
1/ 25

様式第1号(第5条関係)

会 議 録

会 議 の 名 称 平成２９年度 第３回美幌町行政改革推進委員会

開 催 日 時
平成２９年１１月３０日（木）

１８時３０分 開会   １９時５０分 閉会

開 催 場 所 第１第２議員控室

出 席 者 氏 名
委 員 森委員、大津委員、梶委員、倉知委員、中川能典委員

福田委員、志布委員、白石委員、中川寿一委員、早川委員

欠 席 者 氏 名 －

事務局職員職氏名
広島総務部長、遠國庁舎建設主幹、

廣田庁舎建設担当主査、竹下庁舎建設担当主査、

議 題

１ 美幌町新庁舎建設基本方針について

２ 新庁舎に求める機能について

会議の公開又は

非公開の別
公開

非 公 開 の 理 由
(会議を非公開とした場合)

傍 聴 人 の 数

(会議を公開した場合)
２名（内、１名は報道機関）

資 料 の 名 称

【書類番号１】美幌町新庁舎建設基本方針に対するご意見とその回答

について

【書類番号２】新庁舎に求める機能

会議録の作成方針

■録音テープを使用した全部記録

□録音テープを使用した要点記録

□要点記録

（別紙）
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

森会長（司会）

広島総務部長

遠國庁舎建設主幹

皆さん、お晩でございます。

お寒い中、お忙しい中、ご苦労様でございます。

今日は前回に引き続いて新庁舎の建設方針についてご意見を賜りたい

と存じますが、まず、皆さまには前回の説明でご意見を頂戴したと思う

ので、その方から入りたいと存じますので、よろしくお願い致します。

それでは事務局の方から

それでは本日お寒い中、お集まりを頂きまして誠に有り難うございま

す。

本日の会議の内容につきましては、今ほど会長より話があったとおり、

前回に引き続き役場の新庁舎についての審議をお願いしたいというふう

に考えてございます。

前回第２回目の会議において、行政の方で策定を致しました美幌町新

庁舎建設基本方針についてのご意見あるいは今後新庁舎に求める機能に

ついてのご意見等をお願いしておりました。

この部分について、その取りまとめが出来ましたので、その内容確認

と追加意見などがあれば協議を頂きたいというふうに思っております。

皆さんの協議の頂いた結果として、町民会議としての意見をまとめさ

せて頂きたいというふうに考えてございます。

なお、今後につきましては、今回の意見、委員の皆さまの方から頂い

た委員意見を取り入れた基本構想を作成していくというスケジュールに

なります。

先にご案内のとおり基本構想、今年度中ということで考えております

ので、次回会議の中で、その素案、今日の意見を汲み取った素案がお示

し出来ればというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いを

したいというふうに思います。

それでは早速でございますけれども、皆さんから頂きました、ご意見

等について、担当の方から説明をさせて頂きたいと思います。

議題（１）美幌町新庁舎建設基本方針について

それでは早速でございますけれども、説明をさせて頂きたいと思いま

す。

はじめに、本日お配り致しました資料番号１というのをご用意頂きた

いのですけれども、合わせまして、前回皆さまにお示し致しました建設

基本方針、これも資料番号１と同じでございますけれども、こちらも同

時にご用意頂きたいと思います。

それでは本日お配り致しました資料番号１の方をご覧頂きたいと思い

ます。

こちらにつきましては、前回の会議で皆さまにお願いを致しました基

本方針に対するご意見、これをまとめたのと、それについての事務局か

らの回答をまとめた表でございます。

この資料でございますけれども、一番左に頁№ということが書いてご

ざいますけれども、こちらにつきましては、基本方針の頁№ということ

になってございますので、合わせてご覧を頂きたいというふうに思いま

す。

この項目毎に説明をさせて頂いて、と同時に皆さまからの意見を頂戴

して頂くという感じで進めて頂きたいと思いますので、よろしくお願い
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

倉知委員

遠國庁舎建設主幹

倉知委員

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

致します。

それと合わせて、この回答の中身が、皆さまがもしかして、皆さまが

思ってらっしゃったご意見と違うような中身でございましたら、その都

度ご指摘等頂きたいというふうに思いますので、合わせてお願いを致し

ます。

それでは早速、頁番号２番と資料の１頁目をお開き頂きたいというふ

うに思います。

はじめに１－（１）とございますけども、この意見につきましては、

この地域は比較的安全なプレート上ということで、地震が少ない地域で

あるということでございますけれども、万が一災害が発生した場合、町

の役場、災害の拠点になるような場所であって欲しいというご意見を頂

いたかと思います。

それに対する、事務局の回答でございますけれども、基本構想におい

て、建て替えが急務であるということをお伝えして記載していきたいと

いうふうに思います。

スケジュールにつきましては、最大限早急に行うことで進める考えで

ございます、ということでございますけれども、補足等々、追加意見等

ございましたら、お受け致したいですけど、いかがでしょうか。

と、いった流れで進めて行きたいと思いますけれども。

何か、皆さんの方から防災の面でご意見ありますか。

－意見なし－

よろしいですか。

続きまして、統一したシステム化を図るべきということでございます

けれども、ちょっと事務局の方で勝手に解釈をさせて頂きました。

システムについては、電算関係のシステムという認識を致しまして、

このような回答とさせて頂いたのですけれども、基本的には同一のシス

テムを使用しておりますということでございますけれども、ご承知のと

おり、経済部なりが分散化しておりますので、その分については、新庁

舎においては、統合して解決して行きたいという回答をさせて頂いたの

ですけれども、果たしてよろしいかどうかも含めてお願いしたいのです

けど、いかがでございますか。

はい、いいです。

電算システムという想定だったのでしょうか。

電算システムを含めて、事務処理のシステムということですね。

いや、いいですよ。

分散化という部分を含めて、もしかしたらもっともっと出来るものも

あるかもしれませんので、その部分については、引き続き研究させて頂

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

それではよろしければ。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

遠國庁舎建設主幹

倉知委員

遠國庁舎建設主幹

倉知委員

遠國庁舎建設主幹

倉知委員

遠國庁舎建設主幹

皆さまよろしいでしょうか。

それでは、続きまして、書類保管の電子化を考えるべきということで

ございますけれども、現在美幌町役場では、ファイリングシステムと言

いまして、今までロッカーにバラバラという表現はちょっとおかしいの

ですけれど、綴っていたものを、みんなが共有して、収納出来るシステ

ムを導入して、かなり文章の整理が出来たということでございます。

更に、今後電子化ということでございまして、紙を電子媒体というこ

とで、具体的には、スキャナーで読み込んで、それを紙で残すのではな

くて、電子で残すということなのですけれども、現在、電子決済等を含

めて検討中でございますけれども、ただ、紙媒体を全て電子媒体にスキ

ャナーで呼び込んでというのは、相当な作業量でございますので、費用

と労力を含めて可能かどうかということは、今現在検討中でございます

ので、その調査、建設に合わせて研究して参りたいと思いますので。

よろしいでしょうか。

いいですよ。

よろしいですか。

はい。

続きまして、徹底したセキュリティ対策が必要ということでございま

す。

この部分については、課題というより事細かい必要な機能ということ

で記載を検討して参りたいと思います。

セキュリティについても、前回、質問ございまして、今の部分で少な

いものなのか、もっと電子的なものを導入して行かなければいけないの

かというのも庁内の方で合わせて検討して参りたいと思いますので、ご

理解をお願いしたいと思います。

セキュリティは、こういった感じでよろしいでしょうかね。

もっと別な観点、有りましたでしょうかね。

大丈夫ですか。

いいです。

よろしいですか。

申し訳ございません。ちょっと早口ですけれど、よろしいでしょうか

ね。ご意見頂きたいと思います。次に進みますね、申し訳ございません。

１３億円掛けて、耐震補強工事をするよりも、その工事をせず、新庁

舎を建設することに賛成致しますということで、非常に有り難い意見を

頂戴致しました。

これにつきましては、１３億というのは、実は中間報告での数字でご

ざいまして、先般、業者の耐震調査、業者の方から最終報告がございま

して、単純な補強工事と庁舎の一部改修だけで、約１１億円ということ

と、合わせてこれから更に使用するのであれば、コンクリートが中性化

して来ているということ、前回、若干述べたと思いますけれども、その

アルカリ化を進めると、更に10億円ほど掛かるということで、合計２１

億円ということを、実は試算されたところでございます。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

こういったことから、費用の部分と、今後も長く、それと町民の方々

からの利便性を考えると、やはり新しい庁舎を建てたほうが良いという

判断、変わりなく進めて行きたいということで行きたいというふうに考

えてございます。

なお、耐震診断結果につきましては、本日、美幌町のホームページの

新庁舎建設という項目に、データを掲載させて頂きましたので、お時間

がございましたら、そちらもご覧頂きたいというふうに思います。

よろしいですか。

続きまして、４頁目の方に移るのですけども、資料１につきましては

２頁目、頁振っていませんけど、２枚目になります。

近年、道内で建設された自治体庁舎の規模、面積も参考になるが、国

交省の算定基準に基づく面積を基準に設計して欲しいということで、ご

意見を頂きました。

そちらの回答につきましては、庁舎建設を進めるにあたり、一定程度

の目安を基に準備を進める必要があるということで、前回お示ししたの

は、道内自治体の人口を基に算定した結果、4,500㎡になったということ

でございます。

また、これは単純な面積だけでございまして、これから来年度になる

のですけど、基本設計等を進めて行く中で、個々の事務所の部屋ですと

か、通路ですとか、そういった部分を積み上げて行けば、4,500㎡にもし

かして収まらない場合も出て来るかもしれませんし、逆の場合、小さく

なるかもしれません。

ただ、面積が増えたからといって、建設費が高騰したり、維持管理費

が増えたりして、将来の財政負担が大きくならないという前提を最大限

配慮致しまして、進めて行きたいというふうに思いますし、この部分に

つきましても、皆さまの意見、更に今後、町民説明会等を含めて意見を

お聞きして進めて行きたいということで、回答させて頂いておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

はい。

今のところよろしいですか。

続きまして、次、ご意見２つに対しての回答１つですけれども、議会

の関係でございます。

議事堂の部分を議会だけでなくて、他にも利用出来る様にしてはいか

がかということ、それと、議場は現在の様に別棟にしないで、１つの建

物にしてはいかがかというご意見を頂戴致しました。

この回答につきましては、現在議会の方で議長を除く議員１３名で構

成致します、美幌町新庁舎等建設特別委員会の方で、庁舎、議会の有る

べき姿等を議論頂いているところでございます。

その委員会の結論といいますか、報告が１月を目途に受けるというこ

とでございまして、その内容を受けて、皆さまにお示しをしたいという

ことで考えてございますので、このことについては、もう暫くお待ち頂

きたいと思いますので、ご理解をお願い致します。

よろしいですか。

続きまして、ゆったりとした面積で作られるのは、色々な使い方の可
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

能性もあり、良いと思いますが２０年後、３０年後の人口がどうなって

いるのかということでございます。

こちらの解釈は２０年後、３０年後人口が減って、職員もそれに比例

して減って無駄なスペ－スが出来るのではないかということを、ご意見

頂いたのかなと解釈致しまして、この様な回答をさせて頂いたのですけ

れども、元々、ここを建てた時には、職員も１００名程度でございまし

て、十数年後にはもう足りなくて、今は無いですけれども、分庁舎に経

済部を置いてきたという経過がございます。

ご承知のとおり、経済部は役場別館、民生部の一部はしゃきっとプラ

ザということに分散してございます。

そういった部分を解消するだけでも、相当広い面積を要するというこ

とが、まず１つですね。

それと、バリアフリー法ということで、一定規模の建物を建てる場合

は、バリアフリー機能を備えなければならないというものがございます

ので、例えば通路を車イスが使用出来る、２階３階にはエレベーターで

移動するようにするとか、スロープを設置するとかそういった部分がご

ざいますので、どうしても自然に面積が増える部分があるということが

ございます。

それと、もう１つは、人口が減ったから、それに比例して職員が減る

ということではないというのもご理解頂きたいというふうに思います。

例えば、これから少子高齢化が進んで来てございまして、福祉対策に、

また逆に職員を増やさなければならないという自体が、もしかして起き

るかもしれませんし、そういった部分で単純には行かないということを、

お答えをした訳でございます。

将来的に、仮に職員が減ったとしても、そのスペースが無駄にならな

いようなことを、その都度、検討して行きたいというふうに考えてござ

いますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。

よろしいです。

大丈夫ですか。

（はい）

はい、有り難うございます。

続きまして５頁目、庁舎の１の部分でございます。

ご意見と致しまして、公共施設等適正管理事業債を最優先に考えるこ

とが将来の町民負担を抑えてくれるものと思います、ということで、限

られた時間での庁舎建設とスピード感を持って執り進めるのは当然の事

と同時に、スピードを出すのも良いけども慎重さを欠かさないで頂きた

いというご意見を頂いてございます。

これにつきましては、当然スピード感を持って進めて行きたいと思い

ますけれども、決して行政だけで進めるのではございません。

皆さんもそうですけれども、町民の皆さまのご意見可能な限り反映出

来るような機会を設けて意見を取り入れて進めて行きたい、という一方

でこの起債の制度が平成３２年度で終了するものですから、その両面を

合わせて進めて行きたいということで、回答させて頂いてございます。

いかがですか。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

よろしゅうございますか。

（はい）

続きまして、しゃきっとプラザとの連携ということでございます。

しゃきっとプラザには現在、行政もそうですけど、社会福祉協議会で

すとか包括支援センターですとか、そういった部分がまとまって１つの

機能を成しているということでございます。

そういった機能を決して崩すことなく、庁舎が出来たら、通路を設置

して頂きたいというご意見を頂いたかということで、お答えを作ってみ

たのですけども、その中身と致しましては、しゃきっとプラザとの連携

ということにつきましては、庁舎内でも議論を行ってございます。

連携というのは、物理的な連携、いわゆる現在のように通路で繋ぐも

のなのか、あるいは繋がらなくても良いのかというのも含めて検討して

ございます。

仮に、しゃきっとプラザの民生部の機能が全て役場の方の新庁舎の方

に移転することになると致しましたら、今まで例えば、住民票は役場、

民生関係の手続きは、しゃきっとプラザに、行ったり来たりという部分

がございましたけれども、その部分の一体化が図れれば、もしかして通

路が要らなくなるかもしれないということを検討中でございます。

ただ、そういった仮に離れた場合でも、しゃきっとプラザを利用され

ている方が不便になってはいけないという両面も当然考えて行かなけれ

ばならない部分でございます。

行政の方でも勿論、考えて行きますけれども、皆さま側からの、この

ことについて考えてご審議をして行って頂きたいというふうに考えてご

ざいますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

この意見は私ですけど、非常に民生関係が、あそこでまとまっている

ということが町民にとっては本当に便利ですよね。

それと、今、本別でも逆に一緒にしているのですよ、別棟で。

民生、後から移って、民生部がここを見学した結果だと思うけどね。

包括と民生とそれと社協と一緒になっているのです。

私どもの場合は、３階には運動施設も有りますから、これもまた非常

に町民にとって親切な建物であるし、まだ建ってそんなに経っていませ

んしね。

このご回答を見ると敷地内配置の選択肢が広がるというのは、どうい

う意味かなと。壊すのかと感じにも取れますので。

そういった面で、この間、鎌田實先生が来てご講演なさった時も、非

常に良い施設だとおっしゃっていましたし、あの運動施設は町民がもっ

と利用すべきだというようなご意見もおっしゃっていましたので、ここ

は逆に、私は今あるここの国保の担当を、会議室に移しちゃって民生は

全部ここにあるのだと民生関係、福祉関係、そういうふうにして欲しい

と思って、これ、ご意見を出した次第で、ご検討願いたいと思います。

例えば、民生関係全てということでございましたら、住民の戸籍の窓

口とかも。

だから、戸籍の方は、住民のグループに移すとか、機能を。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

森会長（司会）

中川（能）委員

竹下庁舎建設担当主査

広島総務部長

住民は全然関係無いとは言いませんけれども、割と住民票とこっちと

行くというのは、割と少ないような気がするよね、住民票とか証明関係

のもの。

民生は民生で、母子手帳とか障がい手帳とか、みんなこっちだけで済

んでいるような気がするのですよね。

だから、その辺は深くお考え頂きたいと思って、こういう意見を出し

ましたので、よろしくご検討を願いたいと。

ただちょっと、通路がどうなのかという不便性はあるけども、その辺

は考えてもらえればという。

今、繋がっていますけどね、ここに、こっちに移るとどうするかなと

いう気がありますけども。

１階がまた、えくぼであるし、喫茶室もあそこでやっていますのでね。

それも大分、町民の方も知られておりますので、あまり、その辺をこ

っち側に移したらどうなるかという危惧があります。

ご検討願いたいと思います。

これからの話ですけど、学校の校舎だったら、大体グランドに建て替

えて、今の校舎を壊すとかって、そういうのが、行ったり来たりで考え

やすいけども、役場庁舎が基本の設計これからですけども、単純に考え

ると、今の駐車場だとか芝生辺りに建てるということになれば、当然今

の問題も、どうやって解消して行くのかということも考えていかなくて

はならないと思いますよね。

まず、現在使っている庁舎につきましては、仮庁舎を建てるというこ

とはしないで、ギリギリまで使うというのは基本方針で。且つ、敷地内

といえば、おっしゃるとおり限られて来る。

先程、森会長の話もありましたけれども、選択肢が広がるというのは、

別にしゃきっとプラザを取り壊すという意味ではなくて、ここと物理的

な連携をするのであれば、なるべく近くに建てる必要があるのだけれど

も、例えば、行政機関を全て新しい庁舎に持って来て、物理的な連結を

しなくても良いよということになれば、例えば北側の方に寄せて離して

建てることも出来る、駐車場が広く取れるとか、そういう選択の幅が広

がるという意味で書かせて頂いているのですね。

それで、例えば行政機関、まあ、皆さんに是非お伺いしたいのですけ

ども、例えば、例として少ないというのはあるとは思うのですが、やは

りある程度、民生に伺うお客様には公営住宅担当に行く用事があるとか、

やはり行政とは少なからず連携しているのですね。

なので、例えば１本化することによって便利になる方もいるのかなと

いうふうには思っているのですね。そういう議論をしているのです、中

で。

例えば、包括と社協も含めて全てが新しい庁舎に移動すると考えた時、

例えば今、えくぼも手狭ですから、そこが２階に来るとか、そういった

ようなことも議論出来るかと思っているのですね。

ですので、しゃきっとプラザの利便性と、行政機関の１本になる利便

性と、皆さん、率直に、どういうご感想をお持ちかというのを聞いてみ

たいと思ったのです。

中々、イメージするのは難しいと思うのですけども、ただ、行政機関
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

広島総務部長

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

というのは１ヵ所に集まるべきだというふうに思っている。

それは分かりますけどね。

今、しゃきっとプラザの２階の民生の機能、これ、包括と社協も含め

て、そこはきちっとした機能を持っている。

じゃあ、それもまとめて新庁舎の方に移動が出来ないかといった時に、

２階のオープンスペースをどう使うかというのは、ここが保健福祉総合

センターなので、その目的に沿った形での、今そこに出て行っている団

体とか、そういったものを集約出来ないか、あるいは、そのえくぼが、

相当手狭になって来ているので、しゃきっとプラザの階段下とか、色ん

なところを今えくぼの方で使っているので、それらが充分活動出来るよ

うなスペースも確保出来るだろうということからいけば、どういう使い

方が一番望ましいのかということを、相当検討しなくてはいけないかな

と。

そのことについては、連結をさせると有りきでいけば、必然と庁舎の

位置って決まって来るのですが、そこをきちっと新しい庁舎に全部機能

を移行すれば、また違った形での庁舎の建設場所が出来るということも

含めて、相当議論をした中で一定の方向性は出さなければいけないかな

というふうに思っていまして、それらをこの委員会の中で議論を頂きた

いというふうに思っていますので。

中々、今日言って、「あーこうですね」というのは、多分難しいとは思

うのですけども。

それは、いっぺんには出ないと思いますけども、そういうつもりで、

私は出したのです、この一件を。

はい、色んなことを想定しながら協議をして頂いて、一定の方向性を

出すべきだなと。

まあ、庁舎の役場の中の検討委員会は検討委員会で、またこれを明日、

同じ様な形で検討を、それは役場の職員の方でもすることになっている

のですが、この会議の中でも、どういったことが一番町民にとって望ま

しいのだろうということの結論を出して頂ければというふうには思って

います。

運動施設の関係も考慮して頂かないと、本当に鎌田先生が言うように、

素晴らしい建物だという。

建物そのものは、運動施設、初めから有りましたので、ちょっと、え

くぼなんか手狭になっていますけど、そうすると、先程申しました様に

会議室の部分は新庁舎で空くので、そう意見を出したのですね。

運動施設ですとか、調理実習室ですとか、当然１階の健診機能、そう

いったものも当然、当初の目的、しゃきっとプラザの保健福祉総合セン

ターの目的でございますから、その部分はもう、必ず残る形になります

し、しゃきっとプラザを利用される方が引き続きしゃきっとプラザを利

用して、不便になることが無いようにしていきたいと考えてございます。

よろしくお願いします。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

福田委員

竹下庁舎建設担当主査

福田委員

竹下庁舎建設担当主査

福田委員

広島総務部長

福田委員

はい、繰り返しますけれども、役場の行政機能、もしかして、社協で

すとか、包括の部分ですね、セットで新庁舎に行けば、例えば行政の手

続き来られる町民の方が、いわゆる短時間、短距離で全て完結するので

あれば、町民の皆さん、その方が便利なのかなというふうにも考えてご

ざいましたけれども、率直にその部分も、それが良いか悪いかを含めて

皆さんでお話しをして頂きたいというふうに思ってございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

はい、じゃあ、ご検討お願いします。

その他皆さん何か。

よろしゅうございますか。

しゃきっとプラザの運動施設は、どう見ても機械が充実し過ぎていて、

少なくても、あの３倍くらいの広さがないと製品的にゆったりとしたト

レーニングが出来る施設ではないですよね。

まあ、それ別として、別に運動施設とか、えくぼさんの活動拠点なん

かは、庁舎と一緒でなくてはならない理由はないと思うのですよね。ま

ったく別な機能ですから。

その、社会福祉の民生さんとか何かあれしていますけど、例えば高齢

者の窓口だとかは、この民生福祉、保健福祉とは、全然別な部署ですか。

高齢者の窓口は、高齢者福祉担当というのがありまして、しゃきっと

プラザの２階に。

１階にあるのは、例えば、治療費の請求とかの手続きをしたりするの

がありますよね。

あれは何部がやっているのですか。

どちらも、部は民生部という部になります。

でしょ。

と、いうことになれば、民生部というのは他にもあるわけですから、

それが全部やっぱり一緒にならないと民生部そのものの活動が分散した

ことになりますよね。

今は福祉関係の方、福祉協議会の方と、かなり密接な部分が２階にあ

るのでしょうけども、それであれば福祉協議会の方を連れて新しいとこ

ろに移った方が、というような気がするのですけどね。

あくまでも、健康ランドみたいな施設でしょうから、それはそれで別

に、むしろ離れていた方が気楽で良いような気がしますけどね。

まあ、しゃきっとプラザの３階は、やっぱり階毎に機能がきちっと整

理をされている。１階は健診ですとか、そういったエコーを含めて、そ

ういった利用が１階のスペースですよと。２階は、福祉関係のワンスト

ップ窓口ということで、福祉関係の行政部署と社協だとか包括だとか、

ここに来れば全ての相談が出来ますよというものが。

福祉は、高齢者も障がい者も子供たちもみんな、福祉全部ですか。

全部ありますか、ここに。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

広島総務部長

倉知委員

竹下庁舎建設担当主査

倉知委員

広島総務部長

福田委員

はい、しゃきっとの２階に全部あります。

３階は、今、福田さんがおっしゃったとおり、運動機能とそれから調

理室を含めたところということからいけば、新庁舎に入れるとしたら、

２階のフロアのところは、全て入れなければいけないというふうに考え

ていまして、運動室は、ある意味独立してもきちっと利用者にとっては、

そんなに不便はないのかなというふうに思っていまして、それらをトー

タル的に考えた場合に、多分２階のあそこのワンストップ窓口の福祉部

門をどうすることが一番良いのかということが方向性として新庁舎の方

に持って行った方が良いのか、あるいは、しゃきっとの２階にそのまま

置いた方が良いのか、そこで大きく変わって来るのだろうというふうに

思っているのですけど、会議室を壊してあそこのフロアを少し広くして、

事務スペースを広げるというのも１つの方法かもしれない。

ただ、あそこを広げても。

全部、口で説明されても、中々ピンと来ないものがありますね。

先程から話している行政部分を新庁舎の方にまとめたら、どういうふ

うになるとか、今、一緒のものをやっぱり離すとなれば抵抗はあると思

うのですよね。

ただ、今、抵抗があるから止めるというのも、どうかと思うので、行

政機能を新庁舎にまとめたらこういうふうになりますよというような、

今のままだったら、こういうふうになりますよという資料を出してもら

った方が良いと思います。

庁舎の絵というのは、まさにこれから作っていく形になりますので、

こういった機能を入れたい、例えば、民生部を１つにしたいというこち

らのオーダーがあって、それから初めて建設の絵が出て来る様な感じに

なる。

建物の事ではなくて、行政機能を新庁舎の方にまとめたらこういうふ

うになりますよと、こういう利便性がありますと、今は今で、利便性が

無いとは言い切れないところもある。

今、話した福祉の方ですか、それがまとまっていると、それをこうし

たらこういうふうになりますよというのを示してもらった方が良いと思

うのですよね。

民生部の方にも確認をして、それぞれ入っているところも含めて確認

をして、多分今、民生部では廊下で繋がっていますけども、離れている

ことで、こういった不便性があるとか、やっぱり、町民の方に迷惑掛け

ているところがあるというものがあろうかと思いますので、それらをま

とめたものは資料として提示をさせて頂きたい。

今、一緒になったことによって、こういったメリットも有りますとい

うことも含めて資料をまとめて提示をさせて頂きたいというふうに思い

ますので。

議事堂の件のところの質問の欄に、大空町の様に多目的に使えるよう

にという、多目的という言葉が資料２の方に行ってはいけないかもしれ

ませんけど、例えば、憩いの場としての庁舎というために、喫茶室だと

か食堂を作るとか、簡易図書室を作るとか趣味の作業室をつくるとか
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

福田委員

色々、多目的にというと。

私が出したのです。

何を目的にね。

私が説明します。

私が実際先月、大空町の議事堂を使わせてもらったのですが、会議に。

今のこちらの議事堂みたいに階段にはなっていますけど、あれをスパ

ーンと１つのフロアにまとめるのですよね。

そうすると、我々が会議をしたいという時には、それらは平らになり、

フロアになって、ひな壇が無くなるのですよね。

そういう意味で多目的ということで、そういう会議室にも使えるよと

いう意味での多目的、あるいは色んなフォーラムとか、そういう時にも

出来るし、あるいは災害時にはそこが対策本部になるだろうし、そうい

った意味で多目的と使ったのです。

おわかりでしょうか。

はい。

大空町の議会議事堂につきましては、我々も１度見させて頂きまして、

床が電動油圧で、地下の方に収納される仕掛けになってございます。

それで、ひな壇の床が下に行った代わりに今度フラットの床が油圧で

上げられるという、そういった複雑な仕組みになってございます。

ただ後で考えると、傍聴席がどうなるなかという気がして。

大空町の場合は、傍聴席がスライドで壁の奥に収納される。

奥には行くのですけど、どうなのかなと思って。それで、議員だって

１４人ですからね。そんなに大きなひな壇は要らないと思うし。

これは、根本的な問題ですよね。

議事堂の機能を庁舎と一緒にするのか別にするのかは、もっとも、こ

の議員の皆さんの検討委員会で議題になっている、論点になっているの

だろうと思うのですよね。

これを私なんかは、別々の方が良いとか一緒の方が良いなんていうの

は、中々まとまりませんですね。

議事堂の造りなんていうのが、どれだけのものが有れば良いのか、こ

んなひな壇になっているところが、真っ平らなワンフロアの議事堂だっ

て、たまたまにテレビに出ますよね、あの程度で良いだとか、もう言い

出したら切りがないくらいなので。

でも、根本は一緒にするかしないかが大前提ですから、それによって

4,500㎡が6,000㎡になるのか、３２億だから、それ以上にはならない

のだと思うけど、一緒にしてもね。

逆にバラバラにしたら、３８億掛かるとか、その辺はこれからの検討

委員会の中から示されるのでしょうけどね。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

広島総務部長

金額の問題はちょっと別ですけれども、一緒にするかしないかで一番

変わって来るのが、床面積ですね。

仮に、一緒にして、上に持って行った場合、土地が他に、例えば駐車

場ですとか、有効利用出来るということでございまして別棟で建てると

しても、現在の方式ですけれども、それぞれの床面積が取られて、取ら

れてという言い方は失礼ですけれども、駐車場が狭くなってしまうとい

うことがございます。

その分については、議会の方で何が一番良いのか効率的なのかという

のはご議論頂いている最中だと思いますので。

先程示された4,500㎡というのは、議事堂も含めた。

はい。

ですね。

概ねの総工事費も全部入ったもの。

１つの庁舎としてのね。

ただ、今、議会の特別委員会の方に協議を頂いているのは、議会機能

として必要なものを挙げて頂きたいと。

別棟が良いのか、同じ１つの庁舎の中で良いのかというのは、これは

また機能が備わっていれば、別棟でなくても良いだろうということもあ

って、議会として必要な機能について報告を頂きたいということで、後

の問題は、セキュリティの関係があるので、そこをどうするかも含めて

議論頂ければ、どういった形が望ましいのかは、ここの場でも協議を頂

きたいと思っていますし、行政側でも協議した中で、また議会は議会の

意見として伺いしますけれども、別棟になるのか、一緒の棟の上になる

のか、そんなの別として、これは一定の方向性は出したいというふうに

は思っていますけど。

ということですが、福田さん。

はい。

今のは。

今のは、分かります。

分かりました。

おそらく別棟ということは出て来ないと思うのですけれどね。会議室

と議会関係の会議室を、１つ欲しいとか、２つ欲しいとか、議員控室を

会派別にしてくれとか。

そうですね。

機能を求めているので、例えば委員会室はこの程度必要が、全員協議

会を開けるような会議施設とかというような形で出て来る。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

広島総務部長

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

そういう検討だと思うので、今のところはおそらく、同一庁舎という

ことになろうかと。

行政側としては、その機能を担保してあげれば良いというふうに考え

ていますので、その担保の仕方が別棟でなくて、やっぱり担保出来ます

よねということであれば、出来れば１つの中にまとめるという方向が望

ましいのであろうというふうには考えていますけども。

私が出した意見は、議場の部門でございまして、議場の部分を色んな

面で使えるようにして欲しいという。

例えば、ひな壇は要らないよと、先程出た、そういう議会もあります、

議場もありますので。

道議会なんかでも、フラットな面でやっているのもありますからね。

議会、特別委員会の中で今、協議頂いていますので、どういった形で

出て来るかということを踏まえて、この協議は、もう少し先になるかな

と思いますけど。

よろしくお願いします。

その他皆さん、何かご意見、言いたいこと、ございますか。

無いようでしたら、次の求める機能について、２番ということで。

議題（２）新庁舎に求める機能について

はい。資料番号２と右上に書かれたＡ４縦の資料をご覧頂きたいと思

いますけれども、こちらは資料１番と同様に新庁舎に求める機能につき

ましても、前回の会議でご意見を頂きたいとお願いしておりまして、取

りまとめたものでございます。

今会議では、このご報告を致しまして、追加意見など有りましたら、

合わせてお聞きしたいと思っております。

なお、先程来から、ご説明しておりますけども、役場庁内の方も、今、

庁内の新庁舎に係る検討委員会を設置しておりまして、そこでも新庁舎

に必要な機能について議論を別途しております。

その会議での意見と合わせまして、基本構想に反映をさせて行くよう

なこととなりますので、ご承知置きを頂ければと存じます。

それでは、資料の説明をして参りますけども、「安心」「親しみ」「便利」

と３つの項目に分けてご意見を頂きました。

「安心」につきましては、防災拠点としての役割としては、５項目そ

れぞれ記載のとおりですけれども、情報の発信基地ですとか、緊急時に

対応出来る防災用資機材の保管ですとか、また会長が先程来からおっし

ゃっていますけども議場を災害対策本部に活用出来るというようなアイ

ディア、また日照率が高く降水量が少ないという特徴を活かした、ソー

ラーパネルの機能、また耐久性、耐震性が高くて、ランニングコストを

抑えた造りにというようなことで、５項目頂いております。

セキュリティ機能の強化と致しましては、情報セキュリティ対策が日

常的に行われるような造りにしてはどうかと。

また、バリアフリーにつきましては、障がい者や高齢者のために全階

をバリアフリー対応にして、車いすにも対応出来るエレベーターの設置
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

をというようなご意見を、それぞれ頂きました。

１枚めくって頂きまして、「親しみ」という項目につきましては、大き

く１点目が憩いの場としての庁舎ということで５項目。

喫茶コーナーですとか、簡易図書室、趣味の作業室、花や木のある庭

そして公園又は東屋の設置というようなことで５項目頂いております。

大きい２点目として、協働を可能にするスペースということで３点。

協働を可能にするスペースは用意しても、業務スペースは、しっかり

区分することですとか、また町民の皆さんと供用する会議スペース、し

ゃきっと内の活動室や３階のフリースペースのような広場のイメージ。

３点目として、議場を町民のための各種フォーラムや講演などに利用

出来ないかというアイディアも頂きました。

「便利」という機能につきましては、大きく４項目有りまして、１点

目が、窓口機能の強化ということで、職員にとっても効率良く仕事が出

来る環境づくりが１点目。

２点目として、窓口を一本化して、ワンストップ行政サービスの充実

を図れないか。

３点目が、町民ポータルサイトの充実ということで、３点頂きました。

大きい２点目の窓口機能の明示ということで、ワンストップも視野に

入れ、各部の窓口が分かる様なボタンを押すと配置が分かる様な機能を

整備してはどうか。

そして３点目が金融機関、金融機関の窓口の設置そして庁舎分散化の

解消ということで、経済部の統合は当然ではないでしょうかというご意

見も頂きました。

これが繰り返しですけれども、こちらのご意見は全てお預かりをさせ

て頂きまして、事務局で基本構想の方に反映出来るもの出来ないもの含

めまして検討をさせて頂きたいと思っております。

また、まだ少々お時間ございますので、この場でもご意見有れば追加

で頂いて参りたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、これは前回頂いた資料の２からですね。

安心、便利。

はい、そうです。

コンセプトからですね。

コンセプト。

はい。ご意見とか補足のご意見などありましたら、お伺いしたいなと

思います。

防災拠点としての役割、まずそこから行きましょうか。

今ここに出ている意見の他に何か皆さんの方で、これはどうだとか。

ちょっと考えてみたけど、屋上、例えば防災の場合からヘリポートと

いうのは出来るのかどうかですよね。

あの、相当な広さ。

スペースですよね。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

廣田庁舎建設担当主査

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

広島総務部長

遠國庁舎建設主幹

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

中川（寿）委員

広島総務部長

中川（寿）委員

広島総務部長

中川（寿）委員

広島総務部長

後、周りに高い建物が無い。

どちらからでもアクセス出来るとか、そういった条件の整備が出来れ

ば可能だと。

例えば、ヘリポートでしたら、この辺だと河原に降りるか自衛隊のと

ころとかしか無いので、本当に市街地がやられた場合にヘリポート作っ

ておくと便利かなとも思うのですけど、ちょっとその規模が分からない

のでね。

4,500ｍと言われても、平面でどれくらいになるのか分からなかったの

で、出さなかったのですけど、もし、そういう取れるとしたら、このパ

ネルの方とはちょっと相反するところあるのですけど、そういうことも

考えてはみたのですけど、書かなかった。

ヘリポートが設置されているのが多いのは病院が多いですね。

たしか、北見日赤にもございまして、どちらかというと救急搬送され

た方、入院されている方が、容体が悪くなって他の病院に転送されると

いうことが想定されます。

だから、防災面を考えると、救急車が走れなくなるというそういう面

を考えた場合に担架で運んでダーと行けるかなということも考えてみた

のですけどね。

その辺は、ちょっと考えた。

そうですよね。

ご意見頂戴したいと思います。

ありがとうございます。

他に何かございますか。

防災拠点の観点かどうかちょっと分からないのですけども、多くの施

設というか、いわゆる除雪車ですとか、車庫、あれをどんなことになる

かというのは実は土地の面積の敷地の関係とか非常に大きいのではない

かと気がするけど、今どんなふうにお考えでしょうか。

今、車輌センターの方に。

車輌センターをどうするかという。

それはですね、多分ここに持って来ると敷地的には足りないだろうと

いうふうに考えていますので、車輌センターは報徳の方でそのままとい

う形になろうかと思います。

報徳の方に。

はい。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

遠國庁舎建設主幹

中川（寿）委員

大津副会長

森会長（司会）

大津副会長

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

当然、過去はここにございまして、しゃきっとプラザ。

大きな震災があるとすれば大地震それから噴火そして豪雪だろうと思

いますよね。

水に関して言うと、この役場庁舎周辺は、そう大きな被災というのは

感じてはなく、考えづらいかなと思うので、実際防雪だとかの時に職員

が出て来られない状況になってしまったというのは、僕もこういう仕事

しているので、どんなやり方が良いのかなと思って、考えあぐねている

というか、自分の中でも結論出ていないですけどね。ここに書いてある

ことは、すごく良いことが書いてあると思っていました。

それと１点、ちょっと関係ないのですけど、過日、商工会議所の常任

委員会を開きまして、この件を常任委員会の方にも皆さんからの意見を

募ったところ、今現在出ている素案対しては、交付金を使うのは非常に

有効で有ろうということで、経済界としても、この計画に対して後押し

して行きましょうということで、決議をしました。一応、報告だけ申し

上げときます。後は、期間中にまとめ上げるのに、協力して行きましょ

うということであります。

はい。

はい、どうぞ。

安心の部のですね、ユニバーサルデザインの導入とありましたよね。

現庁舎には、玄関に一部のスロープが設置されていますが、エレベータ

ーの設置は庁舎全体として、高齢者や障がい者その後、幼児子どもの配

慮は充分ではないですとおっしゃっていますけれども、その辺の取り組

みはどういう、どうなっていますか。

はい。

一定規模、確か、2,000㎡だったかと思いますけれども、それを超える

一定規模の建物を建てる場合、入れなくてはならない機能が、まさにユ

ニバーサルデザインでございまして、当然、その中には公共施設も当然

入れて行かなければならない、これからの時代ですね。

過去の建物は致し方ないとしても、これから建てるものについては、

導入しなさいよという国の考えがございます。

となりますと現在、役場庁舎には、そういった機能、ほとんどござい

ませんので、例えば、入口に段差が生じるのであれば、緩やかな長いス

ロープを設ける、それは当然、導入して行きたいですし、廊下につきま

しても、手すりそれと視覚に障がいをお持ちの方のために点字ブロック

ですとか、誘導する様なものあるいは、口答での誘導するものもあるの

ですけれども。

車いすで容易に行き来出来る様に通路の幅が現状狭い状況になってい

ますから、ゆとりを持たせた広さそれと曲がるにしても、緩やかに曲が

る様な機能、エレベーター、そういった機能を当然取り入れて行く様な

ことを基本的に考えてございます。

はい。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

福田委員

広島総務部長

福田委員

広島総務部長

福田委員

広島総務部長

福田委員

広島総務部長

福田委員

遠國庁舎建設主幹

福田委員

広島総務部長

遠國庁舎建設主幹

福田委員

遠國庁舎建設主幹

①－１に迅速な情報提供と内容の充実、情報発信基地という、これも

もっともなことで、これは最大のなくてはいけないのでしょうけども、

と言って、先程あった除雪車だとか、備品だとか何とか、何もかもがこ

の周辺にあったら、ある必要はないと思うのですね。

それは、それだけのスペースが必要なわけですから、それぞれのとこ

ろにそれぞれが機能的に動ける様な、それを使いこなせるだけの情報発

信基地がこの庁舎内に出来れば良いのであって、何もかも多機能にする

必要が無いと思うのです。分散しても、それは構わないと思うのですよ

ね。

①－２のところの、余談ですけど、医薬品だとか、機材の保管とかあ

りますけど、今最近、北見で話題になっているＡＥＤは、美幌は上手く

なっているかどうか分かりませんし、あれ、あんなに維持管理にお金、

費用掛かるのですか。

うちは全部リースですね。

北見の場合は買い取りなので、それを定期的に。

うちの場合はリースですから、何年来たら交換というのが全部。

うちは切れているものは、一切ございません。

相当費用が掛かるのですか、１台につき。

１台につき５年リースで、多分５０万くらいですかね。

５０万。

結構、リース料は高いですよね。

パットや何かも電池も結構高いです、ＡＥＤというのは。

年、単純に年１０万。

２台で５０万くらいです。

２台で５０万。

当然、電池ですとかパット。

それ美幌に、何台くらい有るのですか。

台数、十何台有るのかな、今。

先日、北海道新聞の方で人口２万人以上の市町のＡＥＤの状況、確か

記事で出ていたと思うのですけど、美幌町の台数全て期限切れはござい

ませんよという記事、載っていたかと思いますけれども。

まあ、それはリースだから、当然無いのでしょうけど。

はい。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

福田委員

遠國庁舎建設主幹

福田委員

遠國庁舎建設主幹

竹下庁舎建設担当主査

遠國庁舎建設主幹

福田委員

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

白石委員

福田委員

実際、何回くらい使われているのですか。

使われているということは、使われない方が良いです。

使わないのは勿論良いですけれども、現実にどれくらい使用されてい

るのですか。

使ったって、逆に。

庁舎ではないですが。

聞いたことはない。

はい。

ＡＥＤのは、それで終わりにします。

よろしゅうございますか、「安心」の部分。

ソーラーパネルというのは、馴染まないですね。

無ければ、「親しみ」の部分の方に行きたいと思います。

よろしゅうございますか。

私も先程ちょっと言いましたけど、喫茶室とか、食堂だとかというも

のの必要性というのは、どういうところから出て来るのですか。

これ、私書きました、４点までね。

役場に親しみを持つということ、みんながここに来やすいという部分

で、例えば、札幌とか行くと、支庁の中に食堂があって、一般の市民の

方も行って食べたり出来るのですよ。

そういう意味では、そういう施設がある程度あって、例えば、役場の

職員の方も利用したりとか出来るのかなとか思ったのと、そういう施設

が有ることによって、非常時の時にまずは役場へ行けば何か直ぐ何か出

来るよ、みたいなことに繋がるかなと思ったのが１つです。

後、私の思いだけですね。

例えば、せっかく行くのだから、ちょっと時間、待つような時間があ

ったら、簡易図書室みたいなのが有ると、本を読んで待ってられるかな

とか、趣味の作業室というのも、要するに、町民の皆さんが役場に行く

きっかけというか、そこに行ったら何かが出来るというものがあると良

いという思いだけで、１から４まで、私書きました。

私の考えからいきますと、例えば、趣味の作業室は料理出来るとか、

そういう施設のこととか、それ以外趣味ですから、いくつか、いくつも

あるのでしょうけれども、そういうものは、町民会館だとか、マナビテ

ィセンターとかあるいはスポーツセンターにもそれらしいようなものも

有りますけども、そういうところで充分利用して、であって、庁舎にな

ければいけないという、役場の庁舎に皆さん、何を求めて行くのですか、

一般町民は。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

白石委員

森会長（司会）

志布委員

日常の生活に行政と係わりある手続きだとか何か報告だとか、そうい

ったもの以外に役場に行くという理由は有るのですか。

別にお茶飲みに行くわけでないでしょうし、役場の図書館に本を借り

に行く必要ないと思いますよね。

そういう意味では、ないのではないかな。

そういうような施設を造る必要というのは。

そういう意味で白石さんはおっしゃっているのではなくて、役場に親

しみを持たせるために、そういうのを考えたら良いのではないかという

ことで。

役場に、そういう親しみを持たせる必要ありますか。

あるのではないでしょうか。

役場は冷たいとか。

そうなると切りがないですよ、サービスは。

切りがないから、アイディアとして出ているので、それはそれで。

全部通してくださいという意味ではないですけどね、私も。

必ずしも、何というか、おっしゃるよりも、そういうこともアイディ

アとしてありますよということであって、例えば先程、福田さんがおっ

しゃった運動施設が狭いと言われれば先程の民生を新庁舎に包括から社

協から移したら空きますから、運動施設をもう１階下に下げるというこ

とも出来ますよね、スペースとして。

その余った部分に、おそらく白石さんのおっしゃった様な趣味、サー

クルの使える様なところとか、育児室は、今、下に有りますけれども、

あれが狭いという話もありますし、そういうことは全て総合的に考えて

欲しいと思います。

だから福田さん、そういうアイディアとして出ているということで、

お聞きになって頂きたいと存じます。

どうでしょうか。

言わせてもらいますと、今のしゃきっとにある、えくぼさんも利用し

たいと思っても、土曜日にいつもお休みだし、ちょっと温かいコーヒー

を飲みたいといったら、自販機ですよね。

だから、自販機から缶々に入ったのとかペットに入ったのよりも、ち

ょっとやっぱり、ちょっとした100円コーヒーでも、今おとしたら出来る

のがあったりするから、自動でね。

誰か人が居て、100円のそれを買ってキュッとやると美味しいコーヒー

が飲めるのにとか思ったりするのですよ、女の人って。

時間があると、ちょっと話たり、ちょっと集まりするのも、しゃきっ

との３階を利用させてもらったりしていること有りますからね。

それが、離れるか、ふっつくか分かりませんけれども、そういう様な
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

志布委員

福田委員

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

中川（寿）委員

広島総務部長

スペースというわけではなくても、何かちょっと寄っていくそういうと

ころがあっても、まあ、しゃきっとに出来てしまうのだったら、そうい

うふうに有れば有ったで、そっちの方に流れて行けば良いことで、役場

にそこを絶対付けて欲しいとかでなくても、立ち寄りやすい場所が役場

の隣に有る、役場の中に有るとかというと、女の人がちょっと用を足し

たりする時、役場は土日休みですけれども、しゃきっとの中にえくぼさ

んを利用したいという気持ちがあっても、休みがあるということも実際

そういうこともあります。

「お昼、ちょっと利用したいな、でも今日土曜日、日曜日だよな」と

思うこともあるのも事実で、毎日やって欲しいとかではなくても、そう

いうふうに利用したい人も中にはあって、断念していると言ったらあれ

ですけど、自販機のお茶を利用しているというとこもあって。

はい、それはそうだと思うので。

その機能を役場庁舎の中にというのは、私は少し違うという意見です。

しゃきっとプラザとか何かにドンドン作るのは何の問題もないのです

けど、役場の玄関入って、今ある様な、ああいう売店が今後ともずっと

必要なのかといったら、私はそんなに必要ないような気がするのですよ

ね。職員さんのためであれば、それは職員さんの福利厚生施設と町民の

福利厚生施設とは、また目的が違いますから、別なところに作るなりす

れば良いと思いますよね。

でも、敷地の前に緑がいっぱいあるのは、大賛成ですけどね。

また無ければ、何かの時にそれこそ災害の時に空きスペースというの

は必要だと思いますけどね。

東屋はなくても良いですけど。

その次の、協働を可能にするスペースというのについては、いかがで

すか。

これはまだ意見の段階で、役場としての回答ということは出ていませ

んね、これね。

はい、そうです。

ということです。

無ければ、次の便利性について。

いかがですか。

金融機関の窓口というのが出ていますけれども、今も有りますけれど

も、収納だけですかね、あれは。

そうであって、これはおそらくＡＴＭを置いてくれとか、そういうご

意見だと思うのですが、多分ね。

収納の部分は有るので、おそらくＡＴＭを、銀行なり、信用金庫なり

を置いてくださいという意見だと思うのですが。

以前は確か、郵便局があったけども、利用額が少ないかということで、

撤去になったというように聞きました。

郵便局も北洋も有ったのですよ。

ただ、一定の利用料が無いものですから、維持費だけ掛かるので、撤
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

（引き続き）

広島総務部長

遠國庁舎建設主幹

福田委員

遠國庁舎建設主幹

倉知委員

福田委員

中川（寿）委員

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

中川（寿）委員

去させてくださいということで、撤去した経緯がそれぞれありますけど

も。

こういった部分は、役場では設置出来ませんので、金融機関さんの方

で、例えば、今後役場の利用する方が増えて、もしＡＴＭを設置しても、

採算が合うということであれば設置して頂けるかもしれませんし、今の

状況がもし、変わらないのであれば、おそらく設置は難しいのかなとい

うふうに思いますけれども。

まあ、これから３年も５年、今早くて３年後とか４年後の話ですけど、

もう５年後くらいになったら、銀行さんの業務というのはほとんどコン

ビニさんに負けてしまうのではないかという時代が、あっという間に来

ると思いますよね。コンビニさんのＡＴＭが、今１台が２台になるかも

しれない時代ですから。まして、コンビニ収納を頑張っている時代です

ので。

でも、窓口は無くならないかもしれないですね。

指定金融機関、今、美幌町は網走信金で、収納は必ず、どこの市町村

役場もございます。

よろしいのではないですか。

新庁舎のコンセプトとして「安心」と「親しみ」と「便利」と３つの

コンセプトがあって、その中で意見を出しているということですから、

検討して頂きたい。

コンセプトは間違っていないと思いますよ。

そうですね。

窓口のことに関して、これ、すごく良いことが書いてあるなと思って、

最初これだと思って見ていたのですけど。

例えば、人に余り知られたくないような相談をされる様な方も実は結

構いらっしゃって、意外に行政というのは無頓着で金融機関ですとか、

そういったところというのは、そういった方に対して一定程度配慮する

し、配置だとかたくさんあると思うのですけども、そういった方に役場

も、今回造るにあたっては、そういった配慮も考えても良いのではない

かと気はするのですけど。

しゃきっとプラザにもございますけれども、いわゆる相談の個室、個

室が良いのか、防音のパーティションが良いのか、ひとつその辺は詰め

切れてございませんけれども、当然プライバシーに配慮しなければなら

ないスペースとは考えて行きたいと思うことで防音についても、今後ご

指導頂きたいと思います。

他に何かありますか。

役場のプロジェクトは、デザイン上のコンセプトだとかも、何か考え

たりというのは、されているのですか。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

遠國庁舎建設主幹

中川（寿）委員

遠國庁舎建設主幹

中川（寿）委員

遠國庁舎建設主幹

福田委員

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

これからですね。

商工会議所でも、ちょっとその辺のこと話題になったのですけど、デ

ザインに対して色々な意見が出て、そういうことも聞いていった方が良

いのではないかと気がするのですけど。

この質問の中には入っていないので。

ぜひ。

デザイン、コンセプトみたいなもというのは、ある程度、町民の方に

も参考までに聞いてみたら良い気がするのですけど。

美幌らしさとか、そういった部分ありますけども、果たして何が美幌

らしさなのかというのは、それぞれ皆さん考えが有ろうかと思います。

そうですね。

木材たくさん、何％使うだとか、色々有るのでしょうけどね。

この場でも良いですし、お帰りになられて何か思い当たる、思い付い

たものがございましたら、随時というかその都度頂ければ、お受けした

いと思いますので。

ということで。

それでは、議題についてはこれで。

また、事務局よりご連絡あると思うのですが、いかがでございますか。

はい。

ご意見頂きましたので、これ預かりも含めまして１回会議では、基本

構想素案というようなものをお示し、また資料が必要だというご意見が

ございましたので、そういったことのご用意出来ればと思っております。

次回の会議ですけれども、歳末のお忙しい中、大変、大変恐縮ですけ

れども、１２月１８日の週と２５日の週の水曜日まででどこかで皆さん

のご都合一番合う時で設定したいと思いますので、今日お配りの資料の

一番下に日程調整表を付けておりますので、後日でも構いませんし、来

週水曜日あたりぐらいまでに、お電話、何でも、どういった状況でも構

いませんので、よろしくお願いします。

会議の開催については、別途、郵送等でご案内させて頂きますので。

この行革の会議、今年度、今日も含めて３回予定されている。

そうですね。

今日入れて、３回。

今日入れて、３回。

後残り２回。

年内に１回と。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

遠國庁舎建設主幹

森会長（司会）

遠國庁舎建設主幹

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

福田委員

森会長（司会）

福田委員

竹下庁舎建設担当主査

福田委員

竹下庁舎建設担当主査

福田委員

遠國庁舎建設主幹

２月頃に。

２月頃に。

年度内では２月が。

１月下旬か、２月の上旬には基本構想案、最終案というか案をご審議

頂くような。

また、来年度に入りましたら、引き続き、今度は基本設計に入って行

きますので、先程おっしゃいましたデザイン関係なんかも含めて、もう

ちょっと具体的な議論になっていくと思いますので、そちらもご協力頂

ければと考えております。

はい。

ということで、お手元に日程調整表というのが有りますので、お書き

になられる方は今日出して頂いて、近しい方は後ほど郵送なりお持ち頂

くなり事務局にお届け頂きたいなと。

よろしゅうございますか。

まだ。

まったく関係ない。

もう、終わりですね。

終わりです。

２分くらいしゃべるだけ、聞いて頂きたい、役場の方に。

ホームページのことですけど、町長の「おもいつき」が今月で終了す

るということで、まだ１年ちょっとしかやっていませんけれども、今年

は１回しかなかった。大変お忙しいからということで止めるということ

ですけど、これは残念だなと思うこと。そのクレジットなるあれは来月

からは無くなるのですかそれともずっと残っちゃうのですか。

今日までで、明日からは。

なくなっちゃいますか。

はい。

あともう１つ。

実は、美幌保育園＆東陽保育園、１２月の行動予定という新しい記事

が配信されたのですけれども、日付が１１月２８日、今日は３０日です

けど、配信されたのは、２０日ちょっとくらいに配信されているけど、

まあ、日付のことですから、大した問題ではありませんけれども、日に

ちが違うなという小言を言おうかなと思ってＥメールを指定のアドレス

に入れましたら、受け付けられなかったのですけど、どうしてなのかな

と思って、ちょっと調べてください。

はい。



25/ 25

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

福田委員

竹下庁舎建設担当主査

森会長（司会）

それをどうしてなのかなと思って、暇だったものですから、ＲＳＳを

クリックしたら、画面が全部文字化けしていたのですけど、ちょっとみ

っともないので、ホームページ管理されている方、文字化けは簡単に直

せると思いますので、直して頂いた方がめったに裏を見る人はいないと

思いますけども、たまに暇な人、見るかもしれませんので。最近気が付

いたのは、ホームページで気が付いたのは、その２点です。

それだけ。

ありがとうございます。

確認させて頂きます。

それでは、今日はこれで終わりたいと思います。

どうもご苦労様でした。


