
美幌町新庁舎建設基本構想（案）に係るパブリックコメント（意見公募）手続きの実施結果について

No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

1
P3 1-(1）

P7 3-(2）
庁舎が古く職員が効率よく快適に仕事をしているとは思えない。

 現在の庁舎は、昭和３５年に竣工し、本年で建築後５８年を迎えます。老朽化や耐

震性不足、庁舎の分散化やバリアフリー機能など課題を総合的に判断し、庁舎の建て

替えを実施することとしました。

 構想（案）に記載のとおり、新庁舎におきましては、効率よく円滑な業務が行える

執務環境を整備し、より良い行政サービスの実現に努めます。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

2 P3 1-(1）

【国が定める耐震基準とは、何のことでしょうか？】

 広報報美幌３月号「よくあるご質問と回答」欄に、「・・・いずれにせよ、国が定め

る基準・・」との回答がありますが、この基準とは、昭和５６年の改正建築基準法の

ことでしょうか？ それとも、その地域の地震発生の有無や強弱に関係無く、耐震強

度が震度６強に満たない役場庁舎については、強制的に立て替え新築義務が課せられ

ているような強行法規の耐震基準でしょうか？

構想については、原案

のままとさせて頂きま

すが、美幌町ＨＰの新

庁舎建設特設ページ内

の広報掲載記事バック

ナンバーを「”建築基

準法などの”国が定め

る基準…」と追記いた

します。

3 P3 1-(1）

【耐震強度不足の現庁舎は、そもそも違法建築物でしょうか？】

昭和３５年に現庁舎は、当時の建築基準法の規定により、耐震強度震度５で建築さ

れ、今日に至っています。その後、昭和５６年の建築基準法改正により、耐震強度が

震度５から震度６強へ引き上げになりました。つまり、この時点で当該庁舎が、耐震

強度不足の違法建築物になるのでしょうか？

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

 平成３０年２月１６日から３月１９日までの間、「美幌町新庁舎建設基本構想（案）」（以下「構想案」という。）について、パブリックコメント（意見公募）を実施したところ、３件（３０項目）のご意見をい

ただきました。いただいたご意見の内容と、それに対する町の考え方及び回答について、下記のとおりお知らせいたします。

 なお、今回のご意見の中には、新庁舎の具体的機能に対するご意見もありました。現時点で町が考えている見解をお答えいたしますが、それらご意見につきましては、基本設計（案）及び実施設計策定時に再度検

討させていただきます。

 国が定める基準とは、現行の建築基準法のほか、国土交通省が官庁施設の営繕を実

施するための基準として制定した｢官庁施設の基本的性能基準｣、｢官庁施設の総合耐

震･対津波計画基準｣、｢建築構造設計基準｣、などを指しており、目安として震度６強

から７程度の地震に耐えられる強度とすることが求められております。

 また、国土交通大臣が、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及

び地震活動の状況などに応じて、1.0～0.7までの範囲で各地域の地震係数を定めており

（本町においては係数が0.9）その地域の地震発生の有無や強弱についても反映されて

おります。

 現在の庁舎は、違法建築物ではなく、現行の基準を満たしていない「既存不適格建

築物」となっております。強制的な建て替え義務などは課せられておりませんが、増

改築や大規模修繕などの実施にあたっては、現行の基準に適合させるなど一定の制限

があります。

 近年、日本全国で大規模地震が発生しており、役場庁舎が倒壊したことにより震災

復興拠点として果たすべき役割が担えないことが教訓として伝えられているところで

ありますので、現在の基準に沿った新庁舎整備を目指すものです。
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No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

4 P3 1-(1）
【現庁舎の構造計算上の耐震強度は、震度いくつでしょうか？】

やはり、震度５でしょうか？ それとも、震度６強でしょうか？

 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された建築物については、違法に建

築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度５強程度の中規模地震に対

して損傷が生ずる可能性は少なく、倒壊するおそれはありません。

 今回の耐震診断においては、震度６強から震度７に達する程度の大規模の地震に対

する安全性を評価したもので、想定する地震動に対して所要の耐震性に｢疑問あり｣と

の判定をうけ、大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が高

いとされました。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

5 P3 1-(1）

【耐震診断の正当性（公信力）について】

この度、柱の鉄筋コンクリートの性状検査のデータにより、現役場庁舎が震度６強の

地震に耐えられず、倒壊の恐れがある旨、耐震診断されておりますが、それは国が認

定した手順・計算方法に基づくものでしょうか？

 耐震診断は、国土交通省が建築物の耐震診断の技術上の指針として認定した、一般

財団法人日本建築防災協会による｢既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準｣に

基づき実施しました。

 また、耐震診断の内容は、北海道知事の指定の第三者機関において耐震診断に係る

考え方、構造計算方法等について審査を受け、適正に行われていることを確認してお

ります。

※参考まで、美幌町ＨＰ内「新庁舎建設」特設ページ内耐震診断結果内において、耐

震診断の審査結果（評定通知書）を公開しております。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。
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No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

7 P6 1-(1）

【災害時に最低限対応できる施設と必要となるスペースの確保（庁舎内外）】

災害時のライフラインの確保、特に停電は災害本部としての機能を著しく低下させる

と思われるので、業者の発電機をあてにするだけでなく。災害対応に支障がない様に

自家発電を十分検討してもらいたい。

 新庁舎におきましても、非常用発電機などによりバックアップ電源を確保します。

発電機の容量などは、災害時に必要な機能を維持し継続可能な停電日数などを勘案し

選定することとなります。

構想については、原案

のままとさせて頂き、

基本設計策定時の参考

とさせて頂きます。

6 P3 1-(1）

【「美幌町東３条」で震度６強の地震が起こる可能性について】

過去、美幌町東３条での最大級の地震は、震度４であり、直下型巨大地震を起こす活

断層も存在しないことから、太平洋沿岸とは異なり、美幌町では、震度５や震度６強

の地震が発生する可能性は、「全くあり得ない。」と思っています。

 活断層の有無で大規模地震の発生が無いと断定できるものではなく、実際、過去の

大規模地震においても活断層が直下に存在しない地点において、震度６強以上の震度

を観測している地点もあります。

 本町に近い活断層は、標津断層帯（羅臼町から清里町付近）及び十勝平野断層帯

（幕別町から足寄町付近）があり、何れも予想されるマグニチュードは7以上になって

おります。

 世界で発生するマグニチュード６．０以上の地震の約２割が日本で発生しており、

地震多発国であると言えます。北海道から九州まで判っているだけでも約２，０００

もの活断層があり、近い将来大きな地震を起こす可能性が高いと言われております

が、地下に隠れていて、まだ見つかっていない活断層もあるとされており、大規模な

地震が発生する可能性が高いといわれている地域以外でも、大きな地震が起きる可能

性が無いとは言い切れません。平成２８年４月に発生した熊本地震を引き起こした布

田川(ふたがわ)断層帯のＭ７．０級の地震発生率は１％未満とされておりましたが、

気象庁震度階級では最も大きい震度7を観測する地震が４月１４日夜および４月１６日

未明に発生したほか、最大震度が６強の地震が２回、６弱の地震が３回発生しまし

た。

 大規模地震の完全な予測は現在の技術では困難であり、本町において大規模地震の

発生する確率が「全くあり得ない」とは言い切ることはできませんので、ご理解をお

願いいたします。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。
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No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

8

P6 2-(1）

P14 ①

【資金も敷地も余裕がないのだから、憩いの場・親しみがわく施設・象徴となる外観

は必要ない】

親しみという点については、憩いの場としての施設は必要ない。来庁者の目的は憩い

ではないと思うし、「しゃきっと」の方で充実させれば良いと思う。せいぜい、多少

待ち時間が発生する住民課の前のベンチスペースを広くとる事と、自動販売でドリッ

プ式のコーヒーやお茶が飲めて一息できれば十分と思う。（移動図書の案があった

が、本を読むほど行政対応で待たされた記憶はない。）町民が親しみを感じるのは、

ハード面ではなく親切な職員の対応と考える。

 「親しみ」については、先に策定しております「美幌町公共施設等総合管理計画」

におけるコンセプトの一つでもあります。公共施設は町民皆さんの財産でもあります

ので、役場に様々な用事で来庁される方が、利用しやすい・来庁しやすい環境整備を

行おうという趣旨です。憩いの場につきましては、現在の庁舎では戸籍年金担当前の

場所が「町民の部屋」と位置付けているものの、ご指摘のとおりスペースが狭く、待

合室となっております。

 憩いの場のイメージにつきましては、構想（案）に記載のとおり、今後の検討課題

の一つとして項目立てしており、町民会議などでご意見を伺いながら、どのような憩

いの場が必要なのかを議論してまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂き、

基本設計策定時の参考

とさせて頂きます。

9 P7 3-(2） 庁舎が分散していて利用者も職員も効率が悪い。

 構想（案）に記載のとおり、庁舎の分散化を解消するため、経済部及び農業委員会

（庁舎別館）と民生部の一部（しゃきっとプラザ）を新庁舎に集約します。

 ただし、施設を所管する教育委員会の部署（例：スポーツセンター、給食セン

ター、博物館など）や民生部の部署（保育園）の職員や機能については、集約いたし

ません。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

10 P6 1-(2） バリアフリーに対応していない。
 構想（案）に記載のとおり、バリアフリー法に基づき町民の皆様が利用しやすい施

設整備を目指します。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

11 P6 2-(2）

協働を可能にするスペースの考えは、コンパクトを考える上で十分検討してもらいた

い、特に議場を含む町議さん用の必要会議室は、行政サイドも利用できることで会議

室の数をコンパクトにできると思う。

行政も議会も町民の為に活動しているのだから、物理的な物で一線を引く必要は無い

と考える。

 会議室については、使用頻度などを勘案し、必要最小限の部屋数及び広さとしま

す。現在でも、議員控室など議事堂に設置された会議室を行政も使用しておりますの

で、引き続き共用できる方向で検討してまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂き、

基本設計策定時の参考

とさせて頂きます。

12 P7 3-(1） インフォメーションがないので、相談事でどの窓口に行けば良いかわからない。

 構想（案）に記載のとおり、ご利用される方が簡便に手続きを行えるよう、配置を

はじめとした検討を行うとともに、行き先がわかりやすく検索できる案内板の設置を

行うなど来庁者の利便性向上について検討してまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。
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No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

13 P7 3-(3）

【利用者が接触事故等の心配がない、余裕のある駐車スペースと庁舎内窓口までの動

線確保】

駐車場が狭い。歩行者の通路が明確になっていないので、敷地内の交通の安全面に不

安がある。

業者等大型車両が荷卸しの為の駐車スペースがない。

駐車場は広くとってもらいたい。現状足りないと感じる。

災害時には役場が拠点となるが、拠点だからこそ災害対応の車両の出入りが頻繁にな

ると思うし、場合によっては仮設テントの設置も考えられる事から、臨機応変に利用

できる障害物がない極力広く平らなスペースを確保した方が良いと考える。

高望みはしないが、緊急時にヘリコプターが着陸できれば、なおいいと思う。

 駐車場について、基本構想（案）におきましては、本庁舎に加え、役場別館の駐車

台数を加えたスペースを確保することとし、具体的な駐車場敷地面積につきまして

は、新庁舎の配置などによって決まることとなります。極力広いスペースを確保する

こととしますが、歩行者通路を確保することにより、その分駐車スペースも取れなく

なります。基本設計（案）において、歩行者のアクセス方法や駐車スペースのイメー

ジをお示ししたいと存じます。また、普段は駐車場として使用し、災害時には緊急車

両の駐車や支援活動が行えるよう平らなスペースでの設置を検討します。

 なお、ヘリコプターの着陸につきましては、進出入の勾配や配電線などの障害物な

どの設定基準があり、実現が可能かどうか検討が必要であります。緊急時には現在で

も美幌町地域防災計画により、町内小中学校のグラウンドなどがヘリコプターの発着

場所として定めてられております。

構想については、原案

のままとさせて頂き、

基本設計策定時の参考

とさせて頂きます。

14 Ｐ12 1

グラフから読み取れる町の状況として、現在の美幌町は確実に町外への人口流出・少

子化の影響を受けていると私は考えますが、町はこの状況をどう考えますか。

※(2009年４月~2018年２月の美幌町の総人口と世帯数の推移グラフを添付いただきま

した。）

 人口減少や少子高齢化については、全国的な課題であり、国は、急速な少子高齢化

に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への過度の集中を是正

し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し将来にわたって活力ある日本社会を維持

することを目的として、平成26 年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。

美幌町においても、人口の現状と将来の展望を提示する「人口ビジョン」と地域の実

情に応じた今後５カ年の施策の方向性を提示する「総合戦略」からなる「美幌町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成27年10月に策定したところです。人口ビジョ

ンにおいて美幌町が推計しておりました平成29年末の人口は、19,574人、各種対策に

よる将来展望値は19,744人だったのに対し、実績は19,957人と推計や展望値を上回る結

果になりましたが、出生数の落ち込みが大きいという状況にもあります。人口減少に

歯止めをかけるには⾧い年月と弛まぬ努力を必要としますが、戦略に基づく各種施策

の展開により引き続き対策を講じると共に、より効果的な施策を展開できるよう戦略

の見直しも随時実施してまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。
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No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

15 Ｐ12 1

上記の状況の中で①東町集会室、②屋内多目的運動場、③消防庁舎、④仲町団地、⑤

図書館、⑥役場庁舎、他、びほーる改築（事業費が大きい事業）と今後１０年間で更

新を検討している施設の１つに役場庁舎はなります。本事業を進める中、今後も進行

が予想される人口の減少・少子化の影響で町民の税負担は以下のようにならないで

しょうか。

16 Ｐ12 1
１）今後も続く人口減少により、町民への税負担が右肩上がりに増加することはない

でしょうか。

17 Ｐ12 1 ２）少子化の影響により、次世代の税負担が大きくなることはないでしょうか。

18 Ｐ12 1

３）各施設には設置後も維持・管理費が常に必要となります。施設が各所に点在する

と個別に維持管理費も必要になります。その費用負担は現役・次世代の税負担の増加

に繋がらないのでしょうか。

19 Ｐ12 1

４）上記（１）（２）（３）の理由により、個人としては今後町民への税負担が増え

るのではと懸念しております。

町は本事業を進めるにあたり、税負担が増えない、問題が起きないと判断する具体的

な町運営の方向性や根拠があるのでしょうか。

20 Ｐ12 1

５）人口減少と少子化の進行を考慮すると、施設の設置としてはまず既存の施設の統

廃合や改築を第一優先で考えるべきではないでしょうか。全ての施設の更新が本当に

必要なのでしょうか。

21 Ｐ12 1

６）老朽化や耐震基準の問題により新規に設置しなければいけない施設については、

複合化を実施した方が最終的にコスト削減・利便性の確保・防災対策に繋がるのでは

ないでしょうか。

22 Ｐ12 1
以上の理由から「美幌町新庁舎建設基本構想（案）について、充分な検討がされてい

るとは思えません。

 新庁舎においては、必要とされる機能を取り入れてまいりますが、華美な装飾をせ

ず、建設費や維持管理費をなるべく抑えるよう努めて参ります。また、庁舎建設の財

源につきましては、交付税措置のある優位な起債を活用します。借入額に対し、約

22.5％が後年度に交付税措置されることとなります。消防庁舎など、他の公共施設の

工事と時期が重なりましたが、これは、優位な起債の期限が平成32年度までとなって

おり、後年に負担をかけないための措置です。新庁舎の他、予定されている公共施設

の建設などを加味して、この度「美幌町財政運営計画」の見直しを行いました。計画

における今後の町税収入の推計は、人口減少等を勘案して縮減で見込んでおります

が、今後も健全な財政運営を維持できると試算しております。

 地方自治体（市町村）としては、人口370万人の横浜市から人口170人の東京都青ヶ

島村まで、税収が多い少ないに関わらず均一の行政サービスを提供できる仕組みとし

て「地方交付税制度」があり、美幌町では収入の４割を占めております。しかし、国

からの財源に頼り切るのではなく、自治体独自の創意工夫が必要であり、本町でも昭

和６０年の国勢調査をピークに人口が減少に転じたことからも、将来の税収減に備え

中⾧期的な財政運営計画の策定や行財政改革を推進し、行政サービスを維持している

ところです。

 公共施設の整備は、コンパクトで効率化に徹し、建設費を抑えることだけではな

く、維持管理費についても最低限に抑えてまいります。

今後、社会経済情勢の変化などにより、予想を超えた収支不足が発生する可能性もあ

ります。財政運営計画は、その状況に応じて改定をすることが可能ですので、次世代

に過度な負担を残すことなく、未来に責任を持った財政運営に努めて参ります。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

 美幌町では、平成２８年に「美幌町公共施設等総合管理計画」を策定しました。そ

の計画の中で今後１０年間で更新を検討する施設を掲げた他、３０年間で公共施設の

総量を３０％縮減することを目標としました。縮減は、複合化や用途廃止などによっ

て行うこととなります。新庁舎建設にあたっては、役場庁舎別館としゃきっとプラザ

内の民生部を統合します。空いた施設やスペースについては、老朽化している他の公

共施設からの移転や、用途廃止などを検討してまいります。役場庁舎の建設について

は、耐震性の問題やバリアフリー対応、狭隘化など複数の課題を解決するために判断

をしたところですが、他の施設についても、それぞれ課題を抱えており、更新を行う

判断がなされているところです。統合化や複合化については、それぞれの施設の性格

や敷地の問題などを総合的に判断し、可能であれば積極に採用をしていく必要があり

ます。施設の更新にあたっては、将来に過度な負担が残らないよう、また、健全な財

政運営が可能かどうかを常に精査して進めてまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

ー 6 −



No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

23 Ｐ12 1

施設の建設ありきではなく既存施設の統廃合や改築を第一優先で考え、人口減少・少

子化の影響が発生しても町民や次世代への税負担増が起きない構想案を真摯に検討し

て頂きたい。

24 Ｐ12 1
老朽化や耐震基準の問題により新規に設置をしなければならない施設については、現

有地に拘らず可能な限り複合化を検討して頂きたい。

25 Ｐ12 1

【消防庁舎との複合化について】

本構想の中で役場庁舎は防災拠点としての役割を担うと再三記載されていますが、防

災拠点として役割を担うなら、消防庁舎との複合化を実現し災害時に迅速に対応でき

る施設を目指すべきではないでしょうか。

隣町の大空町は消防庁舎と役場庁舎が隣接しております。他にゲートボールセンター

（運動施設）や教育文化会館なども隣接しており、町の施設が集中しています。大空

町の様なまちづくりをした方が災害時に被災者を受け入れる環境や迅速な連携・救助

対応が出来ると私は考えますが、町はどのように考えますか。

 消防庁舎も役場庁舎と同じく耐震不足で、大規模地震で倒壊する危険があり早期の

対応が必要な状況です。現在の消防庁舎は救急車の増加や消防車の大型化により、別

棟で車庫を建設し、車両を分散しているなどの課題も抱えています。

 ご意見のとおり、消防庁舎と複合化することで、災害発生時の連携などメリットが

あると考えますが、火災・救急・救助など緊急時の出動動線と、役場来庁者の動線

（車・人）を明確に区分し、迅速かつ安全な出動経路を確保する必要があります。そ

のためには、更に一定の広い敷地が必要となることから複合施設を建設するのは厳し

い状況にあります。

 災害発生時における役場と消防の連携については、庁舎が離れていても迅速に行え

るよう現在でも体制を整えておりますのでご理解いただきたいと思います。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

 役場庁舎は、大規模災害が起きた際には復興拠点施設となります。近年の大規模災

害により庁舎が倒壊した市町村からの教訓として、大規模地震に耐え得る庁舎の建設

が伝えられているところでもあります。現在の庁舎は耐震性が不足しており、補強工

事には多額の費用を要します。また、バリアフリー対応や狭隘化などの課題解決のた

めに総合的に判断したところですので、ご理解を頂きたいと思います。

 新庁舎の建設に伴い町税を増税するなどの考えは、基本構想においても想定してお

りません。人口減少に伴い税収は減収することが想定されますが、補助金や地方債の

活用など、他の歳入確保に努めて参ります。

 現在の庁舎は町の中心部に設置されていることから、防災拠点としての機能を最大

限に発揮することが可能です。また、高齢化が更に進むことが見込まれている状況下

においては、役場庁舎における窓口機能や見守り拠点としての機能を効果的に発揮で

きます。更には保健福祉総合センター（しゃきっとプラザ）との連動も行えることな

どから、引き続き現敷地に庁舎を設置することといたしました。

 現在経済部及び農業委員会が入っております役場別館を新庁舎に統合し、サービス

向上や効率化を図ってまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

ー 7 −



No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

26 Ｐ12 1

【図書館との複合化について】

複合化が不可能と判断する程、上層階に図書館を設置した場合に失われる利便性とは

具体的にどのような利便性ですか。エレベータの設置、１階に案内所や貸出窓口を作

るなどの工夫で図書館を上層階に設置しても利便性は確保できると私は考えますが、

町はどのように考えますか。

 図書館との複合化については、新庁舎の建設にあたり最初の段階から検討を続けて

おりました。まず、新庁舎を現有敷地内で建てるという方針を立てましたので、この

敷地の中で図書館との併設が可能かどうかの検討となりました。車いすでご利用され

る方や幼児をお連れの方、またご高齢の方などが図書館で本を読み、本を借りて持っ

て帰ることを考えますと、現在のように１階でのアクセスの方が利便性が良いと考え

ますが、庁舎と複合化となれば、庁舎にも１階に必要な機能がありますので、駐車場

の確保などを考えますと、１階の面積を大きく広げることは困難ですので、ご意見の

とおり高層建てで、図書館機能は２階以上のフロアに設置することになろうかと思い

ます。図書館の建て替えの背景には、老朽化だけではなく、蔵書数の増加による狭隘

化などの問題や、ニーズの高い学習スペースの拡大などの課題もあります。それらを

実現すれば、現在の図書館より広いスペースが必要となります。庁舎との複合化を実

現すればかなりの高層建てとなることから、役場庁舎北側に対する日照などの制約が

生まれることにもなります。

 また、庁舎の開庁時間と図書館の開館時間が異なるため、セキュリティの問題上で

入り口やエレベータの分離が必要となることや、１階に案内所や貸出窓口を設置すれ

ば新たな人員配置も必要となります。

 新庁舎を利用される方、図書館を利用される方もそれぞれに求められている利便性

を鑑みますと、図書館との複合化は望ましくないと結論付けたところです。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

27 P13 1

【メンテナンスしやすく、維持管理費が極力低くなる庁舎の設計】

【利用する高齢者・障碍者に対応する事も必要だが、維持していく事も十分計算して

もらいたい】

庁舎本体について、機能重視で考えてもらいたい。内外のデザインの形にこだわら

ず、建設後の改修・維持管理費が少なくてすむ庁舎にしてもらいたい。（無落雪によ

る雨漏りより屋根かけ。外観補修に足場を組む平らなスペースがあれば、それだけ経

費が下がると思う。）機能重視にすると庁舎内が冷たく感じるかもしれないが、

「しゃきっと」のように、壁や柱の色・床の色で十分温かみは出せると考える。床

は、清掃面で問題があるかもしれないが、ゴムチップにしてもらいたい。現状冬場に

庁舎内に入ると床が滑りやすく危険である。

 外観や意匠などについてはこれからの検討となりますが、華美な装飾をせず、建設

費を抑制するとともに、建設後の維持管理費についても抑えられるような庁舎を目指

します。

 なお、屋根の形状につきましては、限られた敷地を有効に使用するため、また、落

雪による第三者被害などを鑑みますと勾配屋根ではなく無落雪形状となることが想定

されます。また、ゴムチップについては、維持管理上の観点では庁舎内に設置するの

は大変難しいと考えますので、防滑性能を有した仕上げ材の使用を検討するととも

に、来庁者の安全を考慮してまいりたいと考えております。また、工法等の選定につ

きましても建設後の維持管理費用も見据えた比較検討を実施してまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

ー 8 −



No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

28 P13 1

【公共施設等適正管理推進事業債の返済について】

財政運営計画（平成３０年２月一部改訂版）によると、美幌町は、全国で最悪の平成

１７年度を ピークとして財政の健全化に努めた結果、今後の５年間においても、財

政悪化の懸念が無いとされています。しかしながら、今後において、このまま人口減

の傾向が続けば、加速度的に税収減や基準財政需要額減の状況が生まれ、このたびの

公共施設等適正管理推進事業債だけでなく、町民会館、多目的室内運動場、消防庁舎

などの各種公共施設の建設事業債の返済が、困難になるのではないでしょうか？ 少

なくとも、平成３５年度～平成４５年度までの歳入・歳出の財政計画を、町民に提示

すべきではないでしょうか？

 美幌町第２次財政運営計画（平成３０年２月一部改定）の試算には、役場庁舎を含

め複数の公共施設の整備を実施した場合に加えて、人口減少に伴う地方税や地方交付

税の減、高齢者の増に伴う医療・介護・福祉にかかる負担金や扶助費などの増加を見

込んで試算しております。

 さらに、公共施設の整備は、交付税措置の高い地方債の活用と計画的な基金の充当

を行いながら実施することにより、今後も安定持続した財政運営が出来ると判断して

おります。

 しかしながら、今後、更なる少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化によっては、

試算を超える収支不足が発生する可能性もあるため、常にその時の財政状況と照らし

合わせ、必要があれば見直しを行いながら計画的な財政運営を行ってまいりますの

で、ご理解をいただきますようお願いいたします。

 また、３５年度以降の財政計画については、第２次財政運営計画の終了後に策定及

び公表を予定しておりますので、ご了承願います。

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。

29 −

【職員の快適な職場環境と作業効率の良い動線確保と必要な設備】

職員の福利厚生面として、現状はわからないが、職員の為の和室の休憩室が必要と思

う、通常は昼食をとったり昼寝ができるスペースで、災害時は深夜の仮眠室として利

用する部屋が必要と思う。なお、この部屋は最低男女別室で考える。職員の快適な職

場環境が、より良い住民サービスにつながると考える。

 労働安全衛生規則により、休憩室や休養室についての規定があり、新庁舎において

も検討することとします。また、ご意見のような災害対策時における活用なども併せ

て検討してまいります。

構想については、原案

のままとさせて頂き、

基本設計策定時の参考

とさせて頂きます。

ー 9 −



No 該当箇所 ご意見の内容 町の考え方 回答

新庁舎建設基本構想案の白紙撤回について

 このことについて、次のとおり議論の過程に重大な瑕疵があると思うので、新庁舎

建設基本構想案の白紙撤回を求めます。

【町民会議の運営について】

土谷町⾧は昨年９月の定例町議会で、上杉議員の質問に対して、「基本構想案を策定

する段階で、広く町民の意見を取り入れるため、町民会議を開催する」旨、回答しま

した。

ところが、昨年１０月２６日の行政改革推進委員会の席上、広島総務部⾧は、突然、

「町民参加による町民会議は開催しない。代わりに、行政改革推進委員会のメンバー

で行う」旨、各委員に対して一方的に申し渡しました。なぜ、町は町民参加による町

民会議を開催しなかったのでしょうか？町⾧の議会答弁とも矛盾し、行政運営の透明

性の観点から遺憾だと思います。

【町民説明会の運営について】

今年３月８日の定例町議会で、上杉議員は「広く町民の意見（アンケート調査等）を

取り入れるための町民説明会等を再度開催すべき。」旨提案したが、土谷町⾧は、

「私が開催の必要性を感じたら実施するかもしれない。」旨答弁し、全くのゼロ回答

でした。

町⾧の昨年９月の議会答弁とも矛盾し、健全な住民自治の観点から遺憾だと思いま

す。

 平成２９年９月１９日に開催されました美幌町議会定例会におきまして、町⾧は

「今年度中に策定する基本構想を初め、その後の基本設計の策定に際しましても、広

く町民が参加する機会を設けることで、町民の皆様とともに事業の推進に努めてまい

ります。具体的には、その時々において町民説明会を開催するほか、パブリックコメ

ントを通じまして町民の意思を基本構想及び基本設計に反映するとともに、昨年度に

策定した美幌町公共施設等総合管理計画において、今後の公共施設のあり方を御審議

いただきました美幌町行政改革推進委員会を町民会議と位置づけた上で、新庁舎建設

に向けて多角的な角度、幅広い視点から御意見をいただきたいと思っております。」

と答弁しております。

 美幌町行政改革推進委員会は、団体推薦委員７名と公募委員３名で構成される委員

会で、平成２８年度に「美幌町公共施設等総合管理計画」を審議頂いております。こ

の計画では、町全体の今後の公共施設の在り方や今後１０年間で更新等を検討する施

設の一つとして役場庁舎の方向性についても記載しておりますことから、新庁舎建設

の審議に際し、新庁舎の方向性だけではなく他の公共施設の方向性についてもご理解

の上で審議が行われることを期待し、平成２９年８月１７日に開催の委員会において

審議頂くことについてお諮りをし、１０月２６日開催の委員会から、審議を開始した

ところです。結果、美幌町新庁舎建設基本構想（案）の策定にあたり、様々な意見

と、内容についての審議を頂いたところです。委員会は公開で開催しておりますほ

か、町ホームページなどで会議録を公開しております。

 基本設計（案）の策定時には、今回同様、パブリックコメントの実施のほか町民説

明会も開催する予定となっております。また、新庁舎に関するご意見やご質問につき

ましては、随時受付をしておりますので、ご理解を頂きたいと存じます。

30 −

構想については、原案

のままとさせて頂きま

す。
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