

これをまとめなくてはいけないなと。 

○５番（石田史行） 

だから、２６日の随時会議で実施設計の予算を審議しなくてはいけないのですか、

どうしても。そうしなくてはだめなのですか。まずは、やはり随時会議でこの報告を

して、それで年明けに実施設計の予算を審議するというのも。 

○委員長（菊川敬人） 

これは例えば、前にこれを報告するということは。 

○事務局長（小玉直樹） 

できなくはないですけれどもね。それは議運で検討してもらう内容なので。 

○５番（石田史行） 

一応、今、この場で大体のコンセンサスはいると思いますよ。これは私の考えなの

で、だめだと議長とかがおっしゃるのだったら別ですけれどもね。 
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○委員長（菊川敬人） 

最終的には議運で日程を決めなくてはいけないのですが、通常ですと委員会報告は

最後でやってきているのですけれども、今回に限っては、関連する問題ですから、先

に報告書を出した上で報告をするということの運びにしたらどうかというような意

見ですが。 

○議長（茅沼隆文） 

今度、２６日の随時会議は、実施設計の委託料を補正予算として認めるか認めない

かという話であって、実施設計そのものをどうのこうのしようということの議論では

ないのです。だから、二千何百万円だっけな、ちょっと金額は忘れたけれども、それ

の補正予算を組むか組まないかだけの話だから、これを後から出しても、我々のこう

いう委員会での討議した内容をしっかりと実施設計に網羅するようにしてください

よという、これはいつでも言えることだと思うのです。 

○３番（湯川洋治） 

実際には、それで賛成した場合には、ひっくり返すというか、自分でおかしいとい

うのは言えないじゃないですか。賛成してしまったら、そのまま行ってしまう形でし

ょう。考え方としてね。 

○２番（山田貴弘） 

いいですか。さっきの委員会討議の中で多数決をとったではないですか。要は、５

の６だったけれども、その逆もあり得たわけじゃないですか。そのときは、この提言

書というのが逆になるわけではないですか。そうすると、実施設計というのは規模だ

とか位置だとかが全く変わってしまう場合が出てくる可能性があるわけだから、本来

であれば、この意見書というのは、経過が入るのであれば最初ですよ。それを踏まえ

て、みんな多数決で、では、そこにしましょうということにしたわけだから、その後

に実施設計の審議。 

○委員長（菊川敬人） 

それは、議運で最終的に決定してください。 

○４番（前田せつよ） 

先ほど菊川委員長が言葉の中でも端々に、やはり随時会議の議論の内容を踏まえて、

それ以前に特別委員会でこのことをもんだということを再三フレーズでおっしゃっ

ていると、これが全てを語っているなと。そうなってくると、山田委員をはじめ皆さ

んがおっしゃるように、これを最初に議題として上げてから臨むべきと私は考えます。 

○委員長（菊川敬人） 

それは、議運で決定していただければ良いと思います。 

○４番（前田せつよ） 

大きなひとり言でした。あくまでも議運で決定をさせていただきます。  

○２番（山田貴弘） 

でも、今、意見の中に２６日、これだけやって、実施設計の予算は来年ではだめな

のかという意見もあったわけですよね。そこら辺をどうしても年内にというのであれ
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ば、続けてというのはいたし方ないのだけれども、そこら辺は。ある程度、方向性は、

もうこれで議会の総意というのが出たわけじゃないですか。当然、これで実施設計に

ついて入っていくとは思うのですけれども、どうしても年内にやらなくてはいけない

の。正月に恐らく仕事をしている人はいないと思うのですけれども。 

○委員長（菊川敬人） 

２６日にやりたいという話の中では、年内には備えたい、年明けに委託したいよう

な内容でありました。そういう中で、特別委員会も急遽、こういう形で進めさせても

らったという経緯がありますので、随時会議を２６日にやろうとして、その前に報告

をするというような形が良いかなと思います。 

それでは、今、いろいろ述べていただいた内容について、急いで修正してみます。 

○５番（石田史行） 

お願いします。大事なので。 

○委員長（菊川敬人） 

では、第９回の特別委員会はこれで終了したいと思います。 

長時間、お疲れさまでした。 

                    午後４時１５分 散会 

 

 


