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様式第1号(第5条関係)

会 議 録

会 議 の 名 称 平成２９年度 第４回美幌町行政改革推進委員会

開 催 日 時
平成２９年１２月２６日（木）

１８時３０分 開会   １９時３２分 閉会

開 催 場 所 しゃきっとプラザ会議室２

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、

志布委員、白石委員、早川委員

欠 席 者 氏 名 福田委員、中川寿一委員

事務局職員職氏名
広島総務部長、遠國庁舎建設主幹、中尾財務主幹、小室政策主幹、

廣田庁舎建設担当主査、竹下庁舎建設担当主査、

議 題

１ 美幌町財政運営計画について

２ 美幌町新庁舎建設基本構想素案について

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)
－

資 料 の 名 称

【書類番号１】第２次美幌町財政運営計画

【書類番号２】美幌町新庁舎建設基本構想素案

【書類番号３】保健福祉Ｇ・児童支援Ｇとの連携状況

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）

森会長（司会）

森会長（司会）

広島総務部長

【１ 開会】

ただ今より、平成２９年度第４回美幌町行政改革推進委員会を開催し

ます。

【２ 会長挨拶】

今日は４回目でございますけれども、今日の議案はお手元にある第２

次美幌町財政運営計画ということについてですけれども、これは新庁舎

を加味したということで、後ほど事務局の方に説明を受けたいと思いま

す。その次に新庁舎の建設基本構想素案ですけれども、これは前回まで

の皆さんのご意見なんかを加味したものだそうでございますので、後ほ

ど事務局より説明を受けますので、質問があれば、発言を頂きたいと思

います。

どうぞよろしくお願いいたします。

【３ 議題】

それでは事務局より。

はい。それでは。

本日は、年末の何かとお忙しい中、この暮れに会議を開催させて頂い

たこと、お詫びを申し上げたいと思いますし、また、参加頂きましたこ

と、感謝を申し上げたいという風に思います。

今、森会長の方からお話しがありましたけれども、本日につきまして

は、役場庁舎或いは消防庁舎を含めた美幌町財政運営計画についてのご

説明と、役場新庁舎の建設基本構想の素案について、この２つについて

ご説明をさせていただきたいという風に考えております。

まず１点目の美幌町財政運営計画でございますけれども、現在平成

２５年から平成３４年度までの１０か年の計画期間に載った第２次財政

運営計画の期間中でございます。前回と言いますか、昨年、この委員会

でもご審議いただきました美幌町公共施設等総合管理計画、この計画の

中で示されております今後１０年間で検討すべき公共施設の整備と、こ

れらを含めたものの計画をした際に財政的に問題がないかどうか、或い

は健全な財政運営が維持できるかどうか、これらについての計画の見直

しを行ったところでございます。庁舎建築議論の中においてですね、財

政的な見通しの裏付けも必要であろうという風に考えておりますので、

今回この見直し後の計画を、説明をさせて頂きたいという風に考えてい

るところでございます。なお、今日ご案内をさせて頂きます美幌町第２

次財政運営計画、これは後期分の５年間になりますけれども、これにつ

きましては現在、行政の方で作成をいたしました状態でございまして、

今後パブリックコメントを行いながら、最終的に完成というような形に

なろうかという風に考えておりますので、一部、今日ご説明をさせて頂

く内容と変更が生じる可能性がございます。もし、変更が生じた場合に

ついては、またこの委員会の中で、再度ご説明をさせて頂きたいという

風に思っておりますので、ご承知置きを頂きたいという風に思います。

それから、２点目の新庁舎建設の基本構想の素案でございますけれど

も、以前配付させて頂きました美幌町新庁舎建設基本方針、これを基に、

前回委員の皆様から頂いたご意見と、それからその後開催をいたしまし

た庁内の検討委員会からの意見を加えて、素案としてとりまとめをした

ものでございます。本日、内容についてご説明をさせて頂きますけれど
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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

中尾財務主幹

も、後日意見シートにより意見を委員の皆様から頂ければという風に考

えているところでございます。

今後につきましては、この会議での意見、それから庁舎内の会議の意

見、そして、今、議会の中で審議をされております新庁舎等建設審査特

別委員会、これは恐らく１月に特別委員会としての考え方が示されると

いう風に考えておりますので、この意見を基に最終素案を案として完成

させて参りたいという風に考えているところでございます。

それでは、２点についてご説明をさせて頂きたいという風に思います

けれども、先ず、１点目の美幌町の財政運営計画について、中尾財務主

幹の方から説明をさせて頂きたいと思いますので、まず、資料番号１に

基づいてご説明をさせて頂きたいと思いますので、よろしくお願いをし

たいと思います。

【（１）美幌町財政運営計画について】

はい。皆さん御晩でございます。財務主幹の中尾でございます。本日、

貴重な時間を頂いてですね、現在改訂を予定しております第２次美幌町

財政運営計画、こちらの方の内容についてですね、ご説明の方をさせて

頂きたいと思います。

お手元に配付しております資料１ 第２次美幌町財政運営計画の一部

改定についてご説明の方をさせていただきます。

平成２４年度に策定いたしました第２次美幌町財政運営計画でござい

ますが、計画終了年度３４年度のうち本年度が前期計画期間の最終年度

となっております。前期計画期間の間、適正な債権管理をはじめ行財政

改革の推進や新たな町債発行の抑制による公債費の減少などに取り組ん

できた結果ですね、各指標において目標値を達成することができ、概ね

健全な財政を維持出来たと思っております。

平成３０年度から後期計画期間がはじまりますが、今後も人口減少や

少子高齢化がさらに加速するとともに、老朽化や耐震不足等により多く

の公共施設の整備が必要となるなど、極めて厳しい財政状況が今後とも

予想されております。

厳しい財政状況を念頭に置きながらも第６期美幌町総合計画の着実な

事業の推進、美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいた人口減

少問題の克服と地方創生の実現に向けた取り組み、さらには美幌町公共

施設等総合管理計画に掲載されております公共施設の整備を着実に実行

するため、３０年度以降も持続可能な行財政基盤を確保することが不可

欠であると考えております。

公共施設整備の事業実施にあたりまして、過疎対策事業債、辺地対策

事業債や緊急防災・減債対策事業債など、交付税措置の有利な地方債を

有効活用しながら事務事業の効率化や事業の選択と集中化を図ること

で、厳しい財政状況を乗り越える事ができると考え、現状にあわせてこ

の２次計画を改定し、後期計画期間の計画値を修正しております。

計画の主な概要についてご説明いたしますが、時間に限りがございま

すので、要点のみ説明させて頂きと思います。

まず、一頁から八頁目でございます。第１次及び第２次前期の総括に

ついて、青色が計画値、緑色が実績値、５頁以降は黒が実績値という形

でこれまでの取り組みの成果を振り返えっております。内容は記載のと

おりでございますので後ほど、お時間があるときにご覧いただければと

思います。
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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）

中尾財務主幹 ９頁以降でございます。こちらが第２章平成３０年度以後の５年間の

財政試算でございます。平成３０年度以降は役場庁舎をはじめ多くの公

共施設の整備を予定していることから、公共施設の整備概要を計画に記

載しております。２３頁目をお開きください。こちらを先に説明いたし

ます。二つ目の点でございます。こちらに平成３０年度以後に整備を予

定しております公共施設の事業名と金額を載せております。こちらの事

業の実施を行うという事で後期の計画値を修正しております。はい。ご

確認された方につきましては、再び１０頁にお戻りください。

１０頁の方にお戻りください。はい、よろしいでしょうか。こちらに

つきましても、青色が当初目標の計画値、緑色が今回修正後の計画値、

同じく１２頁以降は黒が修正後の計画値として表記しております。１０

頁から１４頁の内容につきましても、記載のとおりでございますので、

こちらの方も後ほどご覧いただければと思います。

１５頁目から１７頁。こちらにつきましては、平成元年から現在まで、

そして向こう５年間の美幌町の状況をグラフに示しており、財政状況を

判断する上で特に重要と思われる指標等でございます。こちらの３頁の

資料につきまして、本日は詳しくご説明の方をさせていただきたいと思

います。まず、はじめに１５から１７頁の３つのグラフの共通事項であ

りますが、平成元年から２８年度につきましては決算に基づいた金額、

指標ですね、平成２９年度は決算見込み、３０年度以降につきましては、

収支推計による額で試算をしております。先にご説明いたしました２３

頁に記載されております公共施設の整備をはじめ役場の各部局からのヒ

アリングにより今後必要と思われる事業等を含めて試算しております。

はじめに１５頁の３グラフで見る経常収支比率等の推移についてご説明

の方をさせていただきます。経常収支比率ということでございますが、

自治体のエンゲル係数、家計の消費支出に対する飲食費の割合というよ

うな形の指標でありまして、経常経費、固定費と言われるものに充当さ

れた経常一般財源の比率でありまして、財政構造の弾力性を判断する指

標でございます。この比率が少ない方が、自治体が自由な裁量で事業を

実施することができることになります。グラフ内の説明でございます。

青い棒グラフがですね、経常経費充当一般財源と言いまして、人件費、

物件費、維持補修費、公債費等の合算でございます。グラフの下の方に

その概要を書いております。緑の棒グラフが経常一般財源という名目で

あり、都市計画税を除いた地方税、譲与税、普通交付税の合算額でござ

います。赤の折れ線グラフが青色÷緑色の経常収支という形になってお

ります。経常収支比率のピークは平成１９年度が９０．５％という形で

ありましたが、その後、地方債の償還額が減少した事に伴い２７年度ま

では減少となっております。２８年度以降につきましては、毎年の地方

交付税の減少により若干率が上がりますが、ほぼ同率で推移し、平成

３３・３４年度には再び上がります。平成２８年度の全道平均が８７．

９、管内平均が８４．４、類団団体が８７．３という形で下の方に記載

しておりますが、比較年度の相違はございますが、美幌町は、各比率を

下回っている状況にございます。はい。次に次の頁、１６頁ですね、４

グラフで見る基金年度末残高の推移についてご説明させていただきま

す。平成元年度から３４年度までの各基金の推移を試算しており、棒グ

ラフの紫が財政調整期金、緑が減債基金、赤が公共施設整備基金の主要

３基金と言いまして、使い途の決まっていない、ある程度比較的自由に

使えるという基金でございます。青色が特目基金と言いまして、特定の
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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）

中尾財務主幹 目的にしか使えないという基金でございます。役場庁舎改築基金もこち

らに含まれております。平成２３年度以降、美幌町は着実に基金残高を

増やしており、平成２９年度末、今年度末が残高のピークを迎える事を

予想しております。３０年度以降につきましては、公共施設の整備等に

より基金は減少する事を予想しておりますが、その中でも、緑の減債基

金の棒グラフの部分見て頂きたいと思います。平成２９年度以後の減債

基金の額が増えておりますが、将来、増大することが予想される借金の、

地方債の償還の支払いに備えてですね、全体の基金が減る中でも、その

備えを減債基金の中で行っております。平成２９年度末の全ての基金残

高は４６．５億円という風に記載しておりますが、３４年度末は３８．

４億円と実に８．１億円もの基金が減少いたしますが、減債基金は平成

２９年度末３．９億から３４年度末９．６億円と５．７億円の積立、繰

替による増額を予定しており、その後、増額が予想される地方債の償還

金の備えをこちらの試算上でもしっかりと行っております。最後、１７

頁の５グラフで見る起債残高等の推移でございます。平成元年度から平

成３４年度末までの起債の借入額、償還額、残高、公債費比率、実質公

債費比率の推移を試算しております。グラフ内の青い棒グラフが、地方

債の、借金の借入額。その隣の茶色の棒グラフが地方債の償還額。緑の

棒グラフが地方債の残高を示しております。平成元年度から平成１６年

度までの赤の折れ線グラフが、公債費比率という指標であり、一般会計

が負担する地方債の償還額の割合を示した比率でございます。平成１７

年度からは、紫の折れ線グラフに変わっておりまして、実質公債費比率

に変更となっておりますが、一般会計が負担する地方債の償還額に加え

て、準元利償還金といわれる企業会計や一部事務組合への一般会計が操

出する額が、負担する金額も併せた指標という形で変更になっておりま

す。黄色ライン、赤いラインがそれぞれ横に引いてありますが、実質公

債比率で説明させていただきますと２５％を超えると財政健全化計画を

策定し自主的な改善努力による健全化を行い、赤色ラインである３５％

を超えると財政再生計画の策定により国等の関与による健全化を図るこ

ととなります。美幌町における起債残高の推移でございますが、平成５

年から１０年にかけては、茶色の償還額より青の借入額が超えている事

によりその上の公債費比率及び地方債残高が年々増大し、平成１６年度

末には起債残高が１６８億円とピークを迎え、公債比率は危険ラインを

超える２２．１％となりました。その後、償還額を超えることのないよ

うに、借入額を抑えた結果、地方債残高、実質公債費比率は平成２８年

度決算額まで着実に減少を続けております。平成２９年度以降は町民会

館、現在やっております町民会館の改築をはじめ、３２年度役場庁舎の

借入等により再び、借入額が償還額を大きく上回る状況となり、それに

伴い、地方債残高、実質公債比率は再び、増える事が予想されますが、

役場庁舎の整備が終了する平成３３年度末の実質公債費比率が７．１％

と、注意ラインの２５％を、まだ下回っている状況にあります。また、

平成３２年度以降の地方債残高は１１０億円を超える状況にはなります

が、役場庁舎をはじめですね、交付税措置の有利な起債を活用する予定

でございますので、残高の約半分は交付税措置されるという試算をして

おります。参考までですね、平成１０年度近辺の残高に対する交付税措

置額は約２０％でございましたので、この残高が１１０億を超えても、

平成１０年度近辺の当時とは実際に負担する額が大きく違うのが特長と

なっております。
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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）

中尾財務主幹

森会長（司会）

大津委員

竹下庁舎建設担当主査

中尾財務主幹

森会長（司会）

中尾財務主幹

森会長（司会）

先にご説明いたしましたように、安全安心な公共施設の整備をしっか

りと行いながらも、後年度に過度な負担を強いる事のないように、その

備えを減債基金で行い必要に応じて地方債の償還に充当する事を予定し

ております。

グラフで説明していただいた、今後の財政運営状況をまとめますと、

人口減少等による歳入の減少に加えて、高齢化の更なる進展による扶助

費、補助費等の増、更には老朽化・耐震不足による公共施設の整備によ

り、今後も大変厳しい財政状況が予想されますが、推移に示されている

とおり健全な財政運営は維持できると考えております。

ただし、役場庁舎をはじめとする公共施設整備の進捗状況が少しでも

遅れてしまうと、財源の見直し等により試算を超える収支不足が発生す

る事も十分に起こり得るため、庁舎の改築をはじめとする各種公共施設

の整備は、厳しいスケジュールの中でもスピード感をもった整備が必要

であると考えております。

１８頁以降の基本方針につきましては、策定段階の内容となっており

ますが、現状に合わせて一部内容を修正しております。

最後に財政運営計画の改定による今後のスケジュールでございます

が、現在、１２月２５日、昨日から来年１月３１日までパブリックコメ

ントで広くコメントをホームページ等で募集いたしまして、その後、２

月には改定の方を予定しております。

少し駆け足の説明となりましたが、以上で、第２次美幌町財政運営計

画の一部改定についての説明を終了させていただきます。

よろしくお願いいたします。

はい。どうも。

駆け足の説明でしたけれども、今始めて、今日見せてもらって、急に

は出てこないとは思いますけれども、また次回の時までに出てきました

ら、次回の時にでもお伺いしたいと思いますので。お帰りになってもう

１回ご覧になって頂いて、もし、どうしてもご意見等がありましたら、

次回に伺うことにしましょう。どうでしょう。

これ？（意見シート）

そちらは、基本構想の方でご意見を頂こうと思っていたのですけれど

も、財政運営計画につきましては、今主幹から説明がありましたとおり

パブリックコメントを実施中の状況で、あくまで説明の方をさせていた

だいたという体なものですから、これについてご意見を頂きたいという

ことではないのですけれども。

今パブリックコメントも実施中でございますので。

ご意見ありましたら、パブリックコメントの方でお願いします。

直接私どもの方に、ご質問等ございましたらお電話でも構いませんし。

今年度中、また開きますので、もし読む機会あれば、ご意見を頂きた

いと存じますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
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発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

中尾財務主幹

森会長（司会）

中尾財務主幹

森会長（司会）

広島総務部長

広島総務部長

遠國庁舎建設主幹

こちらの方も３４年度まで待たずに、もし大きな収支不足だとか状況

の変化がございましたら、いつでも改訂できるような計画となっており

ますので、その都度見直していくということで。

その都度こちらには説明を？

必要があれば、お伺いしたいと思います。

ということでよろしゅうございますか。

それでは続いて。

それでは、２点目の新庁舎の基本構想の素案について説明をさせて頂

きますけれども、今の財政運営計画、一言で言えば、過去に財政状況が

悪化をして、それぞれ当初予算の中で、マイナスシーリングで予算を組

むとかですね、補助金を一律１０％カットするとかというような形で、

厳しい状況があったのですけれども、そのような状況は起きないだろう

と言うことが、予想をした今の財政計画です。その一つの要因としては、

今まで起債の借入を抑えてきたと、で、ある程度基金を、保有をしてき

たということが１点とですね、一つは借り入れる起債の額が、当初厳し

いときと言うのは交付税措置の無い起債を借り入れしていたと。償還に

ついては全部一般財源で償還をしていくというものが、殆ど起債の借入

だったのですが、これから先、庁舎もそうなのですけれども、予定をし

ているのは、国からの交付税措置のある有利な起債の借入をするという

ことで、これが庁舎で言えば概ね元利償還金の２２．５％が国からの交

付税措置をされます。消防庁舎でいけば７０％が、交付税措置がされる

というようなことで、それぞれ、今事業が消防庁舎、庁舎、多目的も含

めて年度が重なっているのは、その優位な起債を使うのでたまたま時限

的に重なっているということで、これは後年度負担をきちっと軽くする

ために、ちょっと前倒しして建設をするということの計画でございまし

て、その中でもきちっと健全な財政運営というのが今後も出来ていくと

いうところが、簡単に言えば今回の財政運営計画の中で数値として示さ

れたものであるという風にご理解を頂ければという風に思っていますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。

【（２）美幌町新庁舎建設基本構想素案について】

それでは続きまして、二つ目の新庁舎の建設基本構想素案について、

担当の方からご説明させて頂きたいと思います。

はい。前々回でしたか、基本構想の前に、基本方針というのをお示し

いたしまして、説明をしてきたところでございますけれども、引き続き

皆様の意見をお伺いしながら、この度基本構想の素案を、今回皆様にお

示しするということになりましたので、私の方から内容について説明さ

せて頂きたいという風にございます。

それでは、資料番号でいきますと２になりますけれども、こちらの方

をお開き頂きたいと思います。

はじめに１頁でございまして、この基本構想の策定に至った経緯等を

含めての、町長の挨拶文となってございます。基本方針を基に、皆様の
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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 行政改革推進委員会での審議などを頂きまして、この構想を策定したと。

もう策定したという前提での挨拶文になってございますけれども。そし

て、本年につきましては、美幌町が１３０年目を迎えたということ。そ

れと、次の、更に次の庁舎、美幌町が２００年頃ということになります

ので、今の次の庁舎が、その未来に向けたものになっていくということ

を記載しているところでございます。

続きまして、２頁目は、目次になってございます。ご覧のとおりです

ね、全部で７章立てでの構成となってございますので、それぞれ章別に

ご説明をさせて頂きますので、よろしくお願いしたいと思います。

はじめに３頁の方になりますけれども、第１章でございます。第１章

新庁舎建設の必要性となってございます。こちらつきましては、先の基

本方針と大きな変更はございませんけれども、前回に加えて２点内容を

追加してございます。まず１点目につきましては、中段に表が記載して

ございますけれども、こちらにつきましては、今年度庁舎と議会議事棟

の耐震診断を実施した結果について記載してございます。基本方針を策

定した段階では、中間報告ということでございまして、最終的な数値が

１１月に出たことによりまして、確定の数値を、掲載をしてございます。

２点目につきましては、一番下に（３）で書いてございますけれども、

庁舎の事務機能等の課題ということでございまして、基本方針の方では

ですね、役場庁舎別館、経済部と農業委員会が入ってございますけれど

も、そこが分散化しているということでございましたけれども、この度、

しゃきっとプラザの方に、民生部の一部、保健福祉グループと児童支援

グループがございますので、そちらも含めての分散化ということを記載

しております。続きまして、１枚おめくり頂きまして、４頁になるので

すけれども、２番目の新庁舎建設の必要性ということでございますけれ

ども、基本方針におきましてはですね、耐震性が不足しているというこ

とを中心に書いてございまして、その趣旨とは大きくは変わってはいま

せんけれども、町政全般にわたる拠点になるということとですね、少子

高齢化の観点ということも追加で、記載をさせて頂いているところでご

ざいます。

続きまして、もう１枚おめくり頂きまして、５頁でございます。第２

章の基本理念ということでございますけれども、こちらは、第１回目の

会議でもペーパーでお示しをしてございますけれども、改めて説明をさ

せて頂きたいと思います。平成２８年に、皆様の行政改革推進委員会の

中でご審議を頂きました、美幌町の全ての公共施設について総合的に管

理を行う美幌町公共施設等総合管理計画におきまして、美幌町の将来の

公共施設の目指す姿といたしまして「ひとがつながる場所（まち）」とい

うことで定めたところでございます。そこで定めた「ひとがつながる場

所（まち）」の実現に向けまして、そのキーワードであります「安心」「親

しみ」「便利」を、新庁舎においても、実施をしようということでござい

ます。そういった背景からですね、新庁舎のメインコンセプトを「施設

と人と未来をつなぐ空間」としたところでございます。

続きまして、６頁でございます。第３章の新庁舎の機能ということで

ございますけれども、先にご説明申し上げました３つのキーワードを基

に、前回会議で皆様から頂きました意見、更に役場庁内での検討委員会

で頂いた意見等を基にとりまとめをさせて頂いたものでございます。ま

ず１点目の「安心」でございますけれども、１番目の防災拠点としての

役割でございます。皆様から頂きましたご意見の中からですね、防災資
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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 機材などの保管ですとか、情報発信・共有などについて記載させて頂い

ております。具体的な防災機能については、先に作成いたします基本設

計の中でお示しする他に、ＢＣＰといいまして、事業継続計画というも

のを策定することになっておりますけれども、このＢＣＰと言うのは、

役場もそうなのですけれども、企業が災害ですとか、そういったことが

起きたときに、その機能を維持しながら被害を最小限に留めるといった

ことですとか、被害があったときにすぐ復旧をして事業を再開するとか、

そういったことを、計画を立てることになってございます。新庁舎の建

設に併せて、併行いたしましてそういった計画を、策定の準備を進めて

ございますので、そういった計画が定まりましたら、またこの会の中で、

お示しをさせて頂きたいという風に思ってございます。なお、前回の会

議の中で防災等に使用するヘリポートにつきましての意見を頂いており

ます。現在内部で検討してございますけれども、新しい庁舎につきまし

ては、３階、または４階建てを想定してございまして、そうなると、高

層ビルではないものですから、割と低い建物ということでございます。

そういった低い建物で、ヘリが離発着することによって、周辺に、具体

的に言いますとヘリが巻き込む風圧ですとか、そういったものが周辺に

与える影響が非常に大きいと言った問題もございまして、中々実現は難

しいかなという風には考えてございますけれども、いずれにいたしまし

ても、最終的な結論は、今後発注・作成いたします庁舎の基本設計の中

でお示しをさせて頂きたいと思いますので、ご了承を頂きたいという風

に思います。２番目のユニバーサルデザイン・バリアフリー機能につき

ましては、頂きました意見の中から、エレベーターの設置などについて

記載してございます。３番目のセキュリティ機能でございますけれども、

また頂きましたご意見の中から、情報セキュリティの部分について記載

をさせて頂いてございます。続きまして、２番目の「親しみ」でござい

ますけれども、同じく３項目を記載させて頂いております。１番目の憩

いの場でございますけれども、町民の交流を可能とする場を整備します

と記載をさせて頂きました。頂きましたご意見では、具体的な用途をご

提案頂きましたので、例えば整備した中で交流スペースがどのように活

用出来るかといったものを、今後、基本設計を策定する段階で、委員の

皆様のご意見をお伺いしながら進めて行きたいという風に思ってござい

ます。２番目の協働の推進でございますけれども、町民の皆様との会議

ですとか、それ以外にも使えるといったスペースを考えてございます。

イメージといたしましては、現在しゃきっとプラザの３階のロビーと言

いますか、フリースペースというような広場というご意見も頂いてござ

いましたけれども、それにつきましては、先ほど申し述べました１番の

憩いの場で整理させて頂きたいという風に考えてございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。３点目の省エネルギーでございますけれ

ども、環境配慮と新エネルギーの活用について記載させてございます。

具体的には、最終的にまた出てくるのですけれども、色んな中での検討

案は、基本設計の方でさせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いし

たいと思います。１枚めくって頂きまして、７頁でございまして、３番

目の「便利」でございます。ここでは、４点記載させてございます。１

点目の窓口機能の強化につきましては、ご意見にもございましたとおり、

町民や職員が利用しやすい配置を設置するということで、予定でござい

ます。ワンストップ窓口についてご意見を頂きましたけれども、そちら

につきましては、現在役場内部で研究中でございまして、新庁舎の建設
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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 に向けまして、現在窓口部門で携わっている職員の中で、窓口部会とい

うのを設置いたしまして、そちらの中で具体的にどういったものが出来

るかというのは検討して参りますので、よろしくお願いしたいという風

に思います。２番目の執務機能でございますけれども、こちらは先ほど

申し上げましたけれども、別館の経済部・農業委員会に加えまして、し

ゃきっとプラザの民生部の一部も集約するということを、記載をさせて

頂きました。

ちょっと飛びますけれども、１枚ものになります資料３というのをご

覧頂きたいという風に思います。横書きになってございます資料３でご

ざいますけれども、この大きく２つの枠の箱がございますけれども、右

側がしゃきっとプラザで左側が庁舎というイメージになってございま

す。下の方の説明書きにもございますけれども、昨年の転入・転出・転

居・保健の異動の手続きの総件数が、３，１００件ということでござい

ましたけれども、その内約３５％の１，０８５人が、しゃきっとプラザ

の中の民生部の窓口で手続きを行っているというデータがございます。

その方々につきましては、２歳未満のお子様を連れた方ですとか、６５

歳以上の方ですとか、障がいを持たれているという方が主でございます。

その他、住民の皆様だけではなくて、職員間でも、左右の矢印がござい

ますけれども、民生部だけではなくて、例えば公営住宅担当、シルバー

ハウジングと載せていますけれども、高齢者の方に相談に来られた方は、

実際の手続きは役場の方に行って手続きをされるとか、教育委員会、児

童生徒の健康保健活動につきましても保健師の方に相談が来られ、更に

教育委員会の方に行くといった双方向の関係がございます。どうしても

距離的な関係、ご不便をお掛けしているという部分がございますから、

今回の新庁舎の建設に併せて、民生部の機能を新庁舎に統合するという

ことにさせて頂いております。同じく赤い四角の枠で括ってございます

けれども、保健福祉の総合窓口といたしまして、現在同じフロアの中で

社会福祉協議会さん、地域包括支援センターさんが入居してございます。

相談の窓口が近くにあるという非常に利便性がある部分がありますし、

森会長の方からもご意見を頂いておりまして、民生部が移動する際には、

社会福祉協議会さん、地域包括支援センターさんも含めて新庁舎の移転

を検討させて頂きたいという風に考えてございますのでご理解をお願い

したいという風に思います。

もう一度、先ほどの資料２の基本構想の素案にお戻りを頂きたいとい

う風に思います。３番目の駐車場でございますけれども、現在の来庁者

の方々と公用車の駐車スペースは維持をして参るという風に考えてござ

います。４番目の議会機能でございますけれども、こちらにつきまして

は、現在議会の方で美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会の中で審議

を頂いている最中でございまして、１月中には中間報告を頂ける予定と

なってございます。その内容をもって、ここに記載をさせて頂く予定と

なってございます。その内容につきましては、またこの委員会の中でお

諮りしていきたいという風に考えてございますので、よろしくお願いし

たいと思います。

１枚おめくりを頂きまして、８頁の第４章新庁舎の基本指標というこ

とでございます。こちらは大きく３点記載してございまして、１点目に

つきましては、職員数及び議員数ということでございます。こちらにつ

きましては、現在の数値を記載してございまして、そのままの数値を指

標とさせて頂きたいという風に考えてございます。まずは、今居る職員
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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 の数、更に今いらっしゃいます議員の数をそのまま入居するということ

が、必要があるということでございます。もう一つは、前回会議でもお

話しをさせてございましたけれども、人口が今後減っていった場合でも、

同じスピードで職員も減るということではないということでございま

す。ただし、年数が経つことによって、職員も減少が想定されるという

ことでございますけれども、仮にそういったことが生じた場合、スペー

スが空きましたら、町民の皆様を含めて開放ができるようなスペースに

変更できるような柔軟な設定が行える建物にしていきたいということを

記載させて頂いてございます。１枚おめくり頂きまして、９頁でござい

ますけれども、２番目の新庁舎の規模でございます。こちらにつきまし

ても、基本方針と変更せずに、４，５００平米をひとつの目安とさせて

頂いているところでございます。もう１枚おめくり頂きまして、大きく

３点目の新庁舎の位置でございます。こちらも、基本方針と変更はして

ございません。点線で括ってございます現在の敷地内での建設をすると

いったことを記載してございます。

続きまして１１頁になりますけれども、第５章の複合化でございます。

基本方針の方では、美幌町公共施設等総合管理計画におきまして、今後

１０年間で更新等を検討する主な施設との複合化は、大変厳しいと表現

をさせて頂いておりました。その掲げた６つの施設の内、併設が可能と

考えられる施設が図書館でございました。その後、図書館を利用される

方の声ですとか、教育委員会の方で考えてございます今後の図書館の在

り方などから総合的に考えまして、庁舎と併設することによって、本来

の図書館の機能ですとか、利便性が低下するということが招ねかれると

予想されることから、図書館との併設は望ましくはないと言うことを、

結論付けをさせて頂いております。ただし、前回の会議で新庁舎の機能

についてのご意見を頂きました移動書庫の設置については、検討して参

りたいという風に考えてございます。続きまして１２頁でございます。

２点目の他機関との複合化でございます。先ほどしゃきっとプラザ内の

民生部の移転についてご説明を申し上げましたけれども、保健福祉の総

合窓口機能を確保するためという観点から、社会福祉協議会さん、地域

包括支援センターさんの新庁舎への移転についても、検討させて頂きた

いということを、記載をさせて頂きます。また、今後の議論になります

けれども、町が設置してございます公共施設をご利用されている団体な

どの移転についても、検討して参りたいということを、記載をさせて頂

いてございます。３点目の移動した後の公共施設でございますけれども、

美幌町公共施設等総合管理計画に基づきまして、有効利活用を庁舎建設

の議論と同時進行で検討して参りたいということを記載してございま

す。

続きまして、１３頁でございます。第６章の建設事業計画でございま

す。１点目の事業費の規模及び２点目の事業手法につきましては、先の

基本方針と変更がございません。事業費につきましては、華美な装飾を

せず、無駄を省き、建設費の抑制に努めて参りたいということでござい

ます。続きまして、１４頁でございます。３点目のスケジュールについ

てございます。こちらにつきましても、基本方針とは変更はございませ

ん。平成３２年度までに完成をさせるといった非常に時間が無い中での

庁舎建設でございますけれども、先ほども説明がございましたけれども、

優位な財源措置でございます公共施設等適正管理推進事業債の時限でご

ざいます平成３２年度までに完成をさせるといったスケジュールになっ
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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）

森会長

遠國庁舎建設主幹

森会長

広島総務部長

てございます。

最後に、第７章でございます。今後の検討課題ということで５点、掲

げさせて頂いております。１点目は、町民憩いの場についてのイメージ、

２点目は、具体的な防災機能について、３点目は、省エネルギーについ

ての考え方、４点目は、他機関の新庁舎への移転について、５点目につ

きましては、町のシンボルとしての庁舎となってございます。これらの

項目につきましても、今後、こちらの皆様の委員会の中でご審議をして

頂きたいという風に考えてございますので、よろしくお願いしたいとい

う風に思います。

以上、早口でございましたけれども、基本構想の素案の説明とさせて

頂きました。この素案のご意見につきましては、基本方針と同様、別に

お配りをしております、１枚の意見シートというものを用意させて頂い

てございますので、内容を更にお読み頂いて、ご意見ご質問等ございま

したら、後ほど担当の方にご提出を頂きたいという風に思いますので、

よろしくお願いします。期日につきましては、年明け１月１２日とさせ

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。

私からは以上でございます。

今説明がございましたけれども、ご意見はまた後ほど、来月の１２日

までにということですが、この場でちょっと聞きたいということがござ

いましたら、ご質問頂きたいと思いますけれども。

これからの意見は第７章で出てきそうな印象ですね。５点にまとめて

あるので。ここから。

新エネルギーというのは、どういったものを考えていらっしゃいます

か。

例えば、現在町民会館でも整備してございますけれども、地中熱利用、

ヒートポンプですとか、後は町の公共施設で言いますと、Ｂ＆Ｇプール

ですとか峠の湯びほろでは、木質バイオマスボイラーというのを使って

ございます。Ｂ＆Ｇプールにつきましては、ペレットボイラー、峠の湯

につきましては、チップボイラーでございますけれども、そういったも

のですとか、もっと言えば太陽光ですとか、中々実現は難しいですけど

風力ですとか、あと他のところでは家畜堆肥を使ったものですとか、あ

と雪を使った、雪を溜めて夏に冷やすといったそういった部分もありま

すけれども、費用対効果も含めて出来るもの・出来ないものにつきまし

ては今後判断をして、皆様と相談しながら判断していきたいと思ってご

ざいます。

太陽光も面積によるからね。

完成後のコスト計算をしなければならないと思うのですね。やっぱり、

省エネに取り組んでエネルギー対策に取り組んで、維持費が高くかかる

ということであれば、折角庁舎は優位な起債を使って建設をするのに、

維持管理経費がドンと出てくるということになると、これまた町民皆様

の財政負担になるので、それらも考慮しながら、どういった形が良いの

かは、最終決定をしていきたいという風に思いますけれども、いずれに

しても、維持管理費は低く抑えられる手法について検討していかなけれ
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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

遠國庁舎建設主幹

森会長

遠國庁舎建設主幹

森会長

遠國庁舎建設主幹

森会長

遠國庁舎建設主幹

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

森会長（司会）

竹下庁舎建設担当主査

ばいけないかなとは思っております。

みどりの村は何でしたか。

博物館はヒートポンプです。

エコハウスはヒートポンプでしたか。

エコハウスは太陽光から木質バイオマス、ヒートポンプの３点セット

です。

今おっしゃった中で費用対効果が高いのは。

ヒートポンプについては、技術的にも確立されていますから、効果は

高いという風に考えてございます。木質につきましては、効果は高いの

ですけれども、どうしても掃除の手間がかかるということと、あと、他

の役場の施設を視察してきたのですけれども、故障時の対応として、も

う一つ重油ボイラーをバックアップとして作っておかなければならない

というのがあるのですよ。それを含めて費用対効果がどうなのかという

ことを検討していきたいという風に考えております。

峠の湯も重油を用意しておりますものね。

峠の湯もＢ＆Ｇプールも油のボイラーがあります。

他に何かお聞きになりたいことがございますか。この際、ご説明の中

で、これだけは聞いておかなければならないことがありましたら。

これに、先ほども少しご説明いたしましたけれども、議会の特別委員

会の中で議会機能の在り方についての検討を頂いていますので、それが

恐らく１月の１７日の臨時会を、予定をしておりまして、その時にこの

とりまとめ報告が出されるという風に思いますので、その内容も加味し

た形で最終基本構想を作っていきたい。今回この中では議会機能が入っ

ていないので、それは議会側の検討結果を踏まえて、この構想に付加を

していくという形になろうかと思うのですけれども。

我々がその議会の検討結果をお聞きするのはいつ頃になりますかね。

次回の会議は２月の上旬頃を予定しているのですけれども、皆様から

頂いたご意見と、議会からの答申結果、あと、役場庁内の検討委員会か

らのものを事務局でとりまとめまして、この素案を修正して案として、

次回の会議でお示しをさせて頂きたいと思っております。

その際に、議会としてのご意見はこういうものだというのが説明頂け

るのですね。

はい。
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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）

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）

ということでございますけれども。よろしゅうございますか。

では意見シートで。

どんな些細なことでも構わないので、記入して頂ければなと。

今日はこれくらいでよろしゅうございますかね。

来月の１２日までだそうですから。是非率直な意見をお書きになって、

何でも良いですから。基本構想をお読みになった上で「こうして欲しい。」

「こういうのもあるよ。」ということでご意見をお寄せ頂ければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

【４ 閉会】

それでは、次回は。

２月の上旬頃になりますけれども、別途ご案内をさせて頂きたいと思

っておりますので。

２月の上旬。

２月の上旬頃になろうかと思いますので。また別途ご案内をさせて頂

ければと思います。

では、他に無いようでしたら、第４回目の会議を終わらせて頂きたい

と思います。


