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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

 

期 日 平成２９年４月２４日（月） 

時 間 午前１０時００分 

場 所 議  場        

 

１．開 会 

 

２．町長あいさつ 

 

３．合同委員会案件の説明 

  ＊産業教育常任委員会所管 

   議 件 １ 総合体育館・図書館建設について 

 

４．その他 

 

 

 

 

○出席委員（１２名） 
１番 岸   徹 也 君     ２番 小 川 ひとみ 君 
３番 加 藤 三 明 君     ４番 向 井 孝 一 君 

     ５番 芳 賀 芳 夫 君     ６番 徳 田 栄 邦 君 
７番 日 置 紳 一 君     ８番 村 上 忠 弘 君     

９番 川 上 絹 子 君    １０番 山 崎   仁 君   
 １１番 上 村 義 雄 君   （議長） 村 瀬   廣 君 

 
 
 
 
〇欠席委員 （０人） 
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〇出席説明員 

町 長            外 崎 秀 人 君 
副 町 長            中 島 光 弘 君 
教   育   長            田 中 俊 一 君 
総 務 財 政 課 長            森   朋 彦 君 
総務財政課長補佐            住 吉  淳  君 
公 営 施 設 課 長            安 達 雄 一 君 
教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 

 教育委員会事務局次長            宮 崎 吉 広 君 

  

 
〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 君 
議 会 事 務 局 係 長            佐 藤 直 樹 君 
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開議 １０時００分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） おはようございます。 

  ４月に入りまして、春耕期を目前としてお忙しい中、本日の合同委員会に出席を賜

り誠にありがとうございます。 

  本日の合同委員会につきましては、３月定例におきまして総合体育館・図書館に関

わる修正動議に対する説明を４月６日に行いまして、この度、第２回目の合同委員会

ということになります。 

  皆さんの方から活発な質疑をいただきながら、ご理解を深めていただければと思い

ますので、よろしくご協力のほどお願いし、開会の挨拶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 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちご

あいさつをお願いいたします。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） おはようございます。 

  合同委員会の開催にあたり、こんにちまでの経過と所感を述べ、そののちに今後の

取り組みについて、考え方を示したいと思います。 

  この間の総合体育館・図書館建設の取り組みでありますが、町長就任時に計画して

いた体育館を含めた文化センター構想なり、２１いまかね交流センター建設は、現在

の総合体育館の改築や町営住宅など目前に迫っている課題などもあるということで

断念した歴史的な経過もあり、更には総合計画事業の実現という方針に基づき取り組

まれてきているところであります。 

  その実現に向けて、議会議決を踏まえることが手続きの前提にあることから、国や

北海道等と建設場所や補助など様々な手続きをしてまいりました。 

  体育館は改修という経過から北海道、国には改修の補助をお願いしてきましたが、

耐震診断が前提であったことから、結果的には改築として整備することで進めてきま

した。 

  図書館は平成２２年にいまの認定こども園計画の検討の中で、今金保育所を図書館

いという構想も全員協議会に報告した経過もありますが、平成２６年１２月の産業教

育常任委員会所管事務調査報告の後押しもあり、平成２７年３月に体育館・図書館建

設構想委員会や委託料などの関連予算の議決をいただき、体育館・図書館併設の建設

計画を進めてきたところであります。 

  整理をさせていただきたいと思います。 

  １点目は、この事業は議会の議決を受けるなど正式な手続きを経て、振興局、北海

道、国との必要な手続きをしてきているところであります。 
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  ２点目は、そういう経過を踏まえ２８年度当初予算において、実質事業着手となる

自主設計業務と地質調査業務委託料５，１００万円に対し既に４，８００万円の過疎

債を受けているのも事実であります。 

  ３点目は、この３月定例会に２９年度の総合体育館建設部分の予算の修正動議によ

り事業ができない状況になっていますが、このことについては町長はあってはならな

いことであると受け止めているところであります。 

  この間、関係しております振興局、道庁はもとより道議会議員、複数の国会議員に

も情報が伝わり、町長に対して心配を通り越してお叱りの言葉も受けておりますし、

事業遂行の指導も受けているところであります。 

  ４点目は、もはや今金町と議会との問題ではありません。 

  北海道、国との約束事、契約の事務を進めてきているものであり、中止、休止とい

う約束不履行という事態は避けなければなりません。 

  その為にも、この間、必要な事案を今金町議会の議決を持って様々な手続きを行っ

てきているということを改めてご認識いただきたいと思います。 

  ５点目でありますが、既に振興局、道庁、道議会議員、複数の国会議員には不信感

を与えてしまいましたが、未だ改善の余地は残されていますが、町長就任後はもとよ

り、私は全力で職員時代から積み重ねてきた、ご縁と信頼関係にひずみが生じること

は何よりも今金町にとって決して望ましいことではないことを、議会議員の皆様にも

共通の認識をいただきたいと思います。 

  この後に、町長の考えと対応について述べさせていただきますが、なんとか事業を

進めさせて下さいますよう改めてお願いを申し上げます。 

   

    ◎開会の宣告 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） ただいまの出席委員は１１名で、定足数に達し

ておりますので、会議規則第７１条の規定による合同委員会を開会いたします。 

 

  それでは、初めに議件１、総合体育館・図書館建設についてを議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 前段、貴重な時間を頂き誠に恐縮に存じますが、昨年の１２

月１４日に開催されました、平成２８年第４回今金町議会定例会の一般会計補正予算

審議の中で、山崎議員よりご質問のあった教育費、体育館・図書館の図面の中での図

書館事務室についての質疑の中で、教育委員会事務局長の答弁の中に不適切な部分が

ありましたので、説明と陳謝を申し上げます。 

  また、事務を統括する責務にある私からも改めてお詫びを申し上げます。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局長、杉山君。 

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） ご苦労様です。 

  昨年の１２月定例町議会におきまして、当時、自主設計中であった図書館の平面配
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置図の各室の標記について、一部名称の変更を行った件についての答弁で、私の方か

らはあたかも目的外使用の容認を認めるかのような表現がありました。 

  このことにつきましては、不適切な表現であったということで、改めまして陳謝と

お詫びを申し上げます。 

  大変申し訳ございませんでした。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） これより理事者の説明を求めます。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） それでは私の方からその考え方と、今後の対応について述べさ

せて頂きます。 

  最初に、これからの防災と財政を考える調査特別委員会調査報告書の中にあります

ところの、財政健全化の観点から特に図書館については現有施設の活用も含めて再検

討とする必要があるということについてお答えをしたいと思います。 

  いまの図書館のある町民センターは、昭和４８年８月完成の建設後４４年経過して

いる建物であり、仮に図書館を広げてということを含めると、壁を取り払うなどの拡

幅をするにしても、構造上の問題もあり、国の基準からしても耐震対策が必要であり、

図書室部分の改修のために多額の費用をかけるという事業効果や財政効果があると

判断することはできません。 

  次に、具体的な考えの示しとなりますが、前段の冒頭の挨拶で述べたように、計画

通りの総合体育館・図書館の併設建設は振興局、北海道、国そして国会議員各位との

良好な関係を保てる環境となりますが、計画変更は様々な面に影響が生じることを覚

悟しなければなりません。 

  ２つ目でありますが、この間、真剣に議会からの、議員からの疑念、将来における

財政不安などについて様々な検討をしてきましたが、全ての案において特に財政効果

に繋がったり、将来に向けて優位な事業変更や見直しになるという判断にはなりませ

んでした。 

  ３点目、それ以上に計画変更による信頼関係の影響により、様々な事業の補助金や、

特に起債適用については厳しい環境になると言えます。 

  体育館・図書館の補助の担当部局で済むことにはなりません。 

  予算が関係する全てのところでの調整となることから、厳しい環境になります。 

  これらの大きな課題を踏まえて私の方針を示したいと思います。 

  既に、体育館・図書館建設の実施設計、地質調査で起債を受け、更にこの度の４月

２０日には体育館改修改築事業補助金の内示をいただきました。 

  鉢呂議員、前田議員、長谷川議員、橋本議員、武部議員からは直接町長に連絡をい

ただきました。 

  昨年度２４０億円あった関連予算がオリンピックの関係で、今年度は４５億円しか

ないという、とても厳しい状況の中で満額を付けていただき、このことで２年目に繋

がることになるわけであります。 

  ここまでしていただいていることの重大さから断念することが出来ません。 
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  何としても体育館建設に着手しなければなりません。 

  そのためには、ここで立ち止まることもできないことから、財政的には全くのメリ

ットはなく、全てが町単独費用になることや、今後の将来的に振興局、道庁や国会議

員との信頼関係を損ねることになりますが、図書館部分は建設年度を見直すこととい

たします。 

  今後、時間をかけて図書館建設については議会や町民の理解を深めるための環境を

整えてまいりたいと思います。 

  このことから、体育館建設の予算と図書館を分離するための設計見直しに係る予算

と、更に今年度の工事発注が遅れることが予想され、冬の工事に伴う多額な養生費用

が必要となり、関連予算を臨時議会に提出してまいりますので、よろしくお願いを申

し上げまして、町長の回答とさせて頂きます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 続いて予算の説明を求めます。 

  総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） （総務財政課長説明、記載省略） 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  質疑ございませんか。 

  ありませんか。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） ただいま町長含めて理事者側から新たな方針というものが提示

をされました。 

  そのことにつきましては、私も一定の評価はしたいなというふうに思います。 

  資料もいま初めて、目にしたものですから、これについて中身の精査というもの、

は私もやはりしっかり見ていきたいなという部分もありますし、また共同提出者、動

議の共同提出者の方々ともある程度の一定の調整も必要かなという部分もあります

ので、方針を新たに出されたことに対しては、これはもう評価をする部分ではあるん

ですけれども、その中身に関しては、今後そこはしっかり見て、どういう形で理事者

側に報告になるかはその辺は調整が必要だと思いますけれども、時間のかからないよ

うに早急に意思表示はしたいなというふうに思います。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） 図書館部分なんですけど、私はいま町長からの説明で自分なり

に解釈する分には、この他に残されている公共事業、施設の部分が改修・改築が成さ

れたあとに改めて考えるという話であればなんとか納得できるんですけども、取り敢

えず２年間だけ待って、そのあと考えがあるのであれば、ちょっと首を傾げる部分な

んですけど、そこら辺はこの辺ここで約束というわけにはいきませんか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 日置君、もう１度。 
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○７番（日置紳一君） この体育館・図書館、中学校も併せて、今後、公共事業の改修・

改築が控えているわけですよね。 

  その辺の、それが終えたあとにその予算の都合が付くんであれば図書館を、予算の

ことはともかくとしても、その改修が終わったあとに改めて考えるような考えがある

のかどうか、図書館のことについて。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 現時点というお話かと思うんですが、先程、町長から答弁を、

方向性のお話があったのは、今回の動議、何点かの指摘を受けた部分の町長はこれま

で、私達も含めてでありますが、色んな検討を加えてまいりました。 

  この間、町長の中にもお話があった通り、国から起債をもう借りている関係だとか、

色んなことを考慮した中で、最大限新たな方向としては、図書館の建設年度の見直し

ということで、町長が先程お話をさせていただきました。 

  この中に、意味合い的に含まれているのは、今回も多くの皆さんに色んなご意見を

いただきました。 

  例えば、図書館を利用している方々にすると、やっぱり長年の夢でありますので早

く実現をしてほしいという考え方もありますし、それからあまり身近ではない人にす

れば、現有施設の図書室があるから良いのではないかというこれ考え方もあります。 

  そういう方も含めて町長から先程あったのは、議会も含めてでありますが、住民の

皆さんに必要性であるとか、何故あそこに必要なのかということも踏まえて、やはり

説明が足りなかったのではないかということが、現実に一番大きな私達の反省材料で

あります。 

  当然いまからですね、例えば何年後のどうこうということはお話できませんけれど

も、当然ながらその時にも議会というものがあるわけですから、議会の皆さんに理解

が得られないものは当然可決にもなりませんし、それから住民の皆さんにもですね、

色んなことも含めて、防災も含めて、子育て支援施設ということの意味合いもありま

すから、そういうことがきちんと理解をされた上で、改めて計画としてきちんと提出

をして、可決をいただいた上で、実施をしていきたいというのがこの趣旨であります

ので、いまからですね、その部分をどうこうというふうには私は少しできない可能性

があるのではないかなと、当然、日置さんがおっしゃったように、これから計画をさ

れている課題を持っている事業というのも当然私どもも頭に入れておりますし、それ

からこの間の議論の中でそういうことをきちんと視野に入れなさいというご指摘、そ

れから財政計画もいま持っていますが、具体的に年度であるとか、場所であるとか、

前回も私の方から答弁させていただきましたけども、次の総合計画に踏み込むことで

はありますけれども、その資料となるようなものをいまから議会含めて町民の皆さん

に提示しないとですね、今後の事業を考えると非常に財政的な不安を感じる方もいる

ということで、そのことも早急に作り上げていきたいと。 

  それから、この中の議論の中に場所の問題もありました。 

  これは大量の雨が降ってですね、利別川が氾濫した場合の対応をどうしていくのか、
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昨年、１０００年に１度ということで公表されました。 

  これもですね、色んな方から色んなお話を聞いております。 

  この間も答弁いたしましたけれども、タイムラインというものをきちんと整備をし

たいと。 

  それは、当然ながらそういうものが想定されれば、何日目にはどういうふうにして

いくのか、一定の雨量になった場合は２次的な避難場所にどういうふうに移行してい

くのかっていう計画をきちんともたないとですね、いまも住民の皆さんの中にはその

辺どうなんだろう、１０００年に１度というのはあまりにも少し大きなスパンな話な

もんですから、身近には来ないんだけどもやっぱり行政としてはそういうものを作っ

てですね、町民の皆さんに提供をして一定程度のこういうメニューで、こういう避難

をして行くんですよというようなことも必要です。 

  それから、例えば総合体育館だけで防災機能というのは難しいですから、いま認定

こども園なんかとも協議、方向が１つあるのは例えば、避難所と設けた場合に以前も

ありました、小さいお子さんであるとか、授乳対象のお子さんの避難施設というのは

どうしても一緒になりませんよね、長くなると。 

  そういう意味では、いま今後こども園も避難施設としての指定をしてですね、そう

いう対応ができるように、総合的なタイムラインを作る中で見直しやら、新たな観点

で作っていきたいということも考慮しながらということで、考えておりますので、是

非そういうことで、ご理解をいただきたい、いまの時点であとにするだとか、どうの

こうのというところまでいきませんけれども、とにかく議会を含めて住民の皆さんに

丁寧な説明と情報提供をした中で、必要であれば多分必要だという話になるでしょう

し、まだいらないということがその時もそういう話でしたら、理解をされていないと

いうことになるというふうに思っておりますので、そういうことでご理解をしていた

だければというふうに思っております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） いま副町長の方から述べましたが、この見解は全ていままでの

町政の中で、様々な確認行為をとった発言でありますのでご理解をいただきたいと思

います。 

もう１点、私的には政治的な判断という部分になるわけでありますけれども、図書

館はいつ頃かという部分になるわけでありますが、この間、図書館の部分につきまし

ては体育館もそうでありますけれども、いかにして優位な補助金なり、起債を付けて

いただくかということに全て終始をしてきたわけであります。 

  その中で、図書館につきましては何とか木造建築物にしていきたいという、これは

以前から話をしているわけでありますけれども、そのことに向けた取り組みをしてお

ります。 

  そういうことから、振興局も含めて道庁からは直接木造建築物の林務の方の担当の

局長さんも今金町にお出でをいただいて、様々な情報をいただいたような勉強会何か

もしているわけであります。 
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  ついては、４月１日の人事異動でもって土地の問題だとか、あるいは補助金の関係

を含めて非常に精力的にご努力いただいた、幡宮局長さんがいま北海道の水産林務部

長と、トップにいったわけであります。 

  そこには、きちんと話は通じておりまして、何とか図書館の部分の木造の補助につ

いてはご配慮いただく段取りをしていたわけであります。 

  そういう流れを踏まえながら、体育館・図書館の併設という形の中で設計委託も組

んできたわけであります。 

  この間、いま私の方できちんと方針を出したようにそこは分離すると、図書館につ

いては改めてという形にしたわけでありますけれども、先程申したように既にもう北

海道、国の起債を受けて、自主設計までしているわけでありますから、いまこの時点

で止めますという形は返答できる形にはなっていかないだろうという大変な状況に

なるわけであります。 

  加えてこの間、議会の質問にもありますように、今後の今金町のいま、日置議員が

おっしゃったような、今後の例えば中学校だとか、役所の整備につきましても、国の

方は公共施設については、公共建築物は木造を使って下さいという動きをしているわ

けであります。 

  いま色んなところで、学校関係を作っておりますけれども、そのほとんどは木造を

目安にしながら取り組んでいる。 

  優しいとか、子どもの健康に良いとか、様々な要素が当然あるわけでありますけど

も、やはり考える要素としては、これから今金中学校の改築に向かった場合について

は、大きな多分テーマ、話題になるだろうと思っております。 

  そう考えた場合に図書館の部分の中で、木造の補助を受けるという前提の中で、そ

れをなしにするということになりますと、次のステップの中学校の検討をする段階で、

もしか木造の補助金を、その部分の中でいただくとすれば、非常に私は難しい状況に

なるだろうと、そういう政治的な判断を踏まえてですね、今回についてはいま言明す

ることができないと。 

  これについては、いま言ったような中にも既に起債というのは国の中で整理されて

いる大変ハードルの高い、過疎債の枠は全くないわけでありますから、その中で付け

ていただいたという重みを考えた場合に、いまここで図書館については全くやれませ

ん、やりませんという方針は出すことができませんので、そのことを含めて、将来的

なことを含めた段階で、今金中学校ももしかしましたら議員もおっしゃった、その次

の役場だとか色々候補に挙がっていますけども、そういう部分の中についても１度そ

ういうようなペナルティーのかかるような状況にあった場合については、大変次のス

テップに大きな影響するだろうということも含めてですね、先程みたいな、そして副

町長がきちんと述べたような答弁とさせていただきたいと思いますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

  もう１点でありますが、ハザードマップの話がありました。 

  この間、改めてですね私もずっと色んなところでその解釈含めて、考え方について
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聞いております。 

  整理をさせてきています。 

  はっきり申しますと、３５０ミリの雨が一斉に降った場合ということを想定してい

るわけであります。 

  その雨がダーッとこの地域に降った場合に、あのハザードの全ての地域に一斉に水

が来るかということではないんです。 

  一斉に来るかというとそうではないっていう確認を取りました。 

  色んな方々に、どういうことかと言いましたら、今金町の市街地を例にとりますと、

今金町の市街地のどこかの堤防が決壊した場合にドーンって水が当然来るだろうと。 

  今金町の堤防でなくて、市街地の堤防でなくて田代側の堤防が決壊した場合には向

こうに行くだろう。 

  上地区、例えば種川地区の方で堤防が決壊した場合については、そちらの方に流れ

ていくので市街地には来ません。 

  下流の方で色んなところで決壊した場合にあくまでも、決壊した場合に水が全部そ

っちに行きますので、今金町のエリアに入っている、あるいは常にあるということに

はなりません。 

  あくまでも堤防が決壊した段階でもって、その地域の決壊した段階でもってハザー

ドマップの色が付くという事であります。 

  加えて、開発の方に確認をしましたが、北海道で１級河川に関わる川がたくさんあ

るわけでありますけれども、その中でも後志利別川の河川の築堤の強度というのは非

常にレベルの高いものであるという話を伺いました。 

  これについては、知事と私も委員となりまして国土交通省の関係の社会資本整備小

委員会の委員になって、この後志利別川の改修の委員として会議に参加した、何回も

参加した経過があるわけでありますけども、その中で流入計算だとか様々な中でこれ

からどういう築堤が必要かということで議論し、そして多くの方の審議をいただきな

がら、方向性、精度を高めてきたという部分が当然あるわけでありますから、そう考

えた場合には、いま言ったような形の中で、今金町の市街地の築堤が決壊した時には

あの色が付くようなことが想定されますというお話でありますので、３５０ミリの雨

が降ったから一斉に流域全部が、あの水にかかるんだということではないというお話

を伺っておりますので、情報を提供させていただきたいと思いますので、よろしくお

ねがいいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） 説明いただきましたけども、岸議員も先程言っていましたけど

も、私たちは６人の共同提出者がおりますので、今回、説明を受けてまたちょっと話

し合いをして考えさせていただきたいなと思うんですけども、１点だけ伺いしたいん

ですけども、先日の新聞だったんですけど、日にちは忘れました、公共施設の耐震に

関わる過疎債、町債がものによっては９割と７割借りれるということで、その交付税

措置がどちらの９割でも７割でも３割しかあたらないと、該当しないと載っていたん
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ですけども、この体育館に関しては７割の交付税措置がなされるという答弁いただい

ていたんですけど、その辺はそれで間違いないですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 私の知っている範囲内では、庁舎を限定した情報が出ておりま

す。 

  庁舎ですね、これは熊本を含めて庁舎を建て替えたんだけども、そこもまたいって

いるということから、庁舎に特化した部分の中で起債を適用するという方向が出たと

いう話でありまして、公共建築物全てということにはなりません。 

  いまある補助事業あるいは、起債事業については、それを適用して行くという話で

ありまして、日置議員がおっしゃったのは、あくまでも庁舎の部分という話でありま

す。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） 熊本地震を受けて、庁舎が心配だからそういう過疎債を出すと。 

  そういう大事なことであれば、交付税措置というのはもっとあっても良いのかなと

思うんだけど３割でということでしたんで、その体育館の改修に７割も本当に交付税

措置がなされるのかどうか、それを心配しているんですけど、そこは大丈夫なんです

か。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 庁舎の部分については新しいメニューであります。 

  現在、補正予算で上げておりますけども、総合体育館に関わる部分の過疎債であり

ますが、これについては従来どおりレクレーション施設、教育施設ということのくく

りにで、７０％の交付税措置率ということで進めております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  他にございませんか。ありませんか。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） ちょっと確認の為にお聞きしたんですけども、今回、５億１千

万の基礎にかかる部分というのは、体育館の部分だけの基礎ということで判断してよ

ろしいんでしょうか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） 今回の予算は５億１千万というのは、基礎ではなくて、

今年度出来高部分ということで、先程、説明がありました３割の出来高が必要となり

ますので、その５億１千万ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

  体育館だけになります。図書館は入っておりません。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  他にございませんか。ありませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 前回の合同委員会で時間が皆さん意見を述べるということで、

私控えていたわけでありますけども、今回意見を述べても良いですか。 
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  前回質問した基本的な部分、事務長に義務は何だと、納税義務、これは何十億かか

る、いま町長が述べた国・道との信頼関係が大事だと、これは勿論そうでしょ。 

  しかし、国の予算についても、道の予算についても、町の予算についても全て税金

です。 

  皆さんの給与も、私達の部分についても、税金で賄われているということです。 

  ですから、税金、お金は血税を使わさせてもらうということですから、慎重に本当

に町民のためになるのかということから基本において、考えなければならないものと

私は思っております。 

  そこで当初の耐震診断のやつはいただきました。 

  そしてその耐震診断に基づいて見積書、何億かかる、何億かかる、前回の時の３億

かかって１５年だという答弁がありました。 

  その前の時には、５億、６億かかる、それからそのあとになったら７億、８億かか

ると、こういうその金額の膨大な修復にはそれだけかかるんだというお話がずっとい

ままでの経過の中で出て、それだけかかるのであれば改築の方が良いだろうというふ

うに踏み切ったという話でした。 

  ここでこれは２８年の第１回の川上議員が質問したのに対して、事務長が答弁して

いるのがございます。 

  これは議事録の一文を読み上げますけども、川上議員の質問にお答えいたします。 

  もう既にご理解いただいていると思いますが、まず総合体育館の部分につきまして

は既に行われた耐震診断の結果、最も倒壊しやすいというような評価をいただいてお

ります。 

  そういったことから、改修という形では施設維持ができないことから、まずは危険

な建物ということで、優先順位を変えて今回改築にしたというふうに述べております。 

  私もその耐震診断の要約、まとめたやつでしょうけれど、ゆっくり読んでみました。 

  ここで出てくるのは、３０年という、３０年という年限の部分がある。 

  それから、この管理棟とかそれから物品庫については、器具庫ですね、器具庫につ

いては問題はない。 

  １番問題になるのはアリーナの基底部の基礎の鉄骨が腐食している部分、これは６

か所、両方併せて１２か所ですけれども、その部分が最も危険だからアリーナの、物

事はやっぱり１番弱いというところを基準にして計算しますから、当然これは最も危

険、倒壊しやすい建物だというふうに判断をすることでしょうけれども、この説明の

中でアリーナの基底部、要するに基礎の部分、柱の部分、その部分が危険だというふ

うに評価している。 

  しかし、基礎的には何ら水平の部分は保っているし、基礎が地盤沈下でもって基礎

が傾いているとかということではないんだと。 

  修復可能だと。 

  だから屋根のプレート、屋根ブレースは本診断で想定する地震等に対して必要な耐

力を有している。 
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  ですから想定される地震に対しても、もちますよということをここで言っているわ

けですね、屋根の部分。 

  専門的なこと、ダイヤモンドトラストとか何とかということは、私は素人ですから

わかりませんけれども、まず聞きたいのは直すことが可能だと、要するに補修が必要

ですよ。 

  駄目なところは速やかに取り替えて下さいと言うような結論のように私は理解し

ました。 

  そこで、まずその改修ということでは施設維持が難しくできないという、こういう

判断を事務長がされているわけでありますけども、どこをあれで改修して維持管理が

できないという判断になったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） まず前段の税金の部分は同じ思いでありますから、議員が大

切な血税だという部分については、私達も同じ考えでおりますので、よろしくお願い

します。 

  その時の全員協議会でもお話をしたのは、１番はアリーナの部分ですよね。 

  屋根の部分が危険だということで、最も体育館の根幹部分が１番倒壊の危険性が高

いということで、ここの補修となると全面改修に近いものになると。 

  鉄骨だとか全部古くなっておりますので、その上で全員協議会の中で建て替えとい

うことの方針をお示しして、了承をいただいたという経過の方で私どもを理解をして

おります。 

  尚且つ、当時ありましたのは、体育館の耐震面積が５，０００平米以上の要件が今

後、いま３，０００平米でありましたので、元々は上村議員もおっしゃったとおり、

当初は３億程度の改修で、２０年から２５年もたすような計画で行こうということだ

ったんですが、いずれにしても、その根本となるのは耐震の調査をしなければ補助を

もらうにしてもということで、耐震調査の許可もいただいて予算を付けて、実際に調

査をして、診断結果が主要な部分の劣化が激しく危険だということの判断をいただき

ました。 

  その結果に伴って、部分改修では予算もそうでありますが、危険度が高いというこ

とで、全員協議会の中で改修をしたいということで提案してですね、それで了解をい

ただいたという事になっておりますので、そのことを慎重審議したかと言われますと、

私どもも慎重審議をした上で議会の方に相談をさせていただいたというふうに判断

をしておりますけれども、そういう認識では足りないでしょうか。 

  私どもはそういうことで、ご理解をいただいたというふうに思っておりますけど。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） いま副長が答弁されて、慎重審議したからこれは決まったこ

とだからぶり返す必要はないんだっていうふうな部分でございましょうけれども、し

かし、今回要するに修正動議をあれする理由として、３点をあげました。 

  これは６名全員同じ思いであれしています。 
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  私も体育館、新しい体育館欲しいですよ。良いものは良いんだから。 

  しかし、全部今後の部分に繋がってくる財政であり、人口であり、災害に対しての

部分であり、いま前回もそうでしたけども、今回もその水に対してはタイムラグがあ

るからタイムラグによって、その状況に応じた判断で避難指示を出し避難すればいい

んだという話でございます。 

  それも１つの考え方でしょう。 

  しかし新しく建てるのであれば、そういう危険度のないところに建てるということ

も考え方の基準に１つあって良いんだろうというふうに思います。 

  ましてや、避難場所という災害があった時の避難場所とするのであれば、そういう

危険性のないところに新しく建てるというのなら話は分かります。 

  ましてや、人口規模についても、当時のこの総合体育館、５０年、５１年に建てら

れた時には人口は９千人以上ありました。 

  １万人は割っていたけども９千人以上ありました。 

  そしていまの体育館、総合体育館がこけら落としに、当時の全日本の女子バレーボ

ールの、副町長はご承知のとおりだと思います。 

  日立や鐘紡の実業団があれして、こけら落としにオリンピックの選手が来て、全部

ではないですけれど、そうやって体育館を祝ったものです。 

  本当の当時造ったのには全然問題も、誰も反対する、誰も異議を申し述べるものは

なかったと思います。 

  しかし、いまの現状が将来的には９千人を半分以下にまで落ちる、これは人口シミ

ュレーションで示されたとおりですね。 

  それを何とかという形でしょうけれど。 

  そういったことも加味しながら、折角、大きな町の国の道の血税を使わさせてもら

って進めるということであれば、より今後において、安全なところでより町民の安心

に暮らせる方向性に、そういう事も考えなければならない問題だということから、杭

を打って工事が始まってしまったんでは、その考えをもう１度考えませんかというこ

とで議論しても、もう杭を打って工事が始まってしまったらストップきかないわけで

す。 

  これは違約金で、逆に金がかかるわけですけど。 

  そういったところを町長は、副長は全員協議会なり委員会でもって説明して、それ

は理解いただいたものだと。議会もそれ承知の上だと。 

  自主設計についても、議会が承認した上でしょう。これ良く言われます。 

  しかし、財政シミュレーションを出して下さいと言って、出てきたのは９月です。 

  その水の部分も１０月の末です、道からの。 

  そう言った懸念があるのに町が進めている。 

  これが道にも国にも補助金を申請して全部決まっているんだから、それを止めるこ

とはできないんだということ。 

  その国の補助金にしても、道の補助金にしても日本の国民の血税なんですよ。 
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  そこらあたりを行政優先の考え方か、町民優先の考え方か、基本的にそこに違いが

出てくるんです。 

  これをいま断ったら次の事業に、いまの日置議員が聞いたように、いま熊本だとか

東日本の大震災の税金は私達も税金をその東日本のため税金を出しています。 

  そういったことを踏まえながら、今後建てる今金町としてあれする時にもっともっ

とそういう国の補助にいまのそれ、予算の２９年度予算のいま説明あった元に戻そう

というだけのことですよね。 

  この補正予算で組もうとしている金額は、数字的には元に戻す数字しか出していま

せん。 

  人口規模で言ったら９千人以上いる規模で３千百何ぼの体育館が、じゃあ半分に減

ったんだから１，５００平米で良いでしょ。そうはならない。 

  これは前にも質問したら、バレーやるのにコート半分できるわけではないんだから、

バレーの２面コートは必要なんだ。 

  いまの体育館を修復すれば、それこそ実業団のこけら落としに使っただけの立派な

体育館の広さがあるわけですから、いまは逆に中学校のバレー部をあれするっていっ

ても、今金町単独でバレー部ができないから、北檜山の方のあれと合同でバレー部を

作るとかという、本当かどうか分かりませんけど、そういう話も耳にしています。 

  事務長に聞いたら、いまバトミントンがやるのに必要だからそれだけの大きさが必

要だと。 

  МＡＸの状態からのМＡＸの状態、基礎計画からずっとМＡＸの状態で進めてきて

いる。 

  １００何ぼ減ったから良いでしょうというような感覚になっている。 

  私に思わせれば９千人の人口規模で３千百何ぼの体育館なんだから、半分に減った

んなら１，５００、１，６００の体育館の大きさで良いでしょう。 

  小学校の体育館もあり、中学校の体育館もあり、そのほかに使われていない廃校に

なった学校の体育館も使うに良いんですよ。 

  そういったことを考えた時に、今後の部分で人口的にも色んな角度から、いまの計

画を組んであれしているから、そのままやるんだという形がどこに必要なのか。 

  先程聞いた自主設計の中に、副長が３億でという話で、５億、６億かかる、７億、

８億かかるという話を耳にしました。説明も受けました。 

  その根拠はどこからきて、そういう数字になったのかまずお聞かせいただきたいと

思います。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） たくさんご指摘をいただいたというふうに思います。 

  体育館そのものをその時に議会の皆さんとやり取りさせていただいたのは、耐震の

結果がそういうふうに出たというのはご存じのとおりであります。 

  多分その時に、改修ではいけないという判断でいま議員さんがおっしゃる通り、例

えば、改修の仕方によってはもっと低い予算で可能ではないかという考え方もありま
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すけれども、アリーナ部分それから器具庫の部分、それから管理棟の部分、１番はア

リーナ棟がもう倒壊の危険性が高いということですから、もうこれは使わせておくに

はできないという判断をしているわけです。 

  その中で、議員の皆さんにお願いをしたのは、耐震をした上で方針を出したいと、

それは方針の中で改修でいきたいということでご理解をいただきました。 

  担保にとって言っているわけではありませんので、それはご理解をしていただきた

いんですけど、私も６人の議員さんというのはそれぞれの民意だと思います。 

  賛成される議員さんも民意ですし、それからどうなんだもう１度立ち止まって検討

しないかというのも民意だと思います。 

  その中でたくさんの皆さんから言われている通りですね、私も町長はですね随分

色々検討したと思います。私達も町長と色々な議論を重ねました。 

  いま立ち止まったというのは、やはり私達の方にも反省点があるのはなぜ必要なの

か、どうしてなんだという説明がやはり不足していたんだろうということで、１番は

図書館をいま１回立ち止まろうと、このことが本当に体育館がこの町づくりに必要な

のか、それから子育て支援等に必要なのかという事を、図書館を含めてですね、必要

なのかということを議員の皆さんにお願いをして、説明をして、もっと言うと使う人

達もありますから、この方々の意見も聞いた上で議会の方に改めて相談をしながら検

討したいというのがいま出た結論であります。 

  いま言われていた、元々の体育館を改修したり、例えば人口が減るから半分で良い

んではないかというのは、私としては中々分かりましたということにはなりません。 

  というのは、スポーツ色んな規格というものがあります。 

  それから、いま廃校になった施設を使えということもありますけども、これもまた

中々難しい状況にあります。 

  何といっても体育館の担う機能としては防災の一部、機能もきちんと満たしたいと

いうことが大前提の中に含まれておりますので、そういう意味では、そのことも理解

をしていただきたいとうふうに思います。 

  上村議員が常にそういう視点を持って下さってですね、私どもに色んなご意見をい

ただくのは、真摯に受け止めたいというふうに思います。 

  私たちはこれで良いんだではなくて、上村さんにもなるほどということであればそ

ういう必要性があるなというふうに考えてもらえるような努力は続けたいというふ

うに思っております。 

  決して決まったからとか、どうのこうのということではなくてですね、やはりこれ

は長年の経過の中でやってきているということを是非、それはご理解をしていただき

たいというふうに思います。 

  私は議員さんの皆さんのご意見をないがしろにするなんてつもりもありませんし、

それぞれいただいた意見というのは、課長会議の中でももう 1回振り返って、きちん

と対応しようということはやっておりますので、当時の入り口段階でのことを、いま

ご指摘をいただいて、原点に帰ることも必要ではないかということは分かるんであり
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ますけれども、その時々で私どもの考えたプランを議会の皆さんに相談して、駄目で

あればそこでご指摘をいただいて、再検討することがあるんですけども、やはり私ど

もについては議決をいただいてですね、それでしっかりやって行こうという判断のも

とで進めきたというふうに理解をしております。 

  ただ、今回一連の中で、動議というのは非常に重たいです、私どもも。 

  外崎町長が町政の中で初めて、そういう意味では少し待てということを言われたん

だと思います。 

  それから、住民の皆さんの中にも、体育館は絶対いるという人もいますし、いるの

かという人もいますし、図書館がいるという人もいます。 

  色んなご意見があります。 

  ただ、体育館は図書館と意味合いが少し違うのは、やっぱり危険で危険性があって

使えないということでの前提の中で、ご理解をいただいて進めてきておりますので、

体育館そのものについては、説明が変わった説明でなくて申し訳ないですけども、意

味合いはそういうことであります。 

  ですからこれからもですね、上村議員のご指摘については謙虚に対応していきたい

というふうに思っていますが、その時点にというふうにはいまの段階では中々戻ると

いう状況にはなりません。 

  体育館については、是非色んな機能を持たせていただいて、先程言われました人口

が減っていくということは、増えていくことはないかもしれませんが、いまいる人達

含めてですね、この体育館は健康増進の意味合いもあります。 

  お爺ちゃん、お婆ちゃん、それから若い子育て層から色んな人達に使っていただき

たいということで、ある意味まちづくりの拠点、それから防災の拠点になるような願

いを持っての施設だということで、ご理解をいただきたいというのが私の立場でのお

願いでありますので、よろしくお願いをいたします。 

○１１番（上村義雄君） 委員長、先程の５億、６億の、その金額に対する根拠をあれ

してくれと言ったけども、それは答弁。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 暫時休憩します。 

  この時計で１５分まで休憩いたします。 

 

休憩 １１：０３ 

開議 １１：１３ 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  先程の上村委員の答弁をお願いします。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 上村議員の方から改修から改築へ向かった時の様々な切っ掛け

と言いますか、経過だという話になりますけども、この間、何度も話を申し上げてい

ますように、きょうも冒頭申し上げましたが、初めから体育館は改修をするというこ
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とで事務を進めてきた経過があります。これは明らかであります。 

  私も町長のスタンスとしましては、新しい建物を作るという認識を持たないで町長

に望みました。 

  いま使えるものは使って行こう、複合化して行こう、統合化して行こうということ

が、私の全ての発想だったわけでありますから、頭出しに新しいものをという発想に

はなっておりませんし、いまなおその思いは崩れていないわけであります。 

  そういう視点を持ちながら体育館につきましても、建設当時から私が直接かかわっ

た施設でありますから、十分その内容を承知しているわけであります。 

  そういうことを含めて改修の補助金をいただこうと思っておりました。 

  道の方に伺いをたてて様々な対応を取りましたら、改修補助金の前提は、耐震の診

断が必要ですよ、そのことに基づいて国は改修が必要だという案件であれば補助金の

対象にしますという話であったわけであります。 

  そういうことから当時の数字、事務方には相当大きな金額がかかるよという話であ

りましたが、私は大がかりな改修をするつもりは町長としてはないと、最小限の改修、

例えば窓が全部腐って駄目でありますとか、そういうことを個別に調査しましょうと

いうことで、２年がかりで個別調査をしていただいて、この部分、この部分、頭を決

めました。 

  相当の金額がかかるはずですけども、３億程度に留めてくれと。 

  その範囲以内で改修して引っ張って行こうという長寿命化を図って行こうという

事が私のスタンスであったわけであります。 

  そういう改修についても、いずれにしても補助金が必要だと。 

  ただ、補助金を持たないで改修をする事も考えられたわけでありますけども、さて

そこで心配だったのが、以前にも何回も申し上げておりますように、国の基準は、建

築基準は様々変わるわけであります。 

  いま大規模な集会施設等々含めて、スポーツセンターもそうでありますけども、５，

０００平米以上の施設については、耐震診断が必要で耐震化を図らないといけない。 

  これは民間でいうところの、ホテルだとか様々なところも大変苦慮しているわけで

ありますけれども、そういう状況になったわけであります。 

  私の方で、早速、道の指導を受けながら、国の方の担当の所管を探しましたら、国

土交通省の耐震の企画官の方に、これも議会の方で報告しておりますけども、その方

に様々相談をしていただきました。 

  いま、５，０００平米でもって国の網がかかっているわけでありますけれども、う

ちの体育館は３，０００平米超えるわけでありますけれども、この４，０００、３，

０００ということで、ハードは下がることがあるんでしょうか。 

  そしてすぐという形になりますかどうか、そのことをきちんと伺っておかなければ、

いまここで改修で、いま私は最小限の３億くらいの改修をしようと思っています。 

全く多分無駄になりますという話になりますので、いかがでしょうかというアドバ

イスを受けました。 
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  そこできちんと受けた言葉は、町長さんいまそこで最小限って言いますけども、最

小限の改修、やるとすればまだまだたくさん箇所があるわけでありますけれども、そ

んなにお金をかけられません。 

  しかし、年数も年数が来ているということを考えました場合に、耐震をやるとすれ

ば大変な事業費になりますよと。 

  大変な事業費になりますよという話を伺いました。 

  それでどの位もつんでしょうかと聞いたら、あくまでもそれは簡易なものであって、

良くいうところの鉄でもってばってんを付けるという形、本当にやるとすれば国の施

設なんかはそうでありますけども、地下の基礎の部分から全部造り直さなかったら本

当の意味の耐震にならないよという話を伺いました。 

  そうすると、膨大な金額になるでしょうと、ただ、それをかけても国の基準では耐

震をやっても限度は２０年くらいが目安ですよいう言葉も当然あったわけでありま

すから、そこに何億も、１０何億もかけるという話にならないでしょうと。 

  それよりも、もう少し出せばという、金額は向こうは当時、大きさは私ども言って

おりませんので、もう少し出せば新しいものが出来るのではないでしょうか。 

  そうすると、４０年、５０年と使える体育館になるのではないでしょうか。 

  そういう選択肢が望ましいと思いますという指導を受けたわけであります。 

  同じ指導を道の方の担当の方にも伺いまして、様々な見解をいただいたところの中

では、同じアドバイスでもって、いまここで最低限と言いますけども、それ以上の改

修が必要だという認識をとるとすれば、そこに改めて耐震補強をするということでど

の位もつでしょうかという、中々その辺のハードルは高いものがあるし、やはりそう

考えれば誰しもが考えることは、国の方もおっしゃっていましたけども、新しく建て

た方が絶対将来的にも財政的にも望ましい方向になりますよねっていうアドバイス

を受けた。 

  そういうことで当時の積算、平米単価いくらかっていうことで、今金町のいまの体

育館の平米を大体積算すると、当時ではこれも議会で約１４億くらいで新しい体育館

ができるという、あくまでも見積もりをいただいたわけではありますけども、いま何

でもそうですけど平米換算ですると大体そのくらいでできるだろうと。 

  そうすると３億、４億、５億のきちんとした耐震と耐震の補強することによって、

数億かかると。 

  多分、目安的には１０億近い数字がかかるだろう。 

  実際そのくらいの数字がかかっているという話を伺っておりますので、そう考えた

場合に明らかにどう考えても改修から改築という方向に向かった方が望ましいなと

言うことから、すぐに方向を出して議会の方にそういうことで改修がかなわないので、

是非、改築という話をさせていただきました。 

  加えて、同時並行で町民センターの部分があったわけでありますけども、あれも先

程言ったように、昭和４８年ですから、完璧に何をやるにしてもこれからは耐震の補

強をして行かなければいけない建物でありますので、そこをしない中での改修という
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ことで、ホールの中をいじって、構造をいじったわけではありませんので、そこで町

民センターの改修ができました。 

  そういうことからこれからの改修については、古いものについては全部耐震化を図

って行かなければいけないというとてもハードルの高い部分がありますので、是非そ

の辺はご理解いただければなと思っています。 

  そういうことからきょうも答弁させていただいた、町民センターの現有施設、多分

２階の部分の壁を取り壊して広くしようという計画も私どもも持っておりましたし、

そういうことも改めて今回考えましたけども、そうすると構造的に問題がありますの

で町民センターのホールの方は別にしても、それもわかりませんけども確実に耐震化

を図るような構造にしていかなければ認めていただけれるような状況にならないだ

ろうということから、私としてはいまの現有施設を広くして図書館の機能を持たせよ

うということに対しては、非常に問題があるということで、それはできませんという

言葉を述べさせていただきました。 

  そういう様々な経過があることにつきましては、是非ご理解いただければなと。 

どう考えても耐震はあくまでも耐震であります。 

私も同級生に耐震関係、構造設計の専門屋のものがいるわけですけども、そういう

人からも随分当時色んな話を聞いたわけでありますけれども、あくまでも町長それは

一時的なものにすぎないよと、それが全てもつという話ではないよという話を聞いて

成る程なと言うことから、様々な検討をしながら改築に向けたということを、是非ご

理解いただければなと思っています。 

  先程、財政の話を上村さんからいただきました。 

  私も同じような考えを持っているわけであります。 

  全ては税で賄っているわけでありますから、その方向性については何ら私と変わる

ことがないわけでありますけども、ご存じのように毎年出している、今回も町民の方

に配布しておりますけども、町の財政を考える様々な資料を提供しているその中に、

収入支出の問題もありますけれども、ご存じのように今金町の財政の収入、財源のほ

とんどは、半分以上は地方交付税そして補助金等に依存しているところがあります。 

  町税とそのほかの収入含めて１０％あるかないかという大変な状況にあるわけで

あります。 

  ですから、先程来申し上げておりますように、どっちが大事なんだという部分も当

然あるわけでありますけども、この町がいまもこれからも存続するためには、国なり

道なりの様々な支援がなければ私は成り立っていかない、これがきちんと明言できる

わけであります。 

  そこの関係を損ねるということは、将来に向けて大変な状況になるということも、

是非、是非ご理解いただければなと。 

  この、一般財源が２割、３割、４割あるんであれば、自主独立の形で行くことが可

能なわけでありますけども、改めて議会にはその都度、その都度、毎度、毎度、様々

な予算の関係、それから基金の問題、借金の問題についても全て情報を出しているわ
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けでありますから、大幅に変わることはない、そのことのシミュレーションとして整

理をすると。 

  今回も、遅きに失したという部分の言葉もいただきましたけども、基本的にはより

正確な決算に近い数字、近い数字を出すことが最も将来に向けて、確実に先が見える

状況になるだろうということで、決して意図的に遅くなったわけでありませんし、そ

の為に議会の方でお認めいただいて、私どもの手作りではなくして、きちんと専門家

を入れた中で検討していただき、数字的なもの、考え方についてはうちの方で示した

わけでありますけども、それを整理していただいたということから、少しく時間がか

かったわけでありますけども、いままで議会で報告して都度、都度、議会のたびに報

告している数字とは何ら変わらない状況であるということも、是非ご理解いただけれ

ばなと思っています。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） いまお伺いをした、何億、何億というその数字の根拠はない

ということですね、いま町長のお話でいくと。 

  要するに改修に向けた金額、根拠がない中で議会にこれだけかかる、これだけかか

る、こんだけかかるから改築の方が良いんだというふうなシフトに持っていかれてい

るんだなというふうに理解しました。 

  基本のところでそういう形で行くと、議会は行政の方から説明を受けると、要する

に数字的根拠をきちんと持った上で言って下さっているわけですから、いままでは全

く疑う余地もなく、信頼してその話を受けていました。 

  ですから、そんなにかかるんならそっちの方が良いかというふうなことにも考え方

はなってきます。 

  しかし、その数字的根拠が要するに見積書とか、今金町の業者なのか、道の業者な

のか、それはいま１級建築士のその資格の持った人の検査で、ここをこういうふうに

すると耐震構造になってこれだけなりますよと、そういう見積書をきちんと工事やる

かどうかはそれはそのごの問題だけども、見積書というものをきちんと提示された上

で、そんだけかかるんなら改築する時にそれだけ、修復する時にこれだけという比較

検討ができる上で、話を進めて行くというのならわかるけれども、改築にこれだけ想

定の中でもって改築に向かって行くということは、私は理解しかねます。 

  それと、この総合体育館の１番この要するに耐震の診断書の数字を見て、１番危険

なところは要するに鉄骨の柱です。 

  東側６本、西側６本、１２本の柱が腐食して、基礎的には全然傾いていない。 

  ですから、武道館の２階の部分なんかも全然、屋根とあれとの落差もないし、何ら

問題ない。 

  耐震化では３になっているんです。 

  下の基底部の基礎の部分があれするから２になるよという形。 

  要するに柱のその部分を、それじゃあ、いままで昭和５０年、５１年に完成したら

鉄骨にサビ止めの塗装の工事を何回やられたんですか。 
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  それをお伺いします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長。 

○副町長（中島光弘君） データいま持っていませんけど、間違いがないのは１回は実

施をしています。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） いままでに１回塗っているということだそうです。 

  これは前回の時にも申し上げました。 

  東京のテレビ塔にしても、札幌の、東京の東京タワーにしても、札幌のテレビ塔に

しても造ってから４０年、５０年じゃないわけですよね。 

  全部あれは塗装をきちんと、メンテナンスをしているから未だに問題なく使ってい

るわけです。 

  これを町の施設全部それ言えるわけですけれども、住宅なんかは長寿命化のあれす

るシミュレーションを作ってずっと直していくという形を作っているから、それは良

いのかなと思うけども、総合体育館の部分で４０年、たった１回しかやっていない。 

  私に思わせれば、これ素人だからわかりませんけれど、１０年に１回は塗装しなけ

れば、ましてやああいう建物というのは外にさらしになるわけですよね。 

  さらしになるところはサビ易いし腐食しやすいんですよね。 

  そういったこと、長寿命化、要するに建物にしても、橋にしても、町の財政もって

いる施設を、いまは前回の時に６４年５月にそういう長寿命化のためのシミュレーシ

ョン作って、きちんと作りなさいという、いまは今年１年かかってそれを作るという

ことになっているようですけれども。 

  そういうところは要するに血のにじむような税金を皆さん国民が、町民が一生懸命

働いてあれしていることを、もっと考えて欲しいなというふうに私は思うんです。 

  ですから、見直しませんかということ。 

  分からない数字で、分からないことで、分からない形で新しいものを作っていくと

いうやり方は行政の手法としてあまりにもずさんすぎるのではないのかなというふ

うに私は考えるわけですけども。 

  根拠がなしでやろうと、これはちょっと私は理解できない部分でございますけれど

も、いかがですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長。 

○副町長（中島光弘君） 私どもの根拠としては、耐震診断が１番の根拠でありまして、

それに基づいて皆さんにご相談をしたという経過であります。 

  それから、いま議員さんがおっしゃいました、維持管理についてはおっしゃる点も

あるというふうに思いますので、当然ながらそういうものも早めにということの対応

も必要だったんだろうと、過去にはですね、現実にいま１回というのは建設担当が把

握をしている１回でありますから、１回ではないかもしれませんが、いずれにしても

多くはない数字でありますので、いま言ったようなことで、劣化の速度を遅らせると

いうことの努力は少し足りなかったというふうに私も思います。 
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  どの時点の根拠と言われますと、やはり町長がそういうことで、出向いて色んな指

導やら助言をいただいて、基本的には見積と言っても設計になりますから、簡単な見

積にはなりませんので、そういうものをトータルで考えた時に、３億というのは町長

も言いましたけど、元々は耐震とか全然関係なくて３億の範囲以内で、危険度の高い

ものは換えて改修をしようと、それで最低でも１０年は持たせたいというのが当初の

考え方でした。 

  そのことも議会の方に説明をさせていただいておりましたし、そのあとの実際にこ

れから進める段階で町長が色んな指導を受けた段階では、耐震をきちんと調査をやる

べきだということが判断も必要だということで、私どもとしては耐震調査を実施をし

て、一定の数字が出てきて危険だと。 

  特に冒頭から言っておりますけども、アリーナ部分、１番住民の皆さんが利用して

いる部分が危険だということで、その中の総合的な判断の中で改修を改築にしたいと

いうことで、ご相談申し上げたというのが経過でありますので、その部分、上村さん

が言われる部分も確かにあると思いますけども、私どもとしてはそういう経過を踏ん

でいるということで、説明をさせていただきたいというふうに思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） １点お願いをしたいと思います。 

  今回の修正動議については、私も賛同した１人でありあます。 

  しかし、多くの町民こんにちまで、色々聞く中でも賛否両論であります。 

  副長が言われます図書館については、使用している方についてはやはり必要性を求

めるし、体育館を利用する人も同じだと、しかし、そういう賛同者が例えば全町民の

２割と、あとの８割は必要性の不安と将来の不安を考えた時に、本当にこれだけの規

模が必要かと、こういう意見も多々多く見られます。 

  そう言った部分で、我々も町民の代表とすれば、良い悪いは別にして、しっかりし

た議論が必要なのかなというふうに思っています。 

  それでこんにちまでの、経過については町長から縷々お話がございました。 

  求める側にすると、ないよりあった方が良い、古いより新しいものが良い。 

  基金も十分あると、あるいは起債を利用すると交付税措置がされる。 

  それはそれとして良いんですけども、私はやはり必要なものは借金してでもやらな

ければならない、我慢するものはしっかり我慢をする、改修をする。 

  そう言ったきちんとした方向性、合意性ということが大事だなというふうに思って

います。 

  それで今回この追加経費についての話がございましたが、図書館については延期と

いうことでありますけども、当初、説明の中では図書室と教育委員会も入っての建設

というふうに伺っておりますが、内部的にこの事案について検討された中には、教育

委員会というのは除外した図書室という考えなのか、いままで通り両方の考えなのか、

考え方で結構でございますので、お願いいたしと思います。 
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○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） これまで説明の中で教育委員会が、いまおっしゃったことに

ついては、図書室側に教育委員会事務局が入って、住民サービスにあたるというお話

をさせていただきましたけれども、当然ながら町長の方から先程、図書館については

建設年度を見直しをするという表明がありましたので、今回につきましては体育館の

中に教育委員会事務局が移るという前提はなくなりました。 

  それは、図書館の中にというお話でありましたので、その部分はありませんのでよ

ろしくお願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） ということは、図書室が延期になった場合には教育委員会も入

らないという考えで良いということですね、わかりました。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 答弁は良いんですね。 

○５番（芳賀芳夫君） 答弁はいりません。 

  いま、副長の言う体育館の中には入らないということは理解しました。 

  ただ、図書室の建設については、いままで委員会と図書室を並行したもので協議し

た事案だと思っております。 

  今回、延期ということであれば、図書館だけのものだけで検討されているのか、教

育委員会というのは今回のものから完全に除外すると、そういう考え方で内部検討さ

れているのかということであります。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 何点かお尋ねをしたいと思います。 

  体育館の耐震診断の結果をいただいて、倒壊の危険性があるというアリーナ部分。 

  体育館というのは、これからもし予算がついて実行できるとなれば、２年位かかる

わけですよね。 

  その間、現有の体育館の危険だと言われる部分は何か対応を考えてらっしゃるので

すか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） それはあれでしょうか、予算をかけて例えば安全対策を完成

するまで利用してもらうとかという前提でっていうお話でしょうか。 

  ということではなくて。 

○１０番（山崎 仁君） そういうこと。 

○副町長（中島光弘君） そういうことですか。 

  それにつきましては、大型の予算を使ってということにはなりませんので、当然な

がら危険性については目視、再点検をしなければなりませんので、どうしても修繕が

近々で必要な部分については再点検をしなければなりませんけれども、原課の中で目

視調査をした上での安全性はある程度もたないと、きちんと使えませんので体育館建

設中の利用については最新の安全性を図ってやるということになるというふうに思



- 25 - 

 

います。 

  ただ、危険がどうしても危ないということであれば、元々は危ないということで改

修をしますので、利用停止ということも考えられると思いますが、いずれにしまして

も現存の最大限の調査をして、その後で判断をしたいというふうに思っております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 体育館も倒壊の危険、アリーナ部分が倒壊の危険があるとい

うことが耐震で出たわけですよね。 

  ですから、これから２年もしこれが新しい体育館ができるとしたら２年かかるわけ

ですから、その間の安全というものがどうなるのかというのは当然出てくる話です。 

  それから同時に耐震診断をしたからこれが出てきたわけですけども、じゃあほかは

やっているかといえばやっていないですよね。 

  いわゆる役場庁舎に関しても、耐震診断を行っていない。 

  ところが目視で見ても意外とひび割れがあったり、目視で危険だというふうに思う。 

  だからそういうのを考えと将来の財政計画と、それから公共施設の管理計画を体育

館を含めて一緒にやってもらえば良かったと、私はそう思うんですよ。 

  ところが建て替えをする時に、耐震診断をするもんだから、そこばっかりクローズ

アップされてしまう。 

  肝心な他の部分が全く協議されない中で、目視で危ないんだけどこれいつまで使う

んだって話がまた出てくる。 

  近々順序とか、それから色んなことを考えるということは答弁されていたというふ

うに記憶をしているんですけども、将来の財政状況を考えた時に、全てを改築すると

いうのは私は非常に財政的な部分でいうと困難極まると思う。 

  ものによっては改修になるかもしれないし、ものによっては改築をしなければなら

ない。 

  そういうことをこれから計画して行くとすれば、いまやはり多額の投資は大変でし

ょうというのが今回の皆さんの言っている考えですよ。 

  それに対してどう説明してきたかということは、町長、冒頭の中で説明をしていま

した。 

  しかし、これ前回も合同委員会で発言したんですけれども、やはり説明の足りなか

ったところもあるだろうし、町長、実施計画の予算は議決をいただいたという発言し

ていましたけども、その時点で町長が病欠なんですよね、確か。 

  インフルエンザで本会議を欠席していたような記憶がある。 

  ですから万全の態勢で説明をしてもらったということで、もしかしたらないかもし

れない。 

  健康に気を付けるようにということは、のちにもあったようでありますけども、こ

こでいま議会が修正動議が出て、修正動議が可決されたわけですけれども、町民が望

んでいる、判断は尊重をしたいと思うんですけど、町民が望んでいるものが議会が割

れた状況の中で進んで行くというのは一体どうなんだっていう気もする。 
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  これ民主主義、議会の原則でいったら多数決で有り得る話ですよ。 

  ですけども、将来に向かって折角作るもの、みんなが合意できるものを求めてもら

うというのも必要なことだと思う。 

  例えば図書館、平成２４年に仮置きだけれども順番を協議した経過がある。 

  それは図書館があって、総合体育館、中学校、給食センター、役場、消防庁舎、図

書館という、仮置きされた経過がある。 

  私は図書館が欲しいと言っている方、図書館建設構想委員会までもって平成５年だ

と思うんですけども、答申をいただいたというのも記憶にあります。 

  ここで町長は、町民センターの改修をして図書館機能を持たせるっていうのは難し

いという話をしていますけれども、これとても耐震診断をしたわけではない。 

  計画を立てたわけでもない。 

  ここのところは延期をするということが、図書館を望む方にとってみれば大変大き

なショックかもしれませんけれども、この時点まで戻って図書館についてもこれから

公共施設管理計画の中でもう１度、順番を全て含めて見直すんだというくらいの話に

までならないものなのかと。 

  これは全て議会に説明をしてきている。 

  いまの仮置きも説明をしてきている。 

  この時点まで戻るということを考えながら、多くの議員さんに賛同をいただきなが

ら、いま言う補助金を含めて大変厳しい状況になっているというのは、これは議会人

として理解はするわけですよ。 

  町長も民意ですけど、議会も民意です。 

  ６名の方、これも大きな民意です。 

  それを含めるともう少し考える余地はないのかなという気がするんですけども、い

かがですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 様々これまで議論もあるわけでありますけど、基本的には町政

推進の基本ベースは総合計画にあるわけであります。 

  そこで将来的な確認行為を取りながら、その期間内に事業の実現に向けて努力して

いきましょうということで、基本ベースにあるわけであります。 

  それを超えての計画がどこまで示せるかというのは、それは大きな課題があるわけ

であります。 

  そこまで提案するものも、あるいは議会として受ける方もそこまで我々の責任の機

関ではないという言葉は発してしまうと、先が見えない状況になるわけでありますか

ら、その辺は非常に慎重に考えていかなければいけないと。 

  あくまでも１０年というスパンであるわけでありますけども、その中でどういうこ

とができるかということが１つ。 

  もう１点は、そう言いながらも必要な部分については必要だという認識を持たなけ

ればいけません。 
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  例えば、例に挙げている今金中学校についてのこの総合計画の１０年ではないんで

すけど、既にいまの総合計画で頭出しはさせてもらっています。 

  活字的には中学校の年数がきておりますので、改修あるいは改築に向けてそのこと

に取り組んでいかなければいけないという言葉で頭出しはさせていただいている。 

  議員おっしゃるように、そういう一定程度の方向付けはしていただくような流れを、

当然これから作っていかなければいけないのかなと。 

  私としては、以前から申し上げていますように、先程も申しましたように、そうい

う先々ある程度ポイントをきちんと定まったものについては、その実現に向けて動い

て行こうという経過があります。 

  例えば体育館についても、もう年数がきているよということで、２１いまかね交流

センターの構想の部分や様々な、いまここでそういうのがどうなんだ、こうなんだ、

目の前に迫っているものがあるのではないか。 

  庁内で議論を深めて、そうですよねって、５１年経ったものがもうそろそろ体育館

も老朽化くるよねって、そっちの方が最優先されるんじゃないの、であれば小学校を

建てる場合にその機能を持たせよう、あるいは町民センターに持たせよう、そして総

合体育館改修してもたせようという様々な、議員がおっしゃるように、様々な状況に

応じて計画変更していくなり、そういう取り組みをしていかなければならないのかな

と。 

  私はそのことに向けて、思いつきで事業をやっているつもりは更々ありませんし、

様々な経過を含めてやらなければいけない総合計画に搭載しているものについての

実現に向けて努力して行こうという方針に変わりはないわけであります。 

  いま、将来を考えた場合どうするかといった場合については、いま言ったように財

政と施設の老朽化を含めた対策となれば総合計画を超えた形の中でやっていくとい

うことが、当然求められるとすれば、そのことに向かっていかなければいけないだろ

うと。 

  それについては、そのことを何年次にやるということを、明確なものについては総

合計画に逸脱する部分があるわけでありますけれども、そこの部分を含めてその前提

にしながら、議会との議論を交わしながら、一定の方向付けをする部分についてはき

ちんと私どもで受け止めていきたいと。 

  この間、副町長も言っておりますけども、速やかに体制づくり含めて、その環境づ

くりをきちんと作っていきたいなと。 

  営繕検討委員会という言葉の組織も庁内に当然あります。 

  市街地活性化の以前にあって、それを切り替えて営繕検討委員会にしたわけであり

ますけれども、そういうことを踏まえた中での検討をさせていただければなと、あく

までもそのことについては、明確にどうのこうのではなく、どうのこうのというのは

どのくらいの事業費がかかるかという想定については、この間もそうでありましたけ

れども、いまの建物を仮に改修するとすれば、いまの平米数に大体単価をかけてとい

う大雑把な数字しか出ないわけでありますけども、そういう想定するような形の中で
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取り組みをしていくことを求められると思いますので、是非それに向かって行きたい

と思っています。 

  もう１点は、現有施設の非常に危険度があるんだけどどうなんだって話であります

けれども、そのことは非常に重要なわけでありまして、今回、私も様々な立場ももっ

ていますけど、今回、国から内示をいただいた数字の中に、いま上村議員の答弁にな

るわけでありますけれども、国の方は改修、是非、耐震化に向けた改修をして下さい

という事が基本ベースにあるわけであります。 

  それに叶わないものについては改築ということで、認めてきているわけであります

が、ここにある北海道の部分でありますけれども、各町老朽化に伴って、なんだか小

学校、なんだか小学校については全部改築をしている。 

  老朽化に向けて改修しなさい、改修しなさい、改修、改修です。 

  大規模改造でやりなさい。 

  その大きな学校も大規模改造でやりなさい。 

  そういうことの指導でもって、予算がある程度付けています。 

  今金については、この大変さという状況をきちんと踏まえて、本来であれば先程言

ったように、改修という部分になるわけでありますけれども、私は資料を全部文科省

に行って、スポーツ省に行って改修しようとした調査も数字から内容から写真から全

部提示しながら、こういうふうに方向に向けて変わってきているんです。 

  大変な状況があるわけでありますからということを、きちんと説明させていただい

て、そういう状況にならないことから、議会と相談して改築に向かっているんですと

いうことから、それと道の方もそこのところを肩入れしていただいて、その窮状を

様々な国会議員さんにも窮状を申し上げまして、そのレベルを上げていただいて、い

つまでももたないんだという、議員さんもおっしゃるようなことに応えるために、大

変ご配慮いただいて今回、相当厳しんです。 

  私も学校施設に係る期成会の副会長をやっておりますけども、毎年５０件から１０

０件不採択なんです。 

  それくらい予算が厳しい状況の中で、今回本当に付けていただいたということにつ

いては、非常にありがたく思っているのかなと。 

  そのありがたさの部分の中にはある方の、国会の秘書の方も言っていましたけど、

老朽化が激しいということで、ハードルが相当高くなったことが採択の町長、要件に

なったんですよという言葉をいただきました。 

  議員おっしゃるとおり、本当にどういうことができるかわかりませんけれども、き

ちんとしたやっぱり目視点検をしながら、安全に配慮して行くということは、必要で

はないのかなと思っています。 

  ただ、その中では２年ありますので、去年もやりましたがトイレの悪臭のためにち

ょっと手直しをするだとか、様々なことについては、管理上大きなお金にはなりませ

んけれども、そういうことに目を向けながら何とか新しくなるまで、万全な管理体制

を取らせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 色んな議論を重ねてきて、ここまできてもうここから先延び

れば延びるだけ信用は落ちていくという、仮にそういうことを町長おっしゃっている

んだろうなって思うんだけれども、やっぱり多くの皆さんにこれは理解をしてもらう

とすれば、さっき言ったような平成２４年の仮置き当時まで戻る、そしてそのあと２

６年、２５年ですか、新しく造るよりも賢く使えと国から指導がきていま町長が言っ

たとおり全部改修、改修で今金町だって限られた財政の中で全部改築するというのは

多分大変でしょうと。 

  そのいま、たまたまお願いをして予算が付いたから体育館は改築できる。 

  これはありがたいことかもしれない。 

  でも、そのことで多くの自主財源を使うことによって、将来心配だというのがいま

の１番の問題になっているところですよ。 

  それが、図書館のことを例に出すのはちょっと申し訳ないんですけれども、これは

時間をおいてやりますというのは、同じものを考えますというふうに聞こえるわけで

すよ。 

  いまは延期をするということは、いまのものを延期すると聞こえる。 

  となると４億またかかることになるここで。 

  公共施設管理計画を基にこれからどうするかっていうことを決めようという時に、

この図書館だけは別だよって話になるのかということなんだ。 

  図書館も含めていま現有施設、さっきも言いました、町民センターの改修もこの中

では載っているんですよ、財政シミュレーションの中では。 

  ですから、まだこれからどういう結果が出るか分からない中で、もしかしたらそこ

が活かせるかも分からない。 

  ていうのは議会の特別委員会の答申ですよ。 

  現有施設の活用も含めて考えてくれと。 

  これを１度テーブルにのせて協議をしてからの結論でも私は遅くないと思う。 

  複合施設として町長はこれを望んでいたかもしれないけども、これは体育館という

この特化したもので図書館は残念だけれども、公共施設管理計画の中で再検討すると。 

  これは現有施設含めて協議をするんだという、そのくらいのところまで戻れません

かということを私は言っているんです。 

  どうですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 公共施設の整備計画の話も一部出てきましたし、町長の方か

らは営繕検討委員会の中で、営繕検討委員会の中はこないだも言いましたけども現時

点でできるだけ現実に近いような、ゾーニングそれから規模等も含めた計画を少し次

の総合計画に含む部分もありますけれども、そこの部分の基礎資料になるようなもの

を作り上げたいというお話をしています。 

  当然ながら、今回町長については図書館についいては建設年度の見直しということ
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でありますので、前に出ておりました町民センターが例えば、いま言われたのはあれ

ですよね、改修をしたらということも当然その中に含まれるだろうということであり

ますので、含まれることは私はやぶさかでありませんし、その中でできる、できない

というのは、また数字的なものを含めて相談をすれば良い話だというふうに思います。 

  そのことが適さなければどこに行くんだ、どこの場所だというふうになると思いま

す。 

  ただ、現時点で町長から気持ちとしては、これまで構想委員会ですとか色んなとこ

ろに想いの中で積み上げたものというのはありますから、これはなという表現にはで

きませんので、そういうことも踏まえてということで、ご理解をいただければと思い

ます。 

  ただ、範囲の中にはそういうことも検討の中に入れてできるだけ現実に近いもので

相談をさせていただける場面を作りたいというふうに思っております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 皆さんにお諮り申し上げます。 

  もうすぐ１２時になるんですが、時間を越しても終わらせたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

  よろしいですか。 

  では、他にございませんか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 私、都市計画マスタープランについてお伺いしたいと思います。 

  新しく体育館を建設しようということで、いまの高美公園を潰してそこに体育館を

建てて、そしていま建っている体育館のあとに新しく新高美公園を整備しようという

ことで、都市計画のマスタープランを今金町の都市計画審議会に諮って計画を直しま

したよね。 

  これについては、もし皆さん方のご理解をいただけなくて、体育館の新築が駄目だ

っていわれた時に、この都市計画のマスタープランを元に戻せるのかどうなのか、そ

このところは、いかがですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） お答えいたします。 

  都市計画のマスタープランについては、戻すとか戻さないとかではなくて、あくま

で町も都市計画の基本方針を定めたものでありますので、いま公園と都市決定いたし

ましたけど、それが変わるからといって都市計画マスタープランを直すということに

はならないのかと思います。 

  これは変更する上で、先程、町長からもありましたように、北海道と協議をして知

事の同意をいただいた上での変更ですので、北海道にもう１度確認してみないと明確

なお答えはできません。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） そうしますと、都市公園法で１，０００平米以上の都市公園を

確保しなければならないということで、計画をいまの体育館の建っているところを潰
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して新しく新高美公園っていうことで、道の方へも報告しているわけですよね。 

  これは、今金町がこの体育館を止めたらいまの高美公園そのままで、これは１，０

００平米を確保しているからこれはこのままにしておいて、マスタープランはいじら

なくても、それも報告をしなくてもそれで済む話になるんですか。 

  その辺はどうですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） いまの高美公園を変更したことで、建てないからとい

って元に戻すかって、これはできません。 

  １０，０００平米ですけれども、これは北海道と協議の中でまず都市計画公園を変

更する、廃止するということは都市計画公園法上みだりに廃止してはならないという

ふうに法律上決まっております。 

  これを北海道に協議をした時に、その中でどういう方向があるんだろうかというこ

とを最大限公園法の中でその解釈をいただきました。 

  それをもって今回公園が変更できたということですので、その解釈というのがあく

まで担保が必要であるということがまず条件です。 

  担保というのは何かというと、いままで議決をいただいてきた都市計画マスタープ

ランの変更の議決ですとか、そういう総合体育館を平成２９年から実施して行くんだ

という計画の意志があるかないかというのを求められました。 

  これは当然、議決していることですので、議決していますと。 

  建てることが議決しているのではなくて、その行為に向かっているということが北

海道としては必要だということでございました。 

  町としては、当然そういう方向で進めなければならなかったので議決はしています

よということで、それは北海道も認めていただきました。 

  平成２９年というのも、そういう進めの中で事務を進めましたので、それも説明さ

せていただきました。 

  であれば、要は一時もうすでに昨年の１２月１３日に高美公園が変更になっていま

すので、いまの時期は法的には公園が既に総合体育館の位置が公園ということになり

ます。 

  事実上、都市計画上の公園は総合体育館のところが高美公園ということになってお

ります。 

  ですので、これは本来あってはならないんですけども、これも法の解釈で工事を進

める上で、一時その廃止ではないんですけど、機能が失われることもやむを得ないだ

ろうという判断いただ頂いた中で、今回の変更が成立といいますか、道の同意をいた

だいたものでございますので、これを変更するとなると私どもとしては、どういう北

海道に対して、どういう理由を説明できるかというと都市計画法上の理由は説明でき

ません。 

  これは全て都市計画法上の理由を求められますので、今回の変更に当たってもその

都市計画法に則った、都市公園法に則ったあくまで進め方をしなければ、北海道とし
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ても前例がない、今回のことでございますので、法律にない変更はできないというこ

とを強く私も言われました。 

  ですので、今回、本来であれば当初、都市計画マスタープランを進めていく上で、

高美公園を分散することはできないかという相談もさせていただきました。 

  ですが、これも先程言ったように廃止はできないんだということで、今回の隣接地

にもってくるのであれば可能だという協議の中で進めましたので、もっと言えば番地

も変えられないということですので現状の、本来であれば都市公園のいま変更が決定

したのであれば条例も変更しなければならなかったはずなんですけども、番地も変え

ないという条件ですので、条例も変更してございません。 

  そういう事情がございます。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 課長、元に戻せないって言っているんですけども、皆さん方の

ご理解が得られなくて、体育館が駄目になったら元に戻すよりしょうがないんじゃな

いですか。 

  これいま実際、高美公園というのは公園でなくなっていますよね。 

  そしたら、この町の中で１，０００平米の公園をじゃあどこに求めていくのか。 

  それはやっぱりきちんと考えなかったら、いま町長はお願いしたいというから皆さ

んどういう答えを出してくるか分かりませんけれども、元に戻せないということはど

うも私、理解できないんですよね。 

  元に戻さなかったら、公園法に違反することになるんでしょ。 

  そういうことになりませんか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 答弁させて良いですか。 

○６番（徳田栄邦君） もう少し喋らせてからあれにして下さい。 

  大変な問題だと思うんですよ。 

  町の議決した書類まで道に持っていって、こういうふうに変えますからと言って、

マスタープランの変更ですから、道の土地計画審議会の議題にはならないですから、

議決要件になっていないですからまだ良いですけど、これ道のまちづくり課だって

ねやっぱり審議会に報告しているんですよ。 

  したら虚偽の報告をしたことになりますよ、いまここでやらないということになっ

たら。 

  それを避けるためにはやっぱりきちんと元に戻すという手段というのもいまから

考えておかなかったら、あんたら道へ行けなくなるんじゃないですか。 

  皆さんが理解してくれて、じゃあ図書館だけは凍結して体育館だけはやらせていた

だきたい、それを良しとしてくれるんなら良いですよ。 

  その担保もない中であればやっぱりもう１度、今金町の都市計画審議会に諮って元

に戻す、いまなら高美公園は高美公園として公園として位置づけていく、それより

方法がないんですよ。 

  そうでなければ都市公園法で町訴えられますよ、これ。 
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  大変な問題だと思いますけど、いかがですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 詳細は課長の方から述べますけども、基本的には徳田議員さん

がおっしゃるとおりであります。 

   非常に大変なこと、前例がない、事例がないということになりますし、相当、北

海道だけではなくて、国からの勧告なり指導も当然入ってくるだろうと、そのくら

い重みのある事業を進めてきたわけであります。 

   ここには、先程申しました振興局の部長、局長を含めて大変な努力をいただいて、

クリアしたわけであります。 

   道庁におきましても、そのことをきちんと受け止めてこの事業を進めて行こうと

いうことから配慮していただいた。 

   びっくりしたのは、その直接、徳田議員さんのおっしゃった窓口の課長さんが今

回の４月１日の人事異動でもって函館の振興局、ここで言うところの土現の所長と

して赴任いたしました。 

   赴任して挨拶の第一報が、町長大丈夫ですかという言葉をいただいたわけで、き

ちんと指導、本当にご配慮いただいた、受けた課長のいまでいうところの副局長の

傘下にあるわけでありますから、このことについては何としても先程からお願い申

し上げておりますけれども、そういう様々なものをクリアしていま進めている経過

を含めて何とか体育館の部分については、そのことのないような形の中で、やらせ

ていただきたいということで、切に切に私からのお願いを申し上げたいと思ってお

ります。 

  あと補足があれば課長から。 

  なければ私の答弁で、是非こう、ご理解賜りたいとよろしくお願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ないようですので、これで質疑を終わります。 

  次に、その他を議題といたします。 

  委員の皆さんから何かございませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 急なことなんですけれども、先日、大変な風が吹きました。 

  ハウス、シャッターと色んなところで被害が出ています。 

  その被害報告が、とりまとめがどうなっているのか町として分かれば教えていただ

きたい。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） ただいまの山崎委員の質問に対してをこれから

報告する予定だったんです。 

   理事者側から。 

   それでは、委員の皆様から質問がありましたが理事者の方からの災害報告をお願

いいたします。 

   暫時休憩いたします。 
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休憩 １２：１０ 

開議 １２：１１ 

 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） いまご質問がありましたけれども、今回、その他で報告をさ

せていただきたいというふうに準備をさせていただいておりました。 

  ４月１８日の暴風による被害状況について、現時点でのとりまとめをしております

ので、資料に則って要点のみ説明をさせていただきたいと思います。 

  ご存じのとおり、４月１８日の夜に西海上に大きな低気圧が達しまして、渡島檜山

低気圧の接近に伴って気圧の傾きが大きく、風速が非常に強く吹き荒れました。 

  今金町については、最大瞬間風速２４．４メートルを記録しております。 

  この影響で町内的に言いますと、小中学校３校が臨時休校いたしました。 

  学校自体は全国の学力学習状況調査の実施日でありましたけれども、子ども達の安

全を考えまして翌日登校、翌日実施というふうになりました。 

  その他の町内の状況でありますけれども、注意報と警報の発令状況については１７

日に発令された状況、１８日に発令された状況を記載しております。 

  町の対応といたしましては、１８日に５時１５分、まちづくり課の所管課を対象に

対応をしておりまして、１８日の９時３０分から災害対策の関係部署会議、これは全

体の会議でありませんけれども、関連をする部署会議を開きまして、被害状況の把握

等を実施した状況であります。 

  その結果、こんにちまでに被害状況として、一般としてそこに書いてとおりの部分、

それから農業被害もそこに記載をしております。 

  町道の倒木か所、５路線、７か所ということで、特にこれは安全性も考慮しまして、

もう既に対応済みであります。 

  また、昨年の風台風も同様でありましたけれども、衛生センターの方が４月２１日

から２８日ということで、町の罹災証明があれば衛生センターの受け入れするという

対応になっています。 

  今後につきましては、明後日４月２６日でありますけれども、ＪАの組合長の方が

ですね、町の方に来られるということになっておりますので、その中で協議をする予

定になっております。 

  以上が現時点の状況でありますので、よろしくお願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  皆様の方からご質疑ございますか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 大変な被害で出鼻をくじかれたとは良く言ったもので、本当

にさぁ行くぞと言う時に被害を受けているわけです。 
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  昨年の台風のあと衛生センターでゴミの受け入れだとか、それから町の災害復旧の

特別補助事業とかって実行されていたわけですけども、今回のこの件に関してもそう

いう考え方っていうのはあるんですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 具体的なものについては、まず農協の方から話を聞いてです

ね、農業被害状況については把握をした上でということで考えておりますけれども、

せたな町もうちよりも大きな被害が出ているということで、私としては今後こういう

ことがあり得ますので、都度、都度、というよりは抜本的な少し農協と考え方を協議

する必要があるだろうというふうに思っておりまして、まず農協の方から考え方、要

望等があるというふうに聞いておりますので、それを受けて町の対応について決定を

したいと思います。 

  多分、臨時会等開催をいただく予定となっておりますけども、予算的な必要があれ

ば、その時点での上程になりますし、それから予算を伴わない対応ということになり

ましても、その時に報告という考え方を持っておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） よろしですか。 

  他にございませんか。 

  ないようですので、その他を終わります。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 以上で本日の合同委員会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

閉会 １２時１６分 
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