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開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 皆さんこんにちは。 

きょうは、第６回これからの防災と財政を考える調査特別委員会を始めます。 

産業教育常任委員会の予定が、このご予定されておりますので、早速議題に入りた

いと思います 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） 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６回これからの防災と財政を考え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、議件１、委員会調査報告（案）についてを議題といたします。 

  委員会調査報告（案）につきましては、局長に朗読いたさせます。 

  局長、成田君。 

○議会事務局長（成田光康君） （議会事務局長資料朗読説明、記載省略） 

〇委員長（川上絹子君） 朗読が終わりました。 

  委員会調査報告（案）について、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） この特別委員会は、考える特別委員会ということで出発してき

たと私は理解しております。そういう中で、先日行われました地震の部分、財政の部

分につきましては本当に地下にある黒松内町が何もまだ騒いでもいないし、具体的な

議論のされていないという状況の中で、今金町がこういうふうに先走ると言えば、言

葉失礼ですが、そういうことを念頭に置きながら将来の公共施設の在り方を議論する

というのは、ちょっと早すぎるなという気がしてならないわけです。それとですね、

この文言の中に総合体育館それから図書館建設については見直すべきと文言がある

んですけど、これには私は到底賛同できません。と言うのは、今までの平成２６年の

６月定例から打ち出して、何回も理事者側から説明を聞いてきてるわけで、基本設計

それから自主設計等の最後の顛末の部分も我々にはまだ方向性と言うのか、説明を受

けていない状況の中で、こういう調査結果をまとめるというのは、私は大変納得はい

かないし、考え直すべきというふうにして、訂正をお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 他に意見ありませんか。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） 只今の向井委員の発言なんですけども、このまとめというのは

前回の特別委員会で皆さんの意見を集約されていると私は思っていますので、大変、

委員長、副委員長、事務局にはお骨折りいただいて、良いまとめになっているとそう

いうふうに思っています。それからこの黒松内断層の件について、まだよそでやって

いないからとか、そんなこと聞いた以上は、当然、そこら辺は意識してやるのが私た
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ち議会だと私はそういうふうに理解していますので、早めに手を打つことに何ら問題

はないというふうに考えます。 

〇委員長（川上絹子君） 向井君の意見と日置君の意見が出ましたけども、その他にま

だ意見を持っている方おりますか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） まずこれからの防災と財政を考える特別委員会、設置した意義

は私はあったと思います。しかし、忘れてならないのは、いかにして町民の命を守る

か。ここを忘れてはならないと思うんですよ。熊本地震の時に、宇土市の市役所の崩

壊した庁舎の画が何回も出ました。聞くところによりますと、既に布田川断層が地下

にあって、それによる直下型地震があればこの建物はもちませんよという、そういう

耐震結果が出たにもかかわらず、財政難から取り掛かれないで自主設計を組めないで

いたところにあの地震が来て、ああいうようなみじめな姿を出したわけでございます。

丁度テレビで職員の方が言っておりました。危険だということは十分わかっていたけ

ども、夜の当直は庁舎内でしないようにとか、色々対策を立てていたから人的被害は

なかったけれども、あれが日中起こったんであれば、どういうような状況になったか

私は想像もできないし、恐ろしさを覚えた。やっぱり危険だと思った建物、耐震診断

で倒壊の恐れのあるよというようなことをいわれた建物については、速やかに診断が

出た段階で、改築を考えるのが私は議員としての役目だと思います。何としても町民

が被害に遭わないように、それを 1番に考えなければならないと思うんですよ。いま

総合体育館と言うのは、クラブ活動やスポーツ少年団の子ども達が朝早くから夜遅く

まで、あの体育館を使っております。もし使っていた時に地震が来て、人的被害が出

た時に、理事者は当然、管理責任を問われるでしょう。議会はただ議論をする場だか

ら責任はないということで片づけるわけにはいかないと思います。まずもって、町民

の命を守るんであれば、そういう危険な要因を排除してあげなければならない。です

から使用中止にするとか、利用しないとかするなら良いんですよ。そうじゃなくてい

ままでどおりあの総合体育館を使わせるのであれば、早いうちにきちんと改築の計画

を進めるべきというふうに考えます。更には、いま向井議員は黒松内低地断層、他の

町村は何も手を打っていないと言いますけども、平成１７年に道から揺れマップの発

表があり、ニセコ町ではこれに基づいて、災害が起こった時には、最重点で確保しな

ければならない道路、これらを含めた計画をきちんと立てている町村もございます。

地震と言うのは予測は不可能です。ただ、いつ来るか分からないものですから、きち

んとした予防はしていかなければならない。私は優先順位を付けることは間違いじゃ

ないと思います。そして、何よりもやっぱり町民の命を守るために、子ども達の教育

の場を確保するために、耐力度テストでノーと出た建物については、速やかに取り掛

かってスピード感を持って私は建設すべきだというふうに考えております。そうでな

ければ、人的被害が起きた時に、責任を問われた時に、私は議員としてやっぱり責任

を感じます。財政が心配だと言いますけども、３２年まで、それから５年、３７年ま

でのシミュレーションが出ております。これによりますと、公債費比率も１１％台で
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留まるだろうという、そういうような計画も出ております。私はもっともっと議会も

勉強して危険だというものがあったら、速やかにそれを除去して町民の命を守る、そ

れを第一に考え進むべきだというふうに思いますので、できれば少数意見の留保をお

願いしたいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） いま徳田君からも意見が出ましたけども、その他にまだ意見

のある人、皆さん意見を出して下さい。 

  小川君。 

○２番（小川ひとみ君） ここに図書館建設と総合体育館建設の見合わすということが

書かれているんですが、財政の面だけでこの建設といこと事の見直しだと、私は受け

取りました。防災の面から考えますと、総合体育館は本当の防災の拠点の基地となる

ところですし、これを考えなくしては防災を語れないのかなと思いますし、図書館に

関しても皆さんご覧になったことがございますでしょうか。いまの図書室で何か本当

に大きな地震があった時には、本当に被害が起きると思います。実際問題、いま長く

滞在する図書室にも変わってきています。ですから本当に危険性というのは大変高い

と思っております。財政と防災を同時に考えてのこれは結果というものを出していか

なければいけないので、片方の財政の面だけでこれだけを語るのはおかしいのではな

いかと思います。それと建設ということだけに限られて言えば、やはり財政とか防災

とかじゃなくて、機能的な問題、以前に複合的な施設ということを勉強させていただ

きましたが、その複合的施設というのは、複合的な機能を持つということも入ってい

ると思います。ですから総合体育館・図書館というのは、既存のそういうただ本を見

る、運動をするだけの施設と考えずに、それを複合的な色々な場で活用できる施設と

して考えていけばもっともっと見方も変わってくると思うのですが、その辺の見方の

あれで私はちょっとこれだけで、この結果ということはちょっと違うんじゃないかな

と思いました。以上です。 

〇委員長（川上絹子君） 様々な意見が出ていますが、あと意見を述べたい人おりませ

んか。 

加藤君。 

○３番（加藤三明君） いまですね、同僚議員の方からも特別委員会の性質的な話まで

ありました。将来に渡ってまでの財政の心配があるということで、特別委員会を設け

たわけであります。体育館・図書館につきましては、まくまでも将来のことを踏まえ

て、できるだけ建て方にも工夫をしてくれというような表現であればまだしも、ちょ

っといまここでこういう表現をするということはいかがなものかと、私は思います。

そういうような委員会という性質から考えまして、もう一度取りまとめの方法を再度

工夫していただきたいなというふうに思います。 

〇委員長（川上絹子君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 体育館の記述のところにおいて、総合体育館においては、元々

耐震診断により改修から改築となったことから、大きな建設費がかかることとなり図

書館建設は見合わせるべきだと思われる。ここなんですけど、体育館は速やかに建設
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しても良いけども、図書館だけは優先順位で後回しにした方が良いんじゃないですか

というような意見に捉えてよろしいのでしょうか。その辺どうですか。 

〇委員長（川上絹子君） 体育館に対しても身の丈にあったというのが１つ入れていん

ですけども、体育館に対しては耐震診断で診断されている以上は、考えなければなら

ないと思っていますけども、そこにあとからついてきた図書館とか教育委員会の事務

所とかということは、見合わせた方が財政的にはいまはちょっと一段階楽なんじゃな

いのかなという判断の基に、このまとめをしました。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 先日、西尾先生のお話を聞いていて、これからの自治体という

のはコンパクトな町づくりを目指すんだと、そういうことをおっしゃっていましたけ

ども、何もコンパクトな町づくりというのは、小さい町を目指せということではない

と思うんですよ。いままでは公共施設というのは、目的があってそこに一つの目的を

達成するために、公共施設を建てていった、そういう時代ではなくして、これから建

てる公共施設については複合的な要素を持たせるべきだと。そういうふうに私は捉え

ました。ですから、今回の体育館についても、健康づくりの拠点づくりの為に体育館

を作り、そして災害が起きた時の防災対策の本部になるような機能を持たせた、こう

いうような複合施設を作れということだなと、私はそういうような捉え方をしました

ので、そのことがこの意見書の中に含めてもらえるんでしたら、私は少数意見の留保

はいたしませんので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（川上絹子君） 他に意見ありませんか。 

  みんなの意見を全部出していただいて、そのあとから精査していきたいと思います。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） 前回の意見を集める場でもお話をさせていただいているんです

けども、まずもって身の丈に合った公共施設というものを考えなければならないとい

うところで、先程から総合体育館の話が度々出ていますけれども、全体の公共施設の

耐震診断というものはいち早く進めていただきたい。これは先程、徳田議員も言って

いましたけども、町民の生命を守るためにはこれは必要なことなんだと。これは全く

おっしゃるとおりだと思いますので、これは役場庁舎も含めてですね、そこはいち早

く取り組んでいただきたいという部分が１点。予算的な話でいけば、前回も話をしま

したけども選択と集中です。ですから優先順位を決めて、これは財政健全化計画にも

謳ってはいますけども、本当にそれが良いことなのか、子ども達の危険にさらすよう

なことは、本当にないのかというところは、もう一度やはり検証して、しっかりと選

択をしていただければなという気持ちでおります。以上です。すみません。もう１点

ですね、この調査結果の最後のページなんですけれども、一番下の部分最後の行です

ね、耐震化を図る必要があるという部分、ここはですね、これは確かに耐震化を図る

必要があるんですけども、まずは公共施設の耐震診断というものを行っていただきた

いというふうに私はちょっと思ったので、いまちょっと言わせていただきました。以

上です。 
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〇委員長（川上絹子君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 私は今金町から示されている人口の推移といいますか、当初は

１２，０００からの人口がいま５，６００と、人減るばかりでなくして大きなやはり

問題は生産人口が極端に落ちてきたなと。今金と言えば農業が基幹産業であり、それ

に並行して商工と、こういった両輪でこんにちまで来たんですが、中々歯止めがかか

らないというのが現状だろうというふうに思っています。今回の特別委員会の中身に

ついては、私は非常に良い成果あるいは勉強になった、そういったことが大きかった

と思っています。特に震災については目に見えないものに対するそういう対応という

のは、限りのないものでありますけども、やはり備えというものは想定した中で、最

小限でもやって行かなければならない問題であります。特に、今金町で耐震を必要と

する戸数が約５５０戸あるという数字が前回の研修で示されました。これもただ単に、

先程、同僚議員が言った、生命を守るというのが我々の第一の使命でもあるわけです

から、そういったことへの投資ということも、やって行かなければならない。いま行

政としてもリフォーム等に絡めたそういう支援対策はしていますけども、更にもう一

歩進んだ、そういった取り組み、積極的な取り組みが必要ではないのかなというふう

に思っています。それと図書館・体育館の話でありますが、体育館については改修か

らですね、これからのこと、将来を見越した中では改築というお話でありますが、そ

れに並行してですね教育委員会なり図書館というのは、なんら耐震とは関係ない話だ

と思っています私は。それでこれはどういうこれからの話になるかわかりませんけど

も、やはり想定される町の財政というのも並行して見なければならない我々の使命で

もあります。特に、これから３２年以降ですね、ある問題、中学校の問題、庁舎の問

題、給食センターあるいは病院そういったことを考えた時に、本当にいまの財政で大

丈夫かと。当然、職員という立場も確保しながら、立場の職員を守るということも確

保しながらやって行かなければならない大変重要な問題だと思っています。その辺の

慎重に取り組む必要があるというふうに私は思っています。前回の三菱 UFJ ですか、

この講師の話ではですね、地域の住民１人当たりの負債額というのが大体ベースとし

ては８０万程度だろうということを言われていました。ただこれは北海道の平均であ

って、府県から見ると非常に高い数字だということも言われております。それを考え

た時に、いま４７億の負債といえども、現実はそれ以上の負債になっているわけです

よね。これは一般会計だけの計算であって、特別会計を入れればいくらになるのか。

あるいはその他にですね、色々負債と称するものあるかと思います。そういった時に、

これから町民に対するサービス提供というのはどこまでができるのか。そういうこと

も町民にやはり示して行かなければ、並行して示していく必要があるのではないかな

というふうに思っています。 

〇委員長（川上絹子君） 様々な意見が出ています。 

  どの意見も利が通るような意見でありますけれども、あと発言をしていない方、全

員の方に発言をしていただきたいなと思います。 

  山崎君。 
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○１０番（山崎 仁君） 前回の委員会において、発言をさせてもらったものと重複す

ると思うんですけど、まず私たちはこの町の将来をどう考えるんだと、どう考えるっ

ていうものはまず財政、これは町村合併の時からの流れを見れば、当然単独で生き残

るということは、節約をしながら単独町を維持していくという、この考え方からスタ

ートをしてきて、これからいつまでこれを続けていけるんだっていう話になっていく

と思うんです。この町で、いまこれから必要になるであろう、特に、公共施設におい

ては、大変多額な費用がかかる。建設事業だけを考えればここに出てきた数字だけか

もしれませんけれども、それを維持して行くための維持費それから運営費それらも含

めればどうなるのかなという気がまずしたわけですよ。ですから、ここの中に載って

いないですけれども、例えば、下水道の将来どうなるんだって、約３０億もかけたイ

ンフラ整備、これが長寿命化を図っていますけれども、こののちどのくらいまだお金

がかかるのか。それから維持費、運営費に関しても町の独自財源というのは、約５億

少しかと思うんですけれども、それの中から国営の資金を返済したり、それぞれの単

独の施策を行うといった時に、この町が果たして維持できるのかって。いわゆる防災

と財政その中で耐震基準を基に、耐震診断を基にそれぞれの施設を建て変えるという

こと。やっぱり身の丈に合った考え方で進めて行くというのが、私は当たり前のこと

なんだろうなと思うんです。体育館・図書館という話もいまありましたけれども、私

は建てられるものであれば建てて、町民の期待に応えるのはこれは、町としては当た

り前の考えかもしれません。しかし、これからを考えた時に、いま一気に基金も減ら

しながら費用をかけてやって行くと、他のものができなくなるんだろうと、これはみ

んな分かる話です。ですから、それらを網羅しながらこの調査結果になったのかなと

いう気がするんです。それで前回は、委員長、副委員長それから事務局に任せるぞと

言ったものが、出て来てから違う話がどんどん出てくるというのは、これは任せたと

いうことにならないのかなという気がする。意見があるんだったら前回の中で、委員

長が求めたら発言すれば良かった話ですよ。この調査結果を見て、これは駄目だ、あ

れは駄目だじゃなくて、前回どういう意見が出たかということでまとめているわけだ

から。そこのところは議会としても、これ議論するのは良いですけども、またこれを

最初からやり直すなんて話には私はならないと思う。ですから、この中に沿った考え

方で、もし修正ができるのか、訂正があるのか、先程、少数意見の留保っていうのが

ありましたけれども、そののち取り消されました。それは文言をしっかり表現してく

れればそれで良いということですから、そういうところを集中的にここで委員の皆さ

んからお聞きをして、私は進めて行っていただければっていうふうに思うんです。こ

れを色んなことを言いだしてしまったら、図書館はこういう表現だったけど、じゃあ、

体育館そうなんだって言って、２０億かかるものが５億基礎なら基礎の部分勿体ない

なという話もこれまた出てきかねません。だからそこまで言及して良いのか悪いのか。

委員長に取りまとめをしていただいたわけですから、ここにどう肉付けするかという

ことで、進めていただければというふうに思います。 

〇委員長（川上絹子君） 前回の委員会で委員長、副委員長に任せるという意見であり
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まして、色々話し合いをしながら出た意見をまとめて、ここまでもってきたつもりで

す。 

  ですから私達がまとめを任された時点で、その時点に絶対これは建てたいとか、そ

ういう意見を出してくれていれば、また話がまた違う方に文章のまとめがいったのか

なと思うんですけど、その時にはなくて、いま振り返るという形はやはり私達の中で

は１日まとめの方の文章のどこか違っている部分を直すとか、もうちょっと表現の仕

方を変えてくれという部分を直すような委員会にしていきたいと思います。ただみん

なが胸に秘めているものがもうちょっとあるのであればと思って最初に聞いておい

た方が良いかなと思いました。訂正するにあたってそういう形を持って行きたいと思

いました。この委員会は設立する時に、反対意見も３名程おりました。でも、これは

人命に関するもので、この委員会を設置することはとっても大事なことで、どうして

もこれは作っていってほしいという意見が多数だったためにできた委員会です。です

から、これはこのまま多少の文面の訂正とか、そういうところは直しながらでも、あ

とこのまま進んで行きたいなと思っています。いまそれを全部やめろとかというのは。

まとめたことを言っているだけです。私語ではありません。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） 前回の色んな意見が出ているわけですよ。 

  このまとめの部分について。しかしながら、具体的に何年も前から図書館と総合体

育館はセットの中で説明と基本設計や自主設計の経過してきた、認めてきた議会の責

任って、じゃあ、どうなるのかっていう部分があるんですよ。それと同時に、財政を

心配をする、防災を心配するというのは議会としても理事者としても当然の話であっ

て、それを否定するものではないんです。ただ、この先、定例議会まで何日もない中

で、こういうまとめの仕方をするというのは、私はいかがなものかっていうふうにし

て思っているので、先程来、図書館は見直すべきだとかと言う文言については、私は

削除して、もう少し柔らかい文言にすべきというふうに提言したいと思います。この

ことは、やはり先程来、言っていますけども、図書館という部分については、この図

書まつりだとか、図書の色んな事業について、はっきり言って議員の皆さん、ほとん

どの人行っていないですよ。どういう内容でどういう事業を行われて、子ども達にど

ういう教育をさせてというのが、これはもう学校の先生方も中心になりながら図書委

員の人方も中心になりながら、物凄い子ども達、父兄が集まってやっている事業です

よ。私も２、３回その現場に行って見ていますけども、これは凄い要望があるんです

よ。今金町の町づくりとして大事な起点になる施設だというふうに私は思っておりま

す。ですから少数意見として留保願いたい。 

〇委員長（川上絹子君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） ちょっとお伺いをしたいんですけども、この特別委員会を作る

時に３名の方が反対をされています。いまのようなそれだけの意見を持っていて、何

故その時、反対をしたんですか。反対をしておきながら、私たちはそれを作るのに頑

張って作って一生懸命話をしているのを、腰を折るような話ばかりしていると。この
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委員会制度というのは私は分かりませんけれども、先程、委員長が言ったように、町

民の生命、財産を守るための特別委員会。そこを反対しているんですよね。そういう

考え方があるのであれば、当然、最初から賛成をして、皆様の意見の中に加わってや

ると。私はそう思いますけども。今回、委員会の在り方、今後、議会改革特別委員会

もありますので、その時もまた話をさせてもらいたいと思いますけども。私は素朴に

疑問があります。以上です。 

〇委員長（川上絹子君） いろいろ意見が出ました。 

  そして３人の反対もありましたけども、みんな議会が一致してこの問題の委員会を

設立することを決めたので、その時点からは全員１２名のスタートとして考えていた

だきたいと思います。そういうような形で進めて行きたいと思いますけども、とにか

く皆さんで意見を出し合って、本当に将来何十年か先のことを考えた時に、若い人達

がこれで財政もっていけるのか。お金がなければ町だって、各個人の家庭だって、み

んな同じです。大変お金がなくて、何でもやりたくてやったら、欲しい物全て買って

建てていたら、財政が破たんすることは確実にあります。そう考えた時に、自分達の

責任としてそれを本当に建てなければならないのか、建てるべきなのか考えていただ

きたいと思い、このまとめもそれを含めて書いたつもりです。あとはこのあと議長に

答申をして、議長が町長とどういう話し合いをして下さるか分かりませんけども、多

少縮小するなり体育館は建てても図書館はいまのままでもう少し間我慢してもらう

とか、そういう話を進めていただけると思っていますので、私はもっと前向きにこの

話をしていきたいと思うんですけど。議長が抜けるので１１名です。すみません。発

言がまだ、上村君。 

○１１番（上村義雄君） 前回のまとめに向けて色んな意見を出して下さいという委員

長の判断で全員が話をしました。その前回の意見を集約して今回まとめた委員長、副

委員長そして事務局という形でまとめた案を作っていただきました。この中には色ん

な意見が出たことが、それらを精査しながら、これからの今金の将来を見据えた中で

どうあるべきかという感覚でもって、まとめていただいたものというふうに私は理解

しております。そういう意味では、委員長、副委員長そして事務局でもってこのまと

めた案をこれだけ努力されて作られたことに対して敬意を表し、皆さんのそれぞれの

意見がここに含まされているということを私は認識し、この原案のまとめの特別委員

会の報告書の案が、私は妥当と思うし、これで良いというふうに私は判断いたします。

以上です。 

〇委員長（川上絹子君） 色々な意見があって、それが本当の議場でのこういう議論の

交わし方だと思います。どの意見が正しくて、どの意見が間違っているということは

ないですから。でも、皆さんの将来の財政を考えた上でのまとめの方法、そういう方

法に向かって行きたいと思います。もしこの文章の中で、あとはこの中から議長がど

のように理事者と話をして進めて行くか。まず、レジュメの方の調査事項について確

認を取っていきます。防災計画の実施状況等の検証並びに防災対策を推進するには多

額の費用を要し、町財政に及ぼす影響も大きいことから、これから防災と財政を考え
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るために調査研究をする件について、これは皆さん同じですよね。この考えは。調査

事項に対しては確認したいと思います。皆さんこれでよろしいですね。次に調査経過

も委員会を開催してここまでもってきました。付け足したとか除いたとかという意見

はないです。多数の意見の人の意見を取り上げながら、あと今後の町財政を考えた上

でのまとめをいたしました。どうしてもこれが意に沿わないと言うのであれば、意見

をまだ言いたいことがあるんであれば、言って下さって結構ですけども、ただ私と副

委員長はある程度、皆さんの意見を大体基にして決めたつもりです。１から４までは

まず問題はないようですので、皆さんこのままで良いですか。あと今度、５の文章の

ところで、この部分をちょっと変えて欲しいというところがあれば、ちょっと表現の

仕方が違うとか、そういう部分に対しては訂正するところとか、ちょっと付け加える

ところがあったら述べて下さい。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） 先程来、文言については少数意見として留保していただきたい

ということで申し上げているわけで、何回も言いますけども、いま定例会までの日程

の中で、多分、合同委員会の中で自主設計の最終的な報告があると思うんですよね。

いままでまだ最終報告も聞かされていないし、また中学校の耐力度テストについても、

この２８日、２９ですか、我々の常任委員会は、その時にまでに間に合わせるように

ということしか聞いておりませんので、まだ理事者側のそういうスタンスも聞かない

中で、委員会としてこういった提言をするというのは、私はいかがなものかというふ

うに思って、全文的には良いんですよ。ただ、この建設に対する、例えば、図書館等

については町民センターのところにエレベーターをつけた方が良いとか、あるいはそ

の文言については少数意見として留保を願いたい。あとはよろしいです。 

〇委員長（川上絹子君） いま向井君の意見が出ました。 

 図書館にエレベーターをつけることが何で悪いんでしょうか。町民が図書室まで行く

のに大変な思いをしているから、予算の少ないものでエレベーターをつけたら良いん

じゃないかという案を出しているだけです。それをつけれと言っているわけではない

んです。 

○４番（向井孝一君） どうしてもその文言でいきたいとするのであれば、その反対意

見もあるよということを加えてくれれば。 

〇委員長（川上絹子君） それは向井さんからの少数意見を。 

○４番（向井孝一君） 私ばかりじゃないですよ。 

  先程来、このままの形でやるべきだという、総合体育館・図書館の建設については

色んな財政的な問題もあるかもしらんけど、このまま進めて行けという意見も何人か

から発言が出ているんですよ。 

〇委員長（川上絹子君） 向井君はどのように書いてほしいんでしょうか。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） 書くと言うよりも、例えばですね、大きな建設費がかかること

になるという部分は、これは実際その通りなんですよ。大きな建設費というのはかか
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るんです。ただそこで図書館建設を見合わせるという文言は削除していただければと

いうふうに思います。 

〇委員長（川上絹子君） 多数決を取って決めますか。 

  議会の意見として。そういう形でも良いのかな。向井君の場合は図書館建設を見合

わせるというところを省けということですね。 

○４番（向井孝一君） 勿論です。 

〇委員長（川上絹子君） 前回の意見の中で、図書館の建設は見合わすべきという意見

も出ていました。それをいまそれを削除すれという形になると、前回の時にそれは絶

対削除しないでほしいという意見が、必ずその部分を、色んな意見があって良いと思

いますから。 

○４番（向井孝一君） ただ前回も確かにそういう意見もあったんですよ。うちらは分

かっていますよ。しかし、このまま現状の自主設計のまま決まっていると。やること

で決まっていますよと、私言いましたよ。自主設計はやるということを前提として、

我々議会も認めたんですよ。そういう意見も前回言っていますよ、私は。そのことに

対しては全然触れていないでしょ。 

〇委員長（川上絹子君） 自主設計に対しては議会では決定しています。 

  そのあとの建設に対しては、まだこれから議会にかかることだと思いますので、1

段階ずつやっぱりそれはしていかないといけないことで、でもこの見合わすべきに対

して、この向井君の意見があるということも、これは意見として取り上げて、もうち

ょっとみんなで議論を交わしたいと思います。 

○６番（徳田栄邦君） 議論を交わすよりも賛成か反対しかないわけですから、私はこ

この図書館建設は見合すべきと思われるこの文言をですね、もうちょっと緩やかにで

すね、優先順位をつけて必要かつ最優先でやる公共施設から建設するように努められ

たいとか、そういうふうに私は直して欲しいんですけど、いかがですか。 

〇委員長（川上絹子君） 暫時休憩をします。 

 

休憩 １４：２８ 

開議 １４：４１ 

 

〇委員長（川上絹子君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  ただいま、副委員長と相談した結果、総合体育館においてはという上から調査の結

果のとこで、ちょっと下の部分ですけどもそこの部分を、総合体育館においては元々

耐震診断により改修から改築となったことから、大きな建設費がかかることになり、

災害時における避難場所・非常食の保管等も計画されている総合体育館・図書館の建

設にあたり、巨額の投資が含まれているが、財政健全化の観点から図書館建設は耐震

に関連しないので、時期を再考すべきと考えるというふうにまとめたらどうでしょう

か。再びあとで考えていただくという。もしそれで、その文面で向井君が納得してい

ただけて、また他の意見を出されている、徳田君の意見とかを納得されるのであれば、
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そのような文面を切り替えていく、柔らかい意味に切り替えていきたいと思うんです

が皆さんちょっとどうでしょうか。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） 先程、少数意見の留保をお願いしまして、休憩時間中に文言を

一部直していただきましたので、いま委員長の方から報告がありました文章で納得し

ますので留保の方は撤回したいと思います。 

〇委員長（川上絹子君） 総合体育館においては元々耐震診断により改修から改築とな

ったことから大きな建設費がかかることになり、災害時における避難場所・非常食の

保管等も計画されている総合体育館・図書館の建設にあたり、巨額の投資が見込まれ

ているが、財政健全化の観点から、耐震に関連しないので図書館建設は時期を再考す

べきと考える。この文面でよろしいでしょうか。歩み寄った文面にするとこういう形

になるのかなと思うんですけど。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 私は、いまの委員長の考え方で良いと思いますのでもうちょっ

と委員長、副委員長、局長でとおりが良いように直していただきたいと思います。そ

れからもう 1点、ここに黒松内低地断層が、その地下では今金町まで伸びており、今

金町の地下にも断層が存在するというふうに断定しているわけでなんですけども、道

の防災計画に載っている黒松内低地断層というのは、寿都湾から伸びてきまして、噴

火湾の方に端が行っていて、それから先がどうなっているかという記述が載っていな

いんですよ。ですから、高橋先生の説明ではここにあるだろうという推定のお話はさ

れていましたけれども、果たしてこうやって文言に残した時に、断定して良いものか

どうなのか。もうちょっと私は記述を変えた方が良いのではないのかなと思いますけ

ども、いかだですか。 

〇委員長（川上絹子君） いま徳田君の意見が出ましたけども、皆さんどう思いますか。 

  意見のある方、述べていただきたいと思います。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） いま徳田委員が言われた部分では、地下断層が今金に存在し

ているというふうに書いているけれども、その前の段階で、この断層の地下延長部が

今金町まで伸びており、この今金の地下にも断層が存在しているという、この部分を

削除しても良いんじゃないですか。その前の方で断層の地下の延長が伸びているって

表現をしているだから、それだけで良いんじゃないですか。 

〇委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） いま徳田委員からの話があったように、断層が存在している

という断定した文言と言うのはちょっといかがかなという気は私もします。ただ、説

明を受けた中では、政府地震本部の資料で軟弱地盤が揺れを増幅すると。２倍揺れる

という表現が説明資料にはあったんですよ。だから、断層はあるかどうかは分からな

いけども、今金町の軟弱地盤だと倍揺れると。これが政府の地震本部の資料に載って

いるということは、公的な見解だというふうに思うので、断層があるということは削
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除しても良いけども、倍揺れるということは表記として出していただいた方が良いの

かなという気がします。それから、総合体育館においてはという部分なんだけども、

これは３行の総合体育館から３行下、思われるまでじゃなくて、その下も含めた修正

ということなんですか。いわゆる現状での補修又はエレベーターを設置する等の工夫、

これがなくなるということ。その辺はどうなんですか。 

〇委員長（川上絹子君） それも含めて、エレベーターのところがなくなるような状態

になるんですけど。これはあった方が良いですか。特に図書館については、現状での

補修又はエレベーターを設置する等の工夫で見直しが必要と考えるというところを

削除するという形にしたんですよ。いまちょっと副委員長とも相談したんですけども、

そこにエレベーターをつけれという指示を出しては悪いのかなと。それをあえて削ら

せていただきました。ただ、図書館についてはちょっと見合わせて再考、ちょっと時

期をずらして建てることを考えて欲しいということを、この文言の中に入れました。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） いまの表現で言うと、時期をずらすということは、いまの建

物の構想で時期をずらすのか、それともいまある施設を改善しながら対応するのかと

いうのは、そこはどうですか。 

〇委員長（川上絹子君） これが体育館と一緒にできないということであれば、いまの

図書館を使いやすいように工夫していただくというのも、大事なことかなと思ってい

るんですけど。 

○１０番（山崎 仁君） であればそういう表現にしなければいけないしょ。 

  時期の見直しをするだけの表現なんですよ、さっきの表現だと。だから何年か経っ

たら、じゃあ、この構想を生かすというふうに表現するのか、それともそれも含めて

現状で活用できないかどうかを再度検討願うとかっていう表現にするのか、その辺の

ところはどうですか。 

〇委員長（川上絹子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １４：５４ 

開議 １５：０６ 

 

〇委員長（川上絹子君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  いま副委員長と検討した結果、総合体育館においては、元々耐震診断によりという

文言から、ここの思われるまでをまず全部削除しまして、災害時におけるここから災

害時における避難場所・非常食の保管等の計画されている総合体育館・図書館の建設

にあたり、巨額投資が見込まれているが、財政健全化の観点から特に図書館について

は現有施設での施設の活用も含めて再検討する必要があると考えるというふうにま

とめたいんですが良いでしょうか。その文章でもし皆さん良ければ、総合体育館から

思われるまでは削除して、災害時におけるから文章をつないできまして、現状での現

有施設の活用も含めて再検討する必要があると考えるというだけにして求めたいと
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思います。あと何か考え方、もうちょっと表現の仕方の違いとかそういうところがあ

りましたら検討していきたいと思います。あとずっと目を通していって、ここの部分

はこうしてほしいというところがありましたら。あとよろしいですか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 最終なんですけれども、なお補足ながらというのはちょっと

表現としては必要がないのかなと。役場庁舎についてはということでありますけれど

も、新耐震基準を満たしていない建物でありって、これ耐震診断していないから分か

んないですよね。 

○議会事務局長（成田光康君） 新耐震基準を満たしていないということは、昭和５６

年以前の建物ということです。 

○１０番（山崎 仁君） こういう表現で良いの。 

○議会事務局長（成田光康君） はい。 

○１０番（山崎 仁君） いいの。 

○議会事務局長（成田光康君） 昭和５６年度以前の建物は新耐震基準を満たしていな

いという考えですから。 

○１０番（山崎 仁君） なるほど。であればその補足という言葉の必要性。 

〇委員長（川上絹子君） なおを活かして補足ながらを削ることで良いですか。 

  あと気が付いた部分がありましたら。なおもいらないですか。なおも外します。な

お補足ながらを外して、役場庁舎についてはと続くように。皆さん、あとないですか。

全てのまとめとして提出するためにちょっと気が付いたことがありましたらみて下

さい。なければこのまま提出したいと思っています。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 今後の公共施設の耐震計画を進めるにあたっては、この耐震

診断を基にして、そして、その耐震診断の結果を基にしながら、町民の生命、安全の

ために何が優先するかそういう優先順位を決めながら、これは耐震診断するというこ

とは、スピード感を持ってやるべきだというふうに思いますので、その文言がどっか

に入ることができれば良いのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇委員長（川上絹子君） 裏のページの上から３段目辺りに入っていますね。優先順位

など総合的に判断する必要があると、ここの文言が入っているので良いかなと思うん

ですけども、よろしいですか。３段目のところで入っています。あと他に意見ありま

せんか。 

  局長。 

○議会事務局長（成田光康君） さっき山崎議員の質問の中で、私の方で新耐震基準５

６年度の部分は確かに新耐震基準にはなっていないんですけど、もしかしたら仮に耐

震診断した場合に、部分的に新耐震基準に適合する部分があるかもしれませんので、

この部分については旧耐震基準の建物という形の表現に改めさせていただきます。 

〇委員長（川上絹子君） あと、ありませんか。 



- 15 - 

 

  皆さんの色々な意見がたくさん出たことで、何とか凄く良い形の方のまとめとして

文章ができました。これを基にきちんと整理をしまして、議長の方に提出したいと思

います。 

  その他ありますか。 

   

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） その他ないようですので、これをもちまして委員会を終了さ

せて頂きます。  ありがとうございました。 

閉会 １５時１５分 
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