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平成３０年４月 第３回今金中学校改築に係る調査特別委員会 
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開議 １４時４５分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） 改めまして、こんにちは。 

  本日は、第３回今金中学校改築に係る調査特別委員会にご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

  午後からは中学校の現地の調査ということで、色々な問題点等、課題等を校長先生

の方からご説明をいただきました。 

  今後につきましては、これらのことも踏まえながら一つ慎重なご議論をいただけれ

ばというふうに思います。 

  大変時間も迫っておりますので、早速始めたいと思いますので開会のあいさつにか

える次第でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

○委員長（向井孝一君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちご挨拶をお願

いいたします。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） こんにちは。 

  第３回今金中学校改築に係る調査特別委員会にあたりまして一言あいさつをさせ

ていただきます。 

  さる、３月２７日の第２回の本調査特別委員会におきまして、本調査特別委員会の

設置についての感謝の言葉を述べさせていただきました。 

  調査研究に際し、優先事案でありますところの用地確定と全体スケジュールについ

て、９月までに見解をお示しいただければと要請をしたところであります。 

  なお本日は、今金中学校の校長先生の配慮によりまして、現況の調査を行わさせて

いただきました。誠にありがとうございます。 

  加えて、周辺の環境についても見ていただいたところであります。 

  今後、用地検討に際しまして町全体の用地が候補地となるわけでありますけども、

その中で特に今回の現況の部分を考えますと、現在地を基本として議論する場合、隣

接する、あるいは近隣の民有用地も対象として話題となるところであります。 

  このことから、事前に隣接土地所有者さんには、これは以前今金小学校の時も同じ

でありますけども、色んなところで話題になりますので、ごめんなさいということで

お話をさせていただいた経過があるわけでありますけども、この度も様々な検討の中

で可能性を含めたテーブルにのることの事前の了解をいただいておりますことを報

告させていただきたいと思います。 

  具体的に言いますと、隣接しているというところにつきましては、岡本さんしかな

いわけでありますから、岡本さんの方にはきちんと私の方でお話をし、様々な検討の
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中で話題になると、声が上がる可能性がありますので、その時はお許しいただきたい

というお話をさせていただいています。 

  様々な経過についてはまた後程報告をさせていただきますという話をしていると

ころであります。 

  そういうことの整理をこれからもきちんと私の方でしていきながら、検討、議論す

る環境を整えてまいりたいと思っていました。 

  １点でありますけども、私は北海道公立文教施設の整備期成会の副会長をしている

わけでありますけども、事務局が道教委の施設課であります。 

  この事業も道教委の施設課が窓口になる事業であります。 

  特に現在の檜山教育局の河野局長も、今回異動で来られら中野次長さんも、そして

建設指導課に着任をしました、今回着任をしました、菊池指導主幹も、この３名とも

施設課におられた方であります。 

  ですから十分この事業だとか、様々な内容、補助内容等承知している方でありまし

て、先般、３人にお会いし色々といま検討しますのでご協力お願い申し上げますとい

う話をさせていただきました。 

  とてもそういうことから、良好な相談の環境にもあり、様々な指導を得てまいりた

いと考えております。 

  もう１点でありますが、以前から提起をいただいたわけでありますけども、この度、

総合体育館の改築及び今金中学校改築を見込んだ将来財政シミュレーションを作成

いたしましまた。 

  場所の確定及び建設規模、施設事業費は自主設計によって明確になります。 

  しかし、早い段階からどうしてもという状況を当然考えますと、せめても基本設計

時点で何とか概要が分かるのではないかなと。 

  それもその時点での建設単価にもよりますけども、大よその事業費の予想額が計画

数値として押さえられるものと考えております。 

  このことから、中学校部分につきましては建設場所や建設規模等が未確定なことか

ら、これまでに様々説明してきた内容を基本としたものであります。 

  このごにこの資料の説明等を担当職員の方から説明させていただきます。 

  あと調査特別委員会の事案でございませんが、その他として報告事項２点ございま

す。 

  １点は、さる、３月２２日に発生しました、花石地区簡易水道の漏水事案でありま

すが、４月４日には水道水の平常給水が行われるようになりました。 

  一部まだ運んでいる部分もございます。 

  発生から１４日間を要し、特に平常生活リズムに大きな変化を生じさせたことから、

精神的な負担をおかけしたところであります。 

  時間がたった要因に、昭和４７年度完成の施設でありますが、当時の地域の建設状

況が、建物の状況が大きく変化したことで、図面に基づく点検が厳しく、特に引き込

み箇所等が明確でなく、漏水個所を特定することができなかったことが要因でありま
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す。 

  経過につきましては、別添資料を参考にしていただきたいと思いますが、いまなお

敷設状況を調査しておりますので、改善に向け努めてまいりたいと思っております。 

  ２点目でありますが、今年の北海道命名１５０年を記念しまして、平成１６年度以

降、１３年ぶりに北海道遺産募集が行われております。 

  清流後志利別川と美利河の文化遺産をテーマとして応募しておりますことを報告

させていただきます。 

  なお、このことの結果は８月頃、６月か、もしくは８月頃になるのではないかとい

うことが予想されておりますので、ご承知おき賜りたいと思っております。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◎開会の宣言 

○委員長（向井孝一君） 只今の出席委員は１１名で定足数に達しておりますので、第

３回今金中学校改築に係る調査特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

  始めに議題１、今金中学校改築に係る用地選定等についてを議題といたします。 

  理事者より説明願います。 

  教育委員会事務局長、住吉君。 

○教育委員会事務局長（住吉 淳君） （教育委員会事務局長資料説明、記載省略） 

○委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） （総務財政課長資料説明、記載省略） 

○委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  只今の説明に対し、質疑がございましたらお受けいたします。 

  始めに建設レイアウト案について、質疑をお受けいたします。 

  質疑ございませんか。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） これＡ案でもＢ案でもそうなんですけども、これ解体したあと

校舎解体したあとに、トラックとかサッカー場があるんだけど、駐車場もみているん

ですよね。 

  駐車場というのはこの中に入っていますか。 

○委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、住吉君。 

○教育委員会事務局長（住吉 淳君） このスペースの中に駐車場とかも入れていかな

ければいけないとは考えております。 

  ただ、どういうようなレイアウトにするのかというのは、これから色んな面積とか

出てくると思いますので、どの位置かとは言えませんけれども、このエリアの中でそ

ういうスペースもきちんと確保していかなければいけないとは考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
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  村上君。 

○８番（村上忠弘君） いま同僚の日置さんからも話があったんですけども、これって

あの私、建物だけ今回やれば良いのかなと考えていたんですけども、グラウンド、屋

外施設も移動ということになっているんですけども、これ野球場だとかというのはさ、

いまＢ案の方でいけばさ、Ｂ案の方でいけばまったく野球場関係ないんだけども、こ

れなんかこう動かさなきゃないという理由はなんなんですか。 

○委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、住吉君。 

○教育委員会事務局長（住吉 淳君） 動かさなければいけないというわけではなくて、

既存の施設を、このままの施設を新たに建設した場合ということで、スペース全体を

考えたレイアウトにしております。 

  例えば、グラウンドをどこに置くのかとか、野球場は健民グラウンドで良いのかっ

ていう意見も色々出てくると思いますので、そういうものを踏まえまして今後色々検

討する材料として、既存の建物をそのまま再度構築した場合というレイアウトとして

作らさせていただいておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） 既存のグラウンドを野球場だとかそういったものにっていう考

え方というのは持っていないんですか。 

○委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、住吉君。 

○教育委員会事務局長（住吉 淳君） グラウンドにつきましては、従来ずっと排水工

事もしていない状況で、すごい水はけが悪い状態が続いております。 

  体育大会の時なんかもそうなんですけども、雨が降ると次の日すぐできないような

状態になっておりますので、どちらにいたしましても手を付けなければいけない状態

ではあると思っておりますので、お願いいたします。 

○委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） であれば、グラウンドだとかそういったものに係る費用という

のは大体見込みはどのくらい見ています。 

○委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 具体的な積算はまだできておりませんけども、先程の

説明をしました財政推計、これあの今金小学校の改築と同程度で事業費の方を見させ

ていただいておりますけども、いま言いました細かい数字はちょっと分かりませんが、

外構というところのくくりの中では、今金小学校の時は１億６千万くらい見ています

ので、それと同程度いま取りあえずは積算しております。 

  細かいグラウンドの整備に係る費用等々のところまでの積算には及んでいないと

いうところでございます。 

○委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ないようですので、これで建設レイアウト案の質疑を終わります。 

  次に、地方債償還。 

○町長（外崎秀人君） 委員長、ＡとかＢとかの議論をしていただければなと。 
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  うちの方はね、Ａをベースにした方をこれから詰めれという話なのか、Ｂを詰めれ

という話なのか、問題は新たな土地を求めるというのは大変な状況になるので、その

辺ちょっともう少し。選択肢はたくさんあると思います。 

○委員長（向井孝一君） 分かりました。 

  理事者の方から皆さんの、Ａ案が良いのか、Ｂ案が良いのかという意見もいただき

たいということなんですが、その辺についてのご意見ありましたら、お伺いいたしま

す。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 私どもとしては、様々な選択肢が当然あるかと思います。 

  考えもあるかと思いますけども、いま取りあえずはＡ案、Ｂ案というお示しをした

わけでありますけども、こういう部分の中で大きな違いは現況の中で何とか納まるよ

うな工夫をすれということの意味合いと、もう１つは新たな土地を求めてまでも少し

考える必要があるのではないかということの選択肢があるとすれば、そういうご意見

もいただければ、そっちの方も詰めていかなければいけないと。 

  私の提案としましては、現況の中で何とかいま色々なご意見もいただきましたけど

も、この中で納まるような工夫というんですか、もう少しく詳細的な、いま先程あっ

たように駐車場どうのこうのって、きょうは現況を見ていただきましたように、この

Ａ案でいきますと、例えば左側の上の方については、ずっと手をかけられない状況が

ありますので、先程村上議員がおっしゃった駐車場どうのこうのを考えた場合には、

右側の方の新校舎の方のずっとグラウンドの方に繰り下げて、上の方に駐車場を確保

するだとか、そういう工夫なんかも指導いただければ様々な知恵もまた出せるのかな

という感じをしております。 

  きょうも視察の中でチラッと私の方でも述べましたけども、基本的には校舎そのも

のの基本的な私の姿勢というのは、普通校舎と特別教室等々、その他の施設が必要な

わけでありますけども、普通教室については南側の斜面に向けた校舎の作りが望まし

いのではないかなと。 

  きょうの普通教室がそうです。いまこういう明かりがくるように、そういう校舎の

作りというのは当然求めていかなきゃいけないのかなということをちょっと感じて

おります。 

  そうなりますと、ＡとかＢという意味合いの中では、また違った見解が出てきます

ので、是非、その辺の考え方もできれば、Ａをもう少し具体的にだとか、Ｂになった

場合にもっと積算をしてみれだとか、土地を求めるということも当然ありますので、

その辺様々なご意見をいただければ、そちらに向かって進めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

いますぐ示してですね、どっちかということも中々難しいと思いますけども、また

宿題がいただければ、それに向けてまた検討してまいりたいと思います。 

○委員長（向井孝一君） あの、良いですか。 

  いま町長の方からどちらの方が良いかという意見を求められたんですが、要するに
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この地方債償還額計画というのは、どちらの案でやったかということになりますので、

きょうの場面ではちょっとそこまでは行けないのかなという気がするんですよ。 

  これによって、例えば用地買収まで入ると償還計画も変わってきちゃうわけですか

ら、その辺を踏まえた時にちょっといかがなものかなという気がするんですが。 

  どうでしょうか、皆さん。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） Ａ案、Ｂ案はともかく、新しい用地を買ってまでやるのか、現

状の中でやるのかだけは決めれるんじゃないですか、きょう。どうですか。 

○委員長（向井孝一君） 只今、日置さんの方から新しい用地買収までしてやるのかっ

ていう意見もございました。 

  このことについて皆さんの方からご意見をいただきたいと思います。 

  いかがですか。 

  暫時休憩します。 

休憩 １５：１７ 

開議 １５：２０ 

 

○委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  Ａ案、Ｂ案ということではなくて、現況のレイアウトの中で建築を進めて行くとい

う考え方の皆さんの挙手をお願いいたします。 

  Ａ案、Ｂ案という言葉を使うと、Ａ案のタイプで進めて行くと。 

  そういうことで再度皆さんの挙手をお願いいたします。 

  現状のレイアウト。はっきり挙手をお願いいたします。 

○１１番（上村義雄君） その前にグラウンドの部分のこのレイアウトのある中で、Ａ

案であれしているのはいまの既存の建物を壊したところでグラウンドを作るという。 

○６番（徳田栄邦君） グラウンドはまたあとの話。 

○委員長（向井孝一君） あとの話です。 

○１１番（上村義雄君） 要するにトラック、いまのトラックは３００メートルですよ

ね。 

  新しくあれするのも同じ３００メートルでやるのか、それとも。 

○６番（徳田栄邦君） いやいや、グラウンドは別だって。 

○委員長（向井孝一君） あのですね、いまご決定いただきたいのはあくまでも現況の

レイアウトの中で、町有地の中で進めるということを決定したいということです。 

  現況の用地の中で。ということで、上村さん分かりました。 

○１１番（上村義雄君） どっちにするか、賛否をやるんだけども、その前に要するに

公認のグラウンドを作る予定はあるのか、ないのか。 

  それが結局、用地の中で納まる部分なのかどうなのかということを確認しなきゃな

らないから聞いている。 

〇委員長（向井孝一君） 現況の用地の中で納めるという方の。 



- 8 - 

 

○１１番（上村義雄君） それが４００メートルの公認グラウンドもとれるのか。 

〇委員長（向井孝一君） グラウンド等の問題については後程用地の中で考えるという

ことですから。 

  暫時休憩します。 

休憩 １５：２３ 

開議 １５：２９ 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  休憩中に色々と質疑応答がございましたけれども、それらを踏まえて今回示されま

した町有地の中で体育館、中学校の校舎、グラウンド等も含めて、この用地の中で進

めて行くということで本日の特別委員会での決議をして行きたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） この委員会の流れをずっと見てれば、いまのいう町有地の中

で解決をしたいというのは町側の提案ですよね。さっき賛否を問おうとしていました。

結果はまだ出ていないようですけども、それであれば正式に理事者側から町有地の中

で、いまグラウンドに関してもそういう考え方があるのであれば、町有地の中で全て

を解決したいので議会の皆さんお願いしますということで、こちらが合意をすれば良

い話でしょ。 

  ですから、さっき採決をするといったのはあれはまだ採決の結果は出ていないと思

うので、もう一度そこのところをやり直してもらった方が良いんじゃないですか。 

〇委員長（向井孝一君） 分かりました。暫時休憩をいたします。 

 

休憩 １５：３１ 

開議 １５：３３ 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  町長、外崎君 

○町長（外崎秀人君） 前回の２回目の特別委員会の中で現況の用地の中を活用すると

すればどういうことが考えられるのか。 

  ある程度レイアウトを示してもらえれば検討するに値するんですけどもねとご意

見をいただいたと思っております。 

  どこがということではなくて。そういうことから今回そういうことを踏まえて私の

方で現況の用地の中で組み立てるとすればこういうレイアウトを考えられます。 

  Ａ案がそのベースになります。しかし、そこで納まらないとすればＢ案ということ

もちょっと出させていただきましたということになるわけでありますけども、基本は

要請があったのはあくまでも現況の用地の中でどういう組み立てができるのか。 

  それを示さなければ検討、議論にもならないのでということのお話があったので、
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出させていただいた。 

  併せてもう１つの案としては、そこからはみ出すわけでありますけども、Ｂ案もこ

ういうことも考えらますということで、提示しておるところであります。 

  そういうことから、様々な資料を含めて私どもは現況の用地の中で何とか実現をさ

せていきたいという基本には変わりありませんので、そのことを含めてですね、是非、

ご審議いただきながら、議会としての考え方も是非いただければと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 何か質疑ございますか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 案は示されたわけです。実態をいま見てきた中では学校現場

の方から色んなお話も聞かせていただきました。 

  いまの質疑の中でグラウンドをどういうふうにするかという考えも基本的なもの

も持ってられるようであります。 

  よって、用地としていま現況の中で十分間に合うんだっていうのであれば、教室の

数が６、それからその他教室が７ですか。 

  それから食堂も含めて大変配置は別にしても良い面が結構あるような現校舎であ

ります。 

  それを生かしながら新校舎ということで現状で間に合うのであれば、私はそれで良

いのかなと思うんですけども、その辺はいかがですか。 

  間に合うかどうか。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 配置を含めてですね、私も様々関わってきている経過があるわ

けでありますけれども、十分この中では用地の確保ができているという認識をもって

おります。 

  重要なのがこの図面で分かりますように、グラウンドの中で特に校舎についてはい

くらでもそういう配置の基本的な、Ａプランでもってできる要素がありますけども、

野球場のとりかたがどこに、右側ががらっと空いていますので、ここはどちらかとい

えば利便性を含めて動線と言いますか、人の動線を含めればちょっと不便かなと。 

  空白の地点になるので、これを右に寄せるだとか色々なお知恵をいただかなければ

いけないのかなと。 

  併せて、新陸上トラック等々含めたサッカー場も、これが横が良いのか、縦が良い

のかということで、随分レイアウトが変わってくると。 

  まずはいずれにしてもこの用地の中で、あともう１点、きょうご覧いただいたよう

に、いまの校舎のスペースよりも確実に狭くなるという認識。 

  教室も少なくなります。確実に狭くなるだろうと。もっと効率的な建物にすること

によって十分用地は確保できるという認識を持っておりますので、是非、その辺ご理

解いただければと思っています。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
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  それではですね、先程来色んな議論をされましたが、きょうの会議については現況

の用地の中で今後の全てのものを進めていくということに賛成の方の挙手をお願い

いたします。よろしいですか。 

  満場の一致で現況の用地の中で進めて行くということで決定をしたいと思います。 

  次に地方債償還額の推移について、質疑ございませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 地方債の前に色々案が示されていました。 

  いまの小学校をベースに考えているということでありますけども、これ具体的に概

算でも出てくるのはいつくらいを目途に出せるのか。 

  いまは今金小学校の建設費をベースに考えているということです。 

  それが概算でも良いから、いつくらいに示せるのか。 

  それと併せて、先程来あるようにグラウンドがどの程度かかるまでできるのかどう

か。 

〇委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） いまはあくまでも仮置きの全然今金中学校の建築に係

わる費用的な積算は一切ありませんので、仮置きということで今金小学校の起債の計

画書ベースで今回は試算をさせていただいたことになっています。 

  今後、今金中学校に係って、もう少し具体的な費用的なものが分かってくるという

段階になりますと基本設計、これがある程度明らかになってきた段階なのかなと。 

  ただし、そこにおいても例えばグラウンドですとか、詳細なものは少しまた後年度

に行くかもしれませんが、段階に応じて明らかになってきたものについて試算をして

いくと。試算というか推計をしていくという流れになるのかなというふうに思ってお

ります。 

  従いまして、前回の特別委員会で示させていただきましたスケジュール検討の資料

があると思います。 

  それによりまして、現中学校の用地を建設用地として想定した場合のスケジュール

は緑色で示させておりますけども、基本設計につきましては３１年度スタートという

ことになりますので、その結果を持ってというところで目安を持っていただければと

いうふうに思います。 

〇委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ということは、この特別委員会が３１年の任期ということを

考えれば、３１年の３月、４月で終わりです。 

  ３１年の年度末までに基本設計ができるということになれば、この特別委員会の中

ではそれは示されないということになるのかどうか。 

〇委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） より精度の高いということになりますと、そういうこ

とに成らざるを得ないのかなと思っておりますが、そういうことに成らざるを得ない

のかなというふうに思っております。 
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〇委員長（向井孝一君） 山崎さん、最初の委員会の時に欠席をされまして、この特別

委員会につきましては、９月定例で顛末するとなっております。 

  そういう関係でいま言われました基本設計等については、当然９月までに間に合う

話ではないと思いますので、その辺をご理解いただければと思います。 

○１０番（山崎 仁君） 結審がいつかというよりも、概算で出るのかいということを

聞いているだけですから。 

  精度が高いものは出ないけども、概算でどのくらい出るというのを、この６月、９

月くらいまでに出るのかいという話があったら、出ないんであれば出ないだろうし、

その辺はどうですか。 

〇委員長（向井孝一君） どうですか、理事者。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） このいまスケジュール表を見ていただいていると思いますけど

も、前回までお話をしていたように、道教委とは３２年からの着工ということで話を

進めた経過があるわけでありますけども、その辺の難しさがあるということで１年繰

り下げるという状況になるわけであります。 

  この図面で行きますと、本来でありますと３２年の着工であれば、この６月に補正

をかけていただきまして、基本設計に入らさせていただいて、併せて自主設計に望ん

で行くことによって、３１年度の末には全てが出るというスケジュールであったわけ

であります。 

  １年繰り越すので、少し余裕を見まして３１年度に基本設計を発注していきたいと

いうことから、いまの流れの中では３１年度中には何とか基本設計ができあがるだろ

う。 

  その時には数字が見えるという話でありましたが、もう少しく早めに今年の６月、

７月、８月、９月、１２月でも、もう既に用地が決まりましたので、検討を、基本的

な構想に入りまして、手を付けるのであれば、いま議員おっしゃるような形の中で、

３１年度の遅くでなくて早い段階まで、私は自主設計の数字は出てくる可能性はある

のではないかなと。 

  そういう面では、これからの動き、早くに流れができれば私は早くに動きができる

だろう。 

  これは、私の望むところでありまして、いま申しましたように予算はとっても緊迫

しておりますので、早くに手を挙げ、早くに声をあげていかなければいけないという

状況を考えた場合に、いまのような早い着手をしていって、ひとつの目安を立ててい

こう。 

  財政計画を作っていこうというご指導をいただければ、とても有難い話になると思

います。 

〇委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） この特別委員会を設置したタイミングなんですよ。 

  これはもう特別委員会を３月定例会で設置をしたという意味を考えたら、いま用地
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も町有地の中で建てるということが確認をされているわけですから、どのくらいの概

算をもって向かいたいんだというくらいの話はしてもらわなければ私はならないと

思う。 

  議会の方もそういう対応をしているわけですから、是非、そういうことでは概算、

大体の大きさだとか、それから概算の金額、このくらいなものを示してこの特別委員

会結審に迎えるようなっていうふうに、これはお願いになりますけども、それいかが

ですか。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） きょうの冒頭にもお話をしました。 

  ２回目の特別委員会でお話をしましたけども、用地確定が最優先でありますので、

その方向性がきちんと見定めた段階で、直ぐに次の段階に着手できるという認識から、

早く方向性をいただくことになりますと、いまのタイムスケジュールは相当早くに出

てくるだろうと。 

  いま、望まれる概算事業費につきましても、数字を基本設計という形の中で出すこ

とができます。 

  建物の大きさというのは大体基準で決まりますから、これについてはどうのこうの

はならないわけでありまして、そこに平米をかけると自然に数字が出るということが

前提になるわけであります。 

  あとそこにどういう今金町なりの工夫をして行くかということになりますので、そ

ういうことを考えますと、基本構想もね、ある程度スムーズな流れとしてもっていけ

るというそういうスタンス、９月というお願いをしていたわけでありますけど、９月

にいただければ９月から１２月という段階がいま早い段階でお決めいただいて、もし

かしたら仮にですね、６月までに方針をいただければすぐにでもそのことが３か月も

４か月も５か月も早くに打ち出すことができるということでありますので、是非、ご

配慮いただければと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） いま同僚議員からお話があったように、この特別委員会の結論

は９月に出すんだと。 

  それは自主設計まででなくて基本設計をしなければ道の補助金の枠に乗っかれな

いからということなので、そのことは基本にあるわけですけれども、いま同僚議員が

言ったように、やっぱり基本設計に向かうにあたって、どの程度の規模のどういうよ

うな建物を建てたいんだというその辺は早めにきちんと結論を出して欲しいと思う

んですよ。 

  もう普通教室が６つ、特別教室が７つですか、そういうのが決まっていますからね、

そういうのは平米数をかけていくと大体の坪数というのは分かってくるわけですか

ら。 

  それにどういうような今金にあったユニークな校舎にするのかというのは別とし

ても、基本設計を迎えるにあたって大体今金町の規模としてこの程度の校舎を建てた



- 13 - 

 

いんだという、それはある程度そんなに正確な数字じゃなくても結構です。 

  ですけども、基本設計を迎えるにあたって大体どの程度の、何十億のくらいのもの

だよっていうようなアバウトなものでも良いから、やっぱり立ててね、それに基づい

て９月までに、まだまだこれからさっき町長が言ったようにグラウンドがどういうの

が他の町村でどういうグラウンドがやっているのか。 

  それから、私から言わせれば中学校に果たして野球場が必要なのか。 

  そこもあると思うんですよ。いま野球場は全部、健民グラウンドに行って試合なん

かも全部あっちでやって、練習なんかも健民グラウンドでやっているもんですからね。 

  だから、その授業の中でやるわけでないですから、部活動の中でやるわけですから

ね、そしたらここに本当に野球場がそんなに必要なのかという議論まで進めて行って、

この特別委員会である程度のものを結論を出したいと思いますので、そういうことで

いま少し前にずれてきたわけですから、それに合わせて我々のスピードを持って対処

していきたいと思いますので、結論の出せるものはどんどんどんどん結論を出して、

そして議会からの意見もいただく、そういう方向で進めて欲しいと思いますけど、い

かがですか。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） ご意見ありがとうございます。 

  早速でありますけども、以前申し上げましたように、この特別委員会の中では用地

の確定と、加えて全体スケジュールのお話をさせていただいたわけであります。 

  いまお話があったのはスケジュールに関することでありますので、相当前倒しで早

く着手できるのかなと。 

  その前提になりますのが、議会との審議、協議は全てでありますけども、いま立ち

あがりの部分の中では構想委員会をきちんと立ち上げたいという話をさせていただ

きましたので、速やかに構想委員会の立ち上げについて、総合教育会議というのがあ

りますので、町長部局と教育委員会部局の総合教育会議を招集しまして、構想委員会

を立ち上げをし、様々なご意見をいただきながら、ご意見というのは決まったスタイ

ルがあるわけでありますけども、そこにきちんと意見を反映させていただいて、ＰＴ

Ａから地域から、様々な組織を踏まえた組織体制をもって早急に構想を練らしていた

だければなと、その構想に基づいて基本設計という形になりますので、ある程度の構

想を持たなければ予算繁栄の方にもお願いもできませんので、そういう手続きを大至

急させていただきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） また構想委員会を立ち上げるのは結構ですので、体育館の時と

同じようなことにならないように、それだけ注意しておきますので、よろしくお願い

します。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ないようですので、これで地方債償還額等の質疑を終わります。 

  全体を通して質疑漏れありませんか。 
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  ないようですので、質疑漏れを終わります。 

  ここで理事者の皆様には退席をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 １５：５２ 

開議 １５：５３ 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  前回の特別委員会で確認した事項は、委員会報告の期限は９月定例会とする。 

  月１回ペースで委員会開催のスケジュールを組む。 

  そして行政視察を実施する方向で検討する、以上の３点が決定をされておりました。 

  特に行政視察につきましては、視察先の調整や予算措置が伴いますので、早めの協

議が必要と思われますので、視察先を含めて実施時期などについて、委員の皆さんか

らのご意見を伺いいたします。 

  皆さんの方から何か希望先等ございませんか。 

  ないようでしたら、正副委員長、事務局に一任願いますか。 

（「はい」の声あり。） 

〇委員長（向井孝一君） それではそのように正副委員長、事務局において決定をして

いきたいと思いますので、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

〇委員長（向井孝一君） ご異議がないので、そのように進めて行きたいと思います。 

  時期的には９月までのことを逆算すると７月中に視察を終えないと間に合わない

という状況です。 

  休憩をしていませんので、皆さんのささやかな意見も録音をされておりますので、

ご注意いただきたいと思います。 

  時期を含めて、正副委員長、事務局にお任せいただきたいと思いますが、よろしい

ですか。 

（「はい」の声あり。） 

〇委員長（向井孝一君） それではそのように決定をいたします。 

  次回委員会開催時期を協議いたします。 

  次回は５月中旬頃に開催したいと思いますが、いかがでしょうか。 

  よろしいですか。中旬ったら田植え始まるか。その前に。 

○８番（村上忠弘君） 議題は何かあるの。 

〇委員長（向井孝一君） 議題については、具体的に視察先等を決定して、６月定例に

向けて予算要求をしていくという段取りになりますので。 

  川上君。 

○９番（川上絹子君） これ教育委員会の方でも、こういう視察に行くことは計画して

いないのかな。 

〇委員長（向井孝一君） あのですね、この特別委員会については教育委員会の方から
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と公営施設課から各１人ずつ職員を同行させたいという意向があります。 

  次回の委員会日程については、正副委員長と事務局に一任いただきたいと思います

が、それでよろしいですか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 一任もそうなんですけども、少し早めに何点か候補があった

ら皆さんにお知らせをいただいて、この中から選ぶんだくらいのお知らせをいただけ

れば大変ありがたいと思うんですよ。時期的なものも含めて。 

  ですから、それらを我々に配布、事前配布ということも配慮いただければと思う。 

〇委員長（向井孝一君） 事務局、いいですか。 

  分かりました。その方向で進めたいと思います。 

  それでは、正副委員長と事務局で調整の上、詳細日程を決めさせていただきます。 

  議題１に関して、他にございませんか。 

  特にないようでしたら、これで議題１を終わります。 

  次に、議題２、その他を議題といたします。 

  委員の皆様から何かございませんか。 

  特になければ、その他を終ります。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（向井孝一君） それでは本日の特別委員会はこれをもちまして閉会といたし

ます。ご協力ありがとうございました。 

   

 

閉会 １６時００分 
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