第 1 回津別町庁舎等建設審議会議事録（要点筆記）
１ 開会あいさつ

６

事務局長よりあいさつ

（１）津別町庁舎等建設審議会設置条例に
ついて

２ 委嘱状交付
町長より委員へ委嘱状交付

○事務局 事務局から資料別紙１により、
概要を説明

３ 町長挨拶
町長より挨拶
４ 議事
議案第１号

確認事項

○委員 第１条にある「これと併せて計画
する施設」とは何か確認したい。
会長の選出について

○事務局

今、明確に言えるものは、議会

機能及び社会福祉協議会事務所機能を兼
○町長 会長の選出まで座長を務めさせ
ねた健康福祉センターです。
ていただきます。会長の選出方法について、 今後の議論の中では、利用者の駐車場、公
お諮りします。
用車の置き場のあり方もご意見を頂きた
いと考えています。
○委員 指名推薦でいかがでしょう。
○委員 この審議会の審議対象ではない
○委員 異議なし。
が、消防庁舎を建設すると聞いているが、
どこで議論し、町民の方へはどのように情
○町長 ご推薦をお願いいたします。
報開示し、説明されるのでしょうか。
○委員

加賀谷委員でお願いします。

○委員

異議なし。

条例第６条第３項に「出席の過半数で決
し」とあるが、少数意見の留保あるのでし
ょうか。
庁舎等建設特別委員会を傍聴した際に、
条例第３条第１号委員（各種団体から推薦
された者）を１２人選出し、足りない部分
については、第２号委員（その他町長が必
要と認める者）から選出すると聞いていた
が、名簿では、第１号・第２号委員が半々
となっていますが、説明をお願いします。

○町長 加賀谷委員を津別町庁舎等建設
審議会の会長に決定いたします。
５ 諮問書交付
町長から会長へ諮問書を交付。
４ 議事
議案第２号

また、職員にて他の自治体の庁舎の視察
には行ったか、お伺いします。
職務代理者の指定について
○事務局 私が知り得ている範疇では、１
月９日に消防内部に消防庁舎検討委員会
が設置されました。その中で議論された内
容そして、消防団員とも議論した消防庁舎
建設に関する考え方の原案が役場に提示
され２回ほどすり合わせを行ってきまし
た。それを骨子とし、今後７月、８月の政

○委員長 条例第５条第３項の規定によ
り、会長の指定となっております。中島委
員を指名します。
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策調整会議にて案を仕上げていきたい、と

という考えでございます。

いうのが消防との議論の経過です。
９月定例議会に向けた８月３０、３１日
の議会両委員会にて議員に意見を伺い、意
見を反映させたものにより、パブリックコ
メントを行う。この間、住民説明会を開催
する等検討が必要ですが、手続きの大きな
流れとしては、このようになります。
少数意見の留保については、案件に応じ
て、会長の取り計らいにより決めていくの
かと思います。

６ 確認事項
（２） 審議会委員の氏名・所属団体及び
審議概要の公表について
○事務局 広報、報道において氏名・所属
団体を公表したい。議事録は要点筆記によ
り、公表したいと考えています。
【了承】

委員については、ご指摘のとおりでござ
います。
第１号委員は、町内の経済団体・主だっ
た団体からの推薦。第２号委員は、建設予
定の役場機能・議会機能・健康福祉センタ
ーに直接的に関る団体からの推薦。という
考え方で進めてまいりました。
視察の関係については、過去に視察に行
ってきた経過もありますが、庁内の検討委
員会にある部会の担当職員を視察に行か

６ 確認事項
（３） 審議会の開催時刻について
○事務局 今回は、午後１時３０分の開催
としていますが、今後は、夜６時半頃の開
催もありえるのかと考えています。多くの
皆さまが出席できるようにしたく、議論い
ただければと思います。

せて、先進地の例を見て、設計に反映させ
ていければ、という議論経過があることを
お伝えします。

○委員 日中開催は、働いている方には難
しいところがある。開催時期がいつになる
のかが早めに分かると、対応がしやすくな
るのかと思います。
○委員 役場の位置は議会とすり合わせ
夜開催とした場合、この審議会の会議時
ができているのかと思う。この審議会から
間が３時間以上になることもあるかと思
の答申により役場の位置が変わったとし
います。集中力が持続できるかという心配
たら、行政としてどのように対応するのか、 もあり、あまり遅くない６時頃の開催がよ
お伺いしたい。
いかと思います。
審議会の中では、行政機能等の具体的な
中身を議論していくのがよいのではない
か。

○委員

夕方開催がよいかと思います。

○委員長 夕方開催がよいという意見が
多いですが、逆に現状のままがよいという
方はおりますか。
いないようですので、原則、夕方開催に
することとします。開催時間は、６時、６
時半どちらがよいか。

○事務局 経過として、まちなか再生とい
う広い議論をしてきた中で、この審議会で
は、庁舎等の建設について議論していただ
きたいというのが、基本的な考え方です。
これまでまとめてきたものに、町民目線に
よる補強、一部修正をいただき、尊重でき
るものは、尊重しながらまとめて頂きたい

○委員
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会議時間は、最大９時だと思う。

集中力がもたないと思います。開催は６時

想について諮問したが、答申するまでの間

半でよいのでは。
○委員長 終わりの時間もあるかと思う
ので、６時開催とします。

に審議会が主催として説明会を開催し、町
民から意見をいただき、答申に反映させる
というやり方。
ふたつめとしては、中間答申を役場にい
ただき、町が説明会を主催し、意見を把握
したものを、審議会に報告しつつ、最終案
としてまとめてもらうというやり方があ
るかと思います。

６ 確認事項
（４） 庁舎建設に至る作業スケジュール
の概要について
○事務局 事務局から資料別紙２により、
概要を説明

○委員

時間がない中で、審議会で町民か

ら意見をもらっても、かえって混乱してし
まう恐れがあり、難しいと思います。

○委員 庁舎等特別委員会にかかるスケ
ジュールはこの資料の中で、明記されない
のでしょうか
住民説明会に係るスケジュールをこの
中に含めることはできないのでしょうか。

○委員 時間があれば、ワークショップを
行って考えをまとめたりするが、時間的に
無理だと思います。
行政が、広報か何かで議論経過を周知し、
封書で意見をもらうのがよいのではない
でしょうか。
業者選定の方法は、どうやるのでしょう

○事務局 一般的に議会の前に委員会が
開催されますので、そのタイミングを捉え
て必要に応じ開催したいという考えです。
住民説明会の時期についてですが、審議
会の中で議論しながら、スケジュールに組
み込んでいきたいという考えです。

か。私の意見として庁舎建設に知見のある
設計業者を選定してほしいです。
また、新倉庫建設の内容について説明を
お願いします。

○委員 審議会での基本構想・基本計画
（案）の審議と庁内検討委員会での仕様書
等検討が並行にして進むところがあるが、
どういう関係になるのか教えていただき
たいです。
住民説明会が、審議会の設置の目的から

○事務局 住民説明会については、今回の
意見を尊重しながら、次回以降、議論して
決めていただければと思います。
業者選定については、指名型のプロポー
ザルか、条件整理した公募型プロポーザル

すると、審議会の仕事なのか疑問です。

か、内部検討委員会で仕様書のあり方と合
わせて議論し、審議会にご提示しながら、
決めていきたい。
新倉庫についてですが、消防庁舎の建設
予定地のＫニットには、役場以外の団体の
ものも含めて、たくさんの物品が保管され
ております。また、水防倉庫、旧町長公宅、
職員住宅の空き家等には、たくさん防災備
蓄品が保管されております。これらは取り
壊しの予定であり、今年の秋頃までに整理

○事務局 ８月までに審議を終えていた
だく前提で、早い段階で業者選定を行いた
い。検討を重視するようなスケジュールと
しています。
住民説明会については、ご相談しながら
決めていきたいと考えています。
ふたつのやり方が想定されます。
ひとつは、今回、町長から審議会に基本構
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しなければ、支障があります。

○委員

業者選定における期間はどれく

それらへの対応として、豊永にあります
倉庫と同程度のものを隣接する形で設置
する必要があると、考えております。

らいかかるのか。審議が延びたりし場合は
なんとかなるのでしょうか。
○事務局 審議が延びれば、基本設計にか
かる検討の時間が短くなります。
業者選定の期間については、こちらから
条件を示してから、案をいただくまでに２
週間程度です。

○委員 基本構想・基本計画の議論過程の
中で、基本設計の絵を書いてみたところ、
うまくいかないという点で出てくると想
定している。基本構想・基本計画の答申時
期のずれを柔軟に対応できるようにした
ほうがよいのでは。

～一時休憩～

○事務局 ご意見ありがとうございます。
基本設計においては、１１月～１月の中で、
選定業者からの素案⇒内部検討委員会で
議論⇒審議会で議論⇒それらを基本設計
に反映というやりとりを３回は行い、庁舎
の平面図・立面図等見ていきながら、審議
会でも詳細な内容の議論を行っていただ
くことを考えております。設計の骨格にな
る基本構想・基本計画を議論いただき、８

７ 協議事項
（１） 審議会の公開・非公開の取扱いに
ついて

月までに答申をいただければと思います。

ないかと思うので、公開にしたほうがよい。
開催を町民に周知し、場所は林研集会室と
し、傍聴席の用意と傍聴ルールを定める必
要があるかと思う。
情報公開条例第７条に各号に規定する
ような内容があった場合は、公開会議の前
に非公開会議を開催するなど、対応すれば
よいかと思う。
議事録には、名前を入れなくてよいかと
思います。

○委員長 審議会にどれだけ具体的に議
論できる力があるか、ということになるか
と思う。時間的なことも含め、どうなので
しょうか。
○事務局 基本構想・基本計画（案）は設
計業者に提示する条件でもあります。住民
説明会等の議論の中で、基本構想・基本計
画と基本設計にずれが生じた場合は、修正
していくことになります。基本設計に入る
と目に見えた形で議論できるようになり
ます。

○事務局 次回以降、審議会を公開するか
非公開にするかご審議いただきたいです。
○委員 情報公開条例第７条に各号に規
定する場合は非公開になるが、該当になら

○委員 町民も注目していることであり、
まったくの非公開というのはないかと思
います。しかしながら、公開にすると、委
員が萎縮し、活発な議論ができないという
○委員 進め方の話にもなるが、メリッ
懸念があります。時期を見ながらの公開に
ト・デメリットを検討してきたかと思うが、 するという対応はどうでしょうか。議事録
内部で行った検討過程におけるデータ・資
は広報等に掲載することはよいかと思い
料を明らかにしてもらいたいです。
ます。
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○委員

基本公開という姿勢を打ち出し、

で、ＨＰで議案などと一緒に公開するとい

ただし、内容によっては非公開という対応
をとるのがよいのかと思います。

う流れがよいかと思います。
○事務局 議事録署名委員が２名である
ことで差し支えありません。議事録は発言
者を標記したものを作成し、開示請求の対
応や公開にあたっては、名前を非表示にす
ることで進めたい。

○事務局 議事録の公表と会議を公開で
開催するかは別ということで整理いただ
ければと思います。
議事録の公表においては、個人名を記載
することは考えておりません。開示請求が
あった場合は、情報公開条例により対応す
ることとなります。

○委員長 公開することで、発言について
責任を問われるようなことはないか。

○委員長 全面非公開という意見はない
ため、公開ということとします。

○委員 最終答申までに議論の経過で意
見や考えが変わるということはあると思
う。ＨＰで公開することはよいかと思う。

○事務局 公開という方向ですので、公開
について一定のルールを定め、次回会議に
おいて、確認事項として整理したい。この
確認事項の内容の部分は公開にするかど
うかは、会長と相談し、決めたいと思いま
す。

○委員 ＨＰの公開においては、名前をの
せないという形で承認を得た議事録をそ
のまま載せることで問題ないかと思いま
す。

開催場所は集会室と考えております。
町民への周知方法ですが、ＨＰと大東様
のかわら版でと考えておりますがよろし
いでしょうか。
○委員長

○委員長 そのような進めでよろしいで
しょうか。
【了承】

よろしいかと思います。

７ 協議事項
（２） 議事録の作成について

７ 協議事項
（３） 津別町庁舎等建設基本構想・基本
計画（案）の審議の進め方について

○事務局 （１）発言前に名前を告げるこ
と。
（２）議事録は要点筆記とすること（３）
名前の五十音の回り順で議事録署名委員
を１名とし、今回は斉藤委員にお願いした
い。

○事務局 （１）標記案の内容について、
事務局より一括提案（２）章もしくはペー
ジを区切り質問、意見を受け内容を審議し、
補強・補足・修正を行う。（３）補強・補
足・修正がった箇所の反映を行ったものを
次回の審議会において確認し進行する。
（４）最終審議結果は、郵送により配布し、
期日を決めて了解を得る形を取る。

○委員 議事録署名委員は２名がよいの
かと。
議事録に発言者の標記はいらない。
議事録は次回の会議で確認し、署名した後
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○委員

検討するために内部で比較・検討

ＨＰを見ると、事業ごとに評価、どうい

した資料を事前に用意してほしい。そのほ
うが、議論が早いと思います。例えば、ワ
ンストップサービス、オープンフロア、ユ
ニバーサルデザイン、行政文書管理、各種
財源といった方式に関する比較資料。総務
省基準で算定しているが、国土交通省基準
や類似団体比較を行ったといった資料で
す。
財政シミュレーションの資料があるが、
庁舎建設における役場の実質負担の資料

う部屋があるのか提示されています。こう
いう目的でやる。新規なのか継続なのか、
こういう事業にこの部屋を使うというこ
とが提示されていると、判断しやすいです。
まちなか再生基本計画の策定の中での、
町民懇談会等で出た町民からの意見やパ
ブコメの内容の資料を委員に提供いただ
いたほうが、町民からの意見が分かるので
よいかと思います。

も必要です。
また、健康福祉センターがどのような施
設・機能になるか検討された資料、議会議
事堂については、議場レイアウト等も含め
て、特別委員会等で議論された資料が必要
です。

○事務局 希望に応えられるよう、それ相
応の資料を用意したいと思います。

○事務局 十分でないにしろ議論されて
いる経過があるものの、煮詰められていな
い部分もあります。庁内の検討委員会で具

７ 協議事項
（３） 津別町庁舎等建設基本構想・基本
計画（案）の審議スケジュールについて

○委員長

【了承】

体化していくものありますが、次回の審議
会において、資料として用意できるものは
用意し、効果的な議論になるようにしたい
と思います。

○事務局

資料別紙３により説明

○委員 まちづくり懇談会で中間報告が
必要なのではないか。

○委員長 方式の全てを検討してくと、議
論に時間がかかってしまうように思いま
すが、どうでしょう。
○事務局

よろしいでしょうか。

○事務局 まちづくり懇談会の詳しい日
程は未定だが、その段階での最新情報で町
民の皆さまにお示しできるようにしたい
です。

健康福祉センターについては、

考え方がまとまった資料がありますが、も
う少し煮詰めなければ審議会に提出でき
ない状況でありますが、概ね考え方が整理
されております。
議会事務局から資料が出されておりま
す。次回の審議会までに用意できるように
したいと思います。

○委員長

よろしいでしょうか。
【了承】

議案 第３号 津別町庁舎等建設基 本 構
想・基本計画（案）について

○委員 健康福祉センターは、新たにでき
○事務局 標記案の中身の第２章以降は
る施設なので、効果を提示してほしいです。 複合庁舎等まちなか再生基本計画から、そ
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のまま転載しているため、説明は第１章の

載があり、ここまで載せる必要があるか疑

部分だけ概要説明としたいがよろしいか。

問です。

○委員長

○事務局 （３）の「平成２６年」から「こ
うしたことから、」までを削除とします。
（６）の部分については、このまま掲載で
きればと思います。

よろしいでしょうか。
【了承】

○事務局

第１章について説明
○委員長

○委員 この基本構想・基本計画（案）に
記載されている内容は法令順守の内容な

よろしいでしょうか。
【了承】

のか、再度確認したい。
町民に対しての内容が多いが、若手職員
の意見等は反映されているのかお伺いし
たい。

○委員 この計画と上位計画との関連性
を整理したほうがよいかと思います。
起債においては、地域防災計画と業務継
続計画において、庁舎の位置づけを記載す
る必要があると思うが、どうなっているか。
また、起債の関係でいくと、熊本地震が
きっかけになっているかと思うので、
（１）
記載の現庁舎の現状と耐震性の欠如のと
ころで、熊本大地震に関する記載が必要か

○町長 （複合庁舎については）裁判にな
らないと分からない。総務省においても、
明確な見解は出ていない。裁判官が判断す
ることになります。国内においては、複合
化が進んでいるということを聴いている
が、津別町では別々にするとしたので、こ
の段階で、グレーかどうかにこだわる必要
はないかと思います。

と思います。そして、役場が老朽化してい
る写真を挿入したほうがよいかと思う。
（３）の部分でＨ２８年１０月～１２月
のまちづくり懇談会で複合庁舎建設に関
する懇談会を行っている経過を記載した
ほうがよいのではないでしょうか。
（４）中「公共施設等総合管理計画策定
事業」は町民からはどういうものか分から
ないため、位置づけの内容について、注釈
をいれたほうがよいのではないでしょう

○事務局 若手職員の意見の反映につい
てですが、案に対して職員全員から細かい
意見をたくさんもらったところです。この
案の中では見えてこないですが、実施設計
を具体化する中で反映していくこととな
るかと思います。

か。
○委員 ３ページの（３）まちづくり懇談
（８）中「住民説明会」は「住民懇談会」
会と議会への考え方の提示中「津別農協理
の誤りではないでしょうか。
事者」というのは記載する必要があるのか。
懇談会で、このような意見があった、と
議会においては、公式のものではないが、 いうような内容が必要ではないでしょう
要望を受けたと答弁しています。この構
か。
想・計画に記載してしまうと、公式のもの
合築しない理由をもう少し記載しても
として、今後残ってしまいます。
よいのではないでしょうか。
４Ｐ（６）複合庁舎の建設の動きと検討
結果の内容でも、要望書の提出に関する記
○事務局 ご指摘があった部分は整理し
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たいと思います。
業務継続計画については、地域防災計画
に基本的な考えを盛り込んで整備したい
と考えています。
○委員長

～閉会～

以上、第１回津別町庁舎等建設審議会会議
の顛末を記録し、その内容に相違ないこと
を証するため、ここに証明して議事録とす
る。

よろしいでしょうか。
【了承】

議案第４号 次回審議会の開催日程と審
議内容等について

平成

年

月

日

委員
○事務局 次回は７月１１日（水）１８時
～２１時で開催したいと考えております。
審議内容としては、３０分程度の時間で、
第１章の修正・追加内容と議事録の承認を
確認事項とし、協議事項の１つ目として、
審議会の公開要領（案）について審議いた
だければと思います。
協議事項の２つ目として、住民意見徴収
の進め方について審議いただければと思
います。
議案第１号として基本構想・基本計画
（案）の第２章・第３章まで審議いただけ
ればと思います。
議案第２号として、次回審議会の開催日
程と審議内容について審議いただけばと
思います。
第３回の開催日程も決定できればと思
いますが、７月２３、２４日のどちらかは
いかがでしょうか。
【第３回目について何人か都合が悪いと
の声あり】
○事務局 第３回目については、次回調整
ということでよろしいでしょうか。
○委員長

よろしいでしょうか。
【了承】
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委員
議事録調製者

