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開議 午前１０時３０分 
 
○野村委員長 特別委員会の開催に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
 過日、第１回目の特別委員会で委員長拝命いたしました。どうぞご協力よろしくお願い

いたします。 
 この問題につきましては、非常に大きな案件でありまして、過日、議員協議会でも説明

をいただきまして、また６月定例会におきましては、実施設計の予算も補正で組んだとこ

ろでございます。 
 今後、いろいろな形で財源的な問題も含めて、詳しく調査し、最終的な結論を導き出し

たいと思いますので、委員の皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
 それでは、早速会議を始めます。なお、関井委員は、私事都合により欠席する旨、通知

を受けておりますので、報告いたします。 
 ただいまの出席委員は、10 名です。定足数に達しておりますので、ただいまより役場庁

舎耐震・防災改修調査特別委員会を開会いたします。 
 役場庁舎耐震・防災改修についてを議題といたします。 
 それでは、先に提出のありました説明資料について、説明を求めます。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 それでは、私の方から役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会説明資料、

表題、上部の方には平成 25 年７月８日（月）資料という項目を付しておりますけれども、

この資料に基づきまして、説明をさせていただきます。 
 表紙をおめくりいただきたいと思います。役場庁舎耐震改修及び防災改修計画概要とい

う表題を付してございます。このことについて説明をさせていただきます。 
 現役場庁舎におきましては、昭和 45 年（1970 年）に地上３階、地下１階、鉄筋コンク

リート造の構造により建設され、平成 25 年現在におきましては、43 年を経過している状

況にあります。建築基準、とりわけ国が定めています構造耐震指標における新基準に照ら

した場合、建築年から構造上、その基準の適合性の問題、そして庁舎の性格上、災害対応

における防災拠点となる重要な施設であることをかんがみ、平成 24 年度におきまして耐

震診断を実施したところでございます。 
 その結果、１階、２階、３階とも方位方向におきまして指標に満たしていなく、地下に

おいても一方向において指標より下回っており、塔屋を含め建物全体において耐震性に問

題があるとの結果に至ったため、構造耐震指標における新基準に適合する建物の整備を図

るため、躯体の耐震改修補強工事を重点にそれに伴い経年劣化による危険箇所の整備及び

防災拠点施設としての機能維持保全を図るための防災改修工事を行う内容でございます。 
 また躯体の耐震改修補強を行った上での防災改修を進めることにより、今後、庁舎の大

幅な改修を要しない計画となるものでございます。 
 工事区分につきましては、耐震改修補強工事と防災改修工事の２区分に計画という内容
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になっております。この、それぞれの工事につきましては、それぞれ実施設計を行い、そ

れに基づき工事を実施するものでございますが、仮庁舎を建設することなく、役場業務に

おいて停滞せざるを得ないような支障をきたさない、平常業務中においても施工可能な工

法を進めるものでございまして、計画的な工事工程の監理を要することから工事と監理と

を発注する態様で行う計画でございます。 
 なお、本役場庁舎耐震改修及び防災改修にあたりましては、効率的な財政運用により財

源の確保を図ることをもって進めるものであります。 
 次のページをごらんおき願います。 
 Ａ３横の大きな資料でございますけれども、表題には庁舎耐震改修・防災改修整備工程 
予定、そして耐震改修及び防災改修とも緊急防災債を財源に充当という表題をつけている

内容のものでございます。 
 このことにつきましては、それぞれ工程ということで、平成 25 年度、26 年度、またそ

の年度におきますそれぞれの月において、その区分ごとの工程を示したものでございます。 
 先ほどご説明いたしました、工事整備概要につきましては、大きく耐震改修と防災改修

と２区分になっております。これらにかかわりまして、実施設計と工事・監理と大きなく

くりを示しております。まず実施設計につきましては、耐震改修、防災改修とも区分がわ

かれておりまして、その金額がそれぞれ 1,600 万円と 1,700 万円、合計 3,300 万となる予

算のものでございます。このことにつきましては、先の定例町議会におきまして、ご議決

をいただいた補正予算の内容でございます。 
 このことについては、６月 10 日補正予算議決ということでの表示をさせていただいた

ところでございます。また工事・監理につきましては、耐震改修３億 2,230 万円、防災改

修３億 4,680 万円、計６億 6,910 万円となっておりますけれども、このことにつきまして

は、表の段にございます、概算予算額と付しておりますとおり、あくまで概算という形の

部分としてご提示申し上げたものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 
 なお、工事区分については、工事・監理ということでなっておりまして、耐震改修、防

災改修とも工事請負費、監理費、それぞれを合計した中身での区分となっているものでご

ざいます。 
 あわせまして、合計額７億 210 万円と現在のところ概算としてのおさえの内容でござい

ます。これらがそれぞれの改修区分ごとに予算額を振り分けますと、欄外にございますと

おり、改修区分ごとの概算予算額、実施設計費、工事費プラスとなっております。 
 このことにつきましては、区分ごとにわけますと、耐震改修においては３億 3,830 万円、

防災改修におきましては、３億 6,380 万円となり、試算で合計７億 210 万円という内容と

なっているものであります。 
 これらが今後進める上で、工程的には平成 25 年度から 26 年度にかけてのいろいろな事

務作業がございますので、これらを含めてまた、議会への提案にかかわります、そして議

案にかかりますご議決等含めた中での工程を示させていただきました。 
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 なお、議会の日程等につきましては、平成 25 年度議会年間計画が示されておりますの

で、これに基づいた中での日程のおさえをさせていただいたところでございます。最初に

実施設計の内容でございますけれども、先ほど申し上げました６月 10 日において補正予

算の議決をいただきました耐震改修、防災改修とも合わせまして、3,300 万円の施工でご

ざいますけれども、今月におきまして、耐震改修におけるその入札の発注に進めたいとい

う考えでございます。 
 この工期が７月末から１月の末まで約６カ月間を要するものとなっているものでござい

ます。ちなみに耐震にかかわりましては、耐震設計上の構造計算に要する工期が約３カ月

以上かかると言われておりますので、このように６カ月を要するという、最低でも６カ月

間の工期を要することのおさえから、このような工程を組ませていただいたところでござ

います。 
 また、この中段の中に８月には、緊急防災債同意等予定額通知という欄がございます。

この耐震改修及び防災改修につきましては、緊急防災債、起債でございますけれども、こ

のことにつきましては、後ほど次ページ以降の中でこの起債にかかわります説明をさせて

いただきますけれども、緊急防災債を財源とした事業として、この活用を図りたいという

考えから、このような形の内容となっているものでございます。 
 欄外にございます、下の段にございますけれども、米印を付しておりますけれども、概

算予算額に対する町実質負担額（緊急防災債 100％充当、元利均等償還額の 70％交付税措

置）ということで示しております。緊急防災債につきましては、ここに触れておりますと

おり、100％充当でまた元利均等償還額の 70％が交付税措置されるということから、町の

実質負担の割合につきましては、事業費に対する 30％の負担ということに試算をさせてい

ただいたところでございます。 
 ７億 210 万円に対する 30％負担で２億 1,063 万円の町の実質負担となる概算の試算で

ございます。また参考までに、同じような防災対策としては、防災対策債という記載がご

ざいますけれども、このことにつきましては、90％充当、そして元利均等償還額の 50％の

交付税措置になっておりまして、町の実質負担はその残額でございますので、事業費に対

する 55％の負担となり、その金額が３億 8,615 万 5,000 円と試算するものでございます。 
 このことにつきましては、緊急防災債と防災対策債との比較を示したもので、緊急防災

債がいかに有利な起債ということで、また財源の運用につきましては、この起債を使って

いきたいという考えのもとでの整理でございます。 
 このことが表に戻りまして、緊急防災債同意等予定額通知が８月中にはなされるだろう

と、通常ですと、起債にかかりましては８月中に予定額の通知がされると、昨年で申し上

げますと、８月の 20 日には予定額の通知がされてきていると、これらを踏まえまして、

予定額の通知をもって、次の９月には緊急防災の協議申請、そして 10 月には同意を得る

というような起債の流れになってございます。 
 最終的には、起債の防災同意の通知をいただいた中で、借り入れということが発生する
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わけでありますけれども、従前からの対応といたしましては、同意額予定通知がおよそ予

定額通知の範囲でありますと、同意また借り入れということがなされてきたということを

踏まえた中で、この表を作成させていただきました。 
 ８月中にその同意予定額通知をいただいた中で、８月中旬には町内部の事務作業でござ

いますけれども、補正予算を締め切り、また課長会議を経て、第３回定例会に対応します

議会運営委員会が８月 26 日に予定されておりますので、これらから計算しまして、こう

いった事務作業の流れで進めていきたいという考えでございます。 
 そして、８月 26 日の議会運営委員会におきまして、補正の内容についてご説明をさせ

ていただきたいという考えでございます。これらを踏まえて、９月の２日、これもまた平

成 25年の第３回定例会におきます日程が９月２日から 12 日ということで計画がされてお

りますので、初日の９月２日におきまして補正予算をご提案申し上げ、ご議決をいただく

中での事務作業ということで整理させていただきました。これが耐震の改修工事と、それ

から防災改修工事、それぞれの予算額についてのご提示ができるものかと判断していると

ころでございます。 
 また、実施設計におきましても、耐震改修につきましては、７月中でありましたけれど

も、防災改修につきましては、９月初旬に入札指名委員会をたどり、９月中旬には発注に

こぎつけたいという内容でございます。 
 これら実施設計が耐震と防災改修がすべて終了するのが２月末という工程の内容でござ

います。その後、それらを受けた中では、実施設計によります工事費、いわゆる予定価格

の積算がなしえますので、これらを含めた中で耐震改修と防災改修につきましては、明年

の３月の初旬に指名委員会から３月中旬には発注という形に現在のところ成り得るのかな

と、これが最も最少、最短の内容かなというふうにとらえてございます。 
 工期的には、３月中旬に発注した中では、およそ 12 カ月ほどかかる工事の内容となる

ととらえておりますので、３月の 20 日過ぎには臨時議会をお開きいただきまして、その

工事入札にかかわります契約の締結、また工期が 12 カ月、翌年の 27 年の３月にわたると

いう内容でございますので、繰越明許費の補正につきましても合わせてご議決をいただく

ような形で進めたいということで進めさせていただく内容となっているものでございます。 
 いずれにいたしましても、大きく耐震改修と防災改修とそれぞれの区分ごとに整備を図

って参りたいと、特に実施設計については、そのような内容で７月、９月にわけた中での

発注、また工事につきましては、耐震防災につきましては、経費等のこともございますの

で、一括発注というようなことでの進め方を行いたいというようなことでとらえていると

ころでございます。 
 なお、参考までに欄外にございますけれども、閲覧期間等がございます。建設業法等の

中で定められておりまして、閲覧期間につきましては、工事に限っては 15 日間を 10 日に

短縮と、特定の措置の中で５日間短縮ということでの進め方が最も最大リミットかなとと

らえているところでございます。これを 15 日間の既定表の中で進めていきますと、最終
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的には臨時議会が３月の末になっていくのかなというようなことで、非常にタイトなまた

時間的にも厳しい状況になるということで、この上の表の中での進め方が今のところ考え

られる最善の方法かなということでとらえているところでございます。 
 そういったことで進めたいという事業の内容でございます。次のページをおめくりいた

だきたいと思います。 
 先ほど、ご説明をさせていただきました緊急防災債を財源にということでのお話をさせ

ていただいた、その緊急防災債にかかわります資料でございます。表題が平成 25 年度地

方債計画についてということになっております。このことの資料につきましては、総務省

からの資料でございまして、このコピーをしたものとなっているものであります。１、通

常収支分の下の（３）緊急防災・減災事業の創設という表題が付してございます。この中

に書いてありますとおり、平成 25 年度の地方公務員給与費の臨時特例に対応し、緊急に

防災・減災事業に取り組むための地方単独事業を創設することとし、緊急防災・減災事業

として、4,550 億円を計上しているというようなことになっております。 
 これを財源に緊急防災債の起債がなされているというものでございます。ただ、このこ

とにつきましては、この書いてありますとおり、地方単独事業創設ということで、平成 25
年度に新たに創設された緊急防災債の内容であります。 
 このことにつきましては、次のページをお開き願いたいわけでありますけれども、表題

には２、東日本大震災分というふうなことで示しております。 
 全資料をコピーしておりませんけれども、ここに東日本大震災分となっておりますのは、

緊急防災債、減災債につきましては、24 年度まではこの東日本大震災分ということで、特

別枠の分としてなし得たものでございます。これが平成 25 年度には、一般の地方単独分

ということで、新たに創設されたということで、ただ今のところ言われておりますのは、

この一般の単独、地方単独については、25 年度限りということで言われております。 
 先ほど説明させていただいたとおり、その財源が平成 25 年度の地方公務員給与費の臨

時特例に対応するということで、財源が限られておりますので、今のところ 25 年度に限

りということで、その部分が示されております。 
 このことで、この１年度限りの起債を使う、また先ほど申し上げましたとおり、起債の

充当率を 100％、また元利償還にかかわりましては 70％の交付税措置がされるという、こ

の起債の有利な条件があります。これらを 25 年度中でないと、なかなか事務処理ができ

ないということでございまして、今般、この先ほどの工程にありますとおり、３月中の中

にすべて契約を終えた中で、繰越明許費の扱いの中で１年施工を図っていきたいという考

えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 また、この起債にかかわりまして、次のページは、Ａ４を横に見るものでございますけ

れども、起債償還見込表という表題をつけてございます。一般会計から特別会計、そして

それら合わせた総合計ということで、平成 15 年度から次のページをめくって、最終ペー

ジまでは平成 35 年度まで、それぞれにかかわります、特に過年度につきましては、実績
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数値でございますけれども、平成 24 年度、25 年度以降につきましては、見込みも含めた

中での整理ということで、ご理解いただきたいと思います。 
 この中で、次のページをおめくりいただきたいと思います。 
 年度 26と付しているところがございます。平成 26 年度に借り入れするもの、また元金、

利子、計、残高となっておりますけども、一般会計において、15 億 9,080 万円の借り入れ

という金額を示してございます。25 年、27 年に比較して、最も多い状況になっておりま

す。このことが下の次のページの米印を付しておりますけれども、27 年度まではまちづく

り計画５カ年、前期５カ年計画に沿った中での借り入れ見込みの調べでございますけれど

も、これに今回の庁舎にかかわります緊急防災債、そしてまた広域消防の緊急防災債、こ

れらを含めた中での借り入れということで整理をさせていただいているところでございま

す。合わせますと、まちづくり計画では５億 2,520 万円、そして緊急防災にかかわります、

先ほど申し上げました庁舎と広域消防にかかります緊急防災、合わせて 10 億 6,560 万、

これら合わせた額が 15 億 9,080 万ということでの借り入れとなるものの内容であります。 
 また、残高につきましては、78 億 9,637 万 5,000 円ということで、総合計 26 年度にお

きます残高 118 億 348 万 5,000 円となるものでございます。これが今後、借り入れた中で

の償還という形でございますけれども、緊急防災債、減災債につきましては、10 年償還で

２年間の据え置きがございます。 
 利率が 0.6％ということで、実質償還が始まるのが 29 年度から始まる形になっておりま

す。これが元金利子を見ていただきたいわけでありますけれども、合計しますと一般会計

では８億 5,960 万 4,000 円、普通会計合計では８億 7,158 万 2,000 円、そして総合計では

12 億 4,184 万 1,000 円となるものでございます。 
 以降、それらにかかわる償還が進んでいくわけでございますけれども、このことをグラ

フ的に表せていただきましたのが、次のページをおめくりいただいて、カラーの棒グラフ

になっているものがございます。 
 最初に全会計公債費元利償還金の推移ということで、いわゆる償還にかかわるものでご

ざいます。26 年度の欄を見ていただきたいわけでありますけれども、それぞれ一般会計か

ら特別会計に色分けをして表示しておりますけれども、合計額 26 年度の合計額の中では、

先ほど申し上げました、戻りまして償還額においては、12 億 444 万 7,000 円となるもの

でございます。 
 失礼しました。推移でございます。26 年度におきましては、一般会計の繰入額が 15 億

9,080 万円を借り入れるわけでありますけれども、２年間の据え置きを経て、29 年度にお

いて償還が始まるということで、その合計額が 12 億 4,184 万 1,000 円となり、うち一般

会計上では８億 7,158 万 2,000 円となると、これがいわゆるピークになるという試算をし

ております。 
 以降、また 26 年度以前と比較しても、棒グラフ上でできえる内容となっておりまして、

これらから見ても、29 年度以降につきましては、その以前のピークに比べますと、大きな
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差があるということで、その償還については、大きな金額には比較しますとなっていない

ということが一目でおわかりいただけるかと思います。 
 また、次のページをごらんおき願いたいと思います。このことにつきましては、全会計

の地方債残高の推移ということになっております。先ほどから説明させていただいており

ますとおり、26 年度にかかわりますその借入額がピークを迎える形になって、それぞれそ

れが下がっていくといった内容で、合計額 118 億 348 万 5,000 円の内容でございますけれ

ど、また、うち一般会計は 78 億 9,637 万 5,000 円ということであります。これが 27 年度

以降、それぞれ残高が下がっていくといった内容のものとなるものでございます。 
 以上が地方債のかかわるものでございます。また、恐れ入りますけれども、最初の方の

大きなＡ３の工程にかかわります表をごらんいただきたいと思います。 
 これらの財政運用を図るための措置として、この工程の事務処理を行っていきたいとい

う考えのものでございます。特に重複いたしますけれども、８月中の同意等予定額通知、

そしてそれらを受けて、９月中には緊急防災債の協議申請を図っていくという形になって

ございます。この申請時におきまして、それぞれの予算が確保されているというのが大き

な条件となっているものでございますので、今後実施設計を組んだ中での粗々の工事費の

積算をした中で、９月には工事費の予算の補正ということを進めたく考えてございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 
 いずれにいたしましても、大きく先ほどから申し上げていますとおり、耐震の改修と防

災の改修と、それぞれ大きな２区分にわけての考え方のもとに進めたいという考えでござ

いますので、ご理解を賜りたいと思います。 
 また、最終ページの方には、浦幌町役場庁舎耐震診断ということで、報告書の抜粋要約

を示してございます。この中には、浦幌町役場庁舎耐震診断の総合所見ということで、そ

の所見が委託成果として表れているものでございます。このことについて、最終ページか

ら後ろから２枚目になりますけれども、このことについて概要を説明させていただきます。 
 この所見にありますとおり、建物概要、それから現地調査の評価等が進められ、最終的

な診断結果の評価となっておりますけれども、特に現地調査の評価の中では、外壁のタイ

ルのひび割れ等があるという分もございますし、またコンクリート強度につきましては、

平均強度が設計基準強度を上回っていると、そういったようなところもございます。また、

コンクリートの中性化につきましても、現在の状況では、今後の供用期間を 30 年程度と

仮定した供用期間中には、鉄筋位置まで中性化が進むことはないというようなことの診断

も出ております。 
 ただ、こういった状況にありますけれども、構造的な診断結果といたしましては、次の

ページになりますけれども、それぞれ診断結果のまとめということで、１階から３階まで

の表が出ております。また方向は、Ｘ軸が東西、Ｙ軸が南北ということで、ここの中での

それぞれの階数の構造耐震指標が示されておりますけれども、その指標より下回っている

ということで、総合的には耐震性に疑問ありという言葉で示されておりますけれども、こ
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こに書いてありますとおり、それぞれ判定がＮＧということで、このことについては、や

はり耐震性に問題があった中で整備を図らざるを得ないというような結果となったもので

ございます。 
 なお、この耐震診断の結果につきましては、追加資料といたしまして、別紙にあります

庁舎耐震改修耐震補強工法比較一覧表について、後ほど施設課の方から説明がされますけ

れども、合わせてこの耐震診断の詳細につきましては、施設課の方から説明をすることと

なっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
 以上、私の方から工事の概要とまた工事の工程、事務スケジュール的なことについて、

そして、財政運用にかかわります起債措置のことにつきまして、概略について説明させて

いただきました。 
○野村委員長 引き続き、ただいま言いましたように、工法の比較一覧表について、施設

課長お願いいたします。 
○新川施設課長 それでは、先ほどですね、耐震診断の結果につきまして、所見を総務課

長の方からご説明させていただきましたが、施設課の方からはですね、追加資料の役場庁

舎防災改修施工計画概要につきまして、ご説明させていただきます。 
 資料の中にですね、建築工事、電気設備工事、機械設備工事のほかに庁舎の耐震補強の

工法についての比較表などが載せてございます。構造等、技術的なことがございますので、

詳細を建築担当の施設課課長補佐の早瀬の方からご説明をさせていただきます。 
○早瀬施設課課長補佐 それでは、私の方からですね、庁舎耐震改修、耐震補強工法比較

一覧表について、説明させていただきたいと思います。外付け枠付鉄骨ブレース工法とプ

レキャストＰＣ外フレーム工法ということで、二つですね、工法を載せさせていただいて

おります。 
 主要材料につきましては、鉄骨ブレース工法につきましては、鉄骨、枠につきましては

Ｈ型鋼・ブレース丸型鋼管となっております。ＰＣ外フレームにつきましては、プレキャ

ストコンクリートということであります。工法概要といたしまして、鉄骨ブレースにつき

ましては、窓面外部の柱、梁に鉄骨の柱・梁・筋交いを新設すると、ＰＣ外フレーム工法

につきましては、窓面外部に工場で製作したコンクリートの柱・梁を新設する工法となっ

ております。 
 工法の写真でありますが、鉄骨ブレース工法につきましては、写真に載っております筋

交いが１、２、３階部分に載っていると思うのですが、ブレースの位置が確認できると思

います。右側の方のですね、ＰＣ外フレーム工法につきましては、芽室の消防庁舎をです

ね、耐震改修した部分の写真となっております。 
 建物の機能ということでありまして、建物使用上の制約ということで、これにつきまし

ては、ブレースも外フレームについても、特に制約はありません。外観（美観）につきま

しては、窓に斜材が見えるということで、視界性が悪くなっているのがわかると思います。

外フレーム工法につきましては、柱・梁のフレーム枠なので、視界性につきましては問題
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ないと思います。 
 採光性につきましては、鉄骨ブレース工法につきましては、丸鋼管ブレースのため、採

光等も損なわれる状況となっております。外フレーム工法につきましては、美観と同様で

ありまして、変化はありません。 
 地震後の機能障害、補修量につきましては、両者状況の変化はないということでありま

す。維持管理につきましては、鉄骨ブレースにつきましては、錆による腐食の可能性があ

るため、維持管理を数年後に計上する形となっております。外フレーム工法につきまして

は、不要ということであります。 
 続きまして、補強工事なのですが、応力伝達方式といたしまして、鉄骨ブレースにつき

ましては、柱、梁によるフレーム工法、プレキャストＰＣ外フレーム工法につきましては、

柱、梁フレーム、並びにスラブによる応力の伝達方法となっております。 
 執務補強の可否ということでありまして、これにつきましては、内部で執務作業、事務

作業等ですね、行っていても、工事ができるということの関係でありまして、鉄骨ブレー

ス、外フレーム工法とも両方、執務作業が可能であるということであります。 
 騒音・振動の程度ということでありまして、鉄骨ブレースにつきましては、後打ち施工

のアンカーボルトの本数が多いので、騒音・振動等の割合が大きい、ＰＣ外フレーム工法

につきましては、後打ち施工アンカーボルトの本数が少ないので振動・騒音について少な

いということであります。 
 それについての騒音・振動の施工日数なのですが、平日施工日数が比較的多く必要とな

っている工法となっております。ＰＣ外フレームにつきましては、平日施工日数が鉄骨ブ

レースよりも極力少ないような形の工法となっております。 
 基礎補強の必要性ということで、鉄骨ブレースにつきましては、壁、柱、梁等の部分で

対応するということですから、基礎の新設につきましては、不要ということであります。

ＰＣ外フレームにつきましては、基礎については必要ということであります。 
 近隣対策につきましては、鉄骨ブレース、ＰＣ外フレームとも付近道路を大型車両が通

行するということであります。施工実績につきましても両者とも多数実績があります。総

合評価をしたところですね、鉄骨ブレースにつきましては、騒音・振動、平日等の日数等

のことを考慮すると、三角ということでありまして、外フレームにつきましては、騒音・

振動、施工日数等を考慮して丸という形で比較したものであります。 
 ページを開いていただきまして、庁舎防災改修施工計画概要ということで、建築工事、

電気設備工事、機械設備工事の３工事にわけて記載しております。建築工事につきまして

は、外部、屋根、内部の３項目について計上させていただいております。外部につきまし

ては、既存の外壁のタイルを撤去し、外装材を貼りつけた後塗装するというような形であ

りまして、ガラスブロックにつきましては、中央の階段室のガラスブロックを撤去いたし

まして、サッシを施工するということであります。 
 屋根部分につきましては、防水性能が落ちてきているものですから、防水改修を行うと
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いうことであります。 
 内部につきましては、既存のアルミサッシの内側にですね、樹脂製の建具、複層ガラス

を設置することによって、省エネを図る予定となっております。トイレの洋式化に伴う工

事なのですが、１階に多目的トイレを設置しているのですが、１、２、３階ともですね、

洋式トイレを設置しておりませんので、そこの部分について男女ともですね、トイレの洋

式化を行うと、それに伴う建築の内装改修工事も行うということであります。 
 電気設備工事なのですが、照明器具の取りかえということでありまして、事務室の照明

器具のＬＥＤ化を予定しております。トイレにつきましても、トイレ改修に伴う人感セン

サーのですね、対応の照明器具を設置するということで、省エネを図るということであり

ます。 
 受電設備につきましては、今地下にですね、受電設備があるのですが、建設当時のもの

ということでありまして、屋外に屋外タイプの受電設備を設置することによって、切り替

えの手間を省く等の省略化を図るということであります。あわせて、自家発電設備も設置

することによって、防災機能を考えるということであります。 
 機械設備工事なのですが、機械設備につきましては、給水・給湯配管露出による当時か

らの配管なものですから、それに伴う既存の中での改修を行いたいということであります。

あわせて、雑排水・汚水、流しとかトイレの排水の配管をですね、更新するということで

あります。 
 トイレ改修に伴う衛生器具ということで、トイレの便器、手洗い器等ですね、取りかえ

るということであります。１階、２階の温風ボイラー、３階の温風ボイラー、並びにパネ

ルヒーター系統の温水ボイラー等もありますので、それらの暖房器の取りかえということ

であります。最後が機械強制の換気設備の新設ということでありまして、換気設備を導入

することによって、内部の換気の性能の効率化を図る予定となっております。 
 次のページを開いていただきまして、現在の役場庁舎が黄色で塗られている部分なので

すが、そこに赤い四角で囲われている部分が南側のＹ１通りの、これが２メートルくらい

南側なのですが、そこに外フレームの工法をとった場合ですね、このような形で、南側に

６カ所、北側のＹ３通りの裏側に５カ所ということで、外フレームが取りつくような形と

なっております。 
 ページをめくっていただきまして、Ａ４の部分なのですが、下にあります左側のＹ１通

りというところの図面の見方なのですが、南側から北を向かって見ていただいた時に、左

にありますピラミッド型の外フレームがあるのですが、ここについてですね、２階の部分

については、総務課から西に向かっての部分について外フレームがつかさるというような

形であります。 
 そのため、以東の２階副町長室、３階議場等については、南側の部分についての補強工

事はないということであります。そのＹ１通りの上にですね、ＰＣ外フレーム平面配置図

とちょっと小さいのですが、その図面がですね、Ｙ１通り側の方にあるのが先ほどの見て
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いただいた立面の平面図というような形なのですが、南側に６カ所、北側に５カ所の外フ

レームの柱、梁がつくというような形であります。 
 これを示したのが、右側に断面図が載っているところでありまして、柱と梁及びそこの

部分に接続するスラブがですね、屋根のような形で接続されるというような形であります。 
 続きまして、写真が２枚あるかと思うのですが、これが先ほどのプレキャストＰＣ外フ

レーム工法の芽室役場消防の図面でありまして、このような形で既存の外壁よりも手前の

方にせり出したような形で柱、梁が出てくるというような形であります。これに屋根スラ

ブがかかっているような形で、こういうような形で視界性を損なうことなく補強すること

によって、耐震性能を確保する工法となっております。以上です。 
○野村委員長 ただいま、昨年行われました耐震診断に基づく結果内容、それに基づきま

して、耐震改修及び防災改修の計画の概要、これと地方債の計画、また防災における施工

の計画の概要、二通りの方法、その他防災の対応についての方法論をただいま係から説明

をいただきました。 
 ここで質疑を許します。何かご質疑はございませんか。 
 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 設計の入札の関係でお聞きしたいのですが、耐震改修が７月で防災改修が９

月という入札になっておりますけれども、これは一緒に入札するということができるのか、

できないのか。それと、二つにわけて、入札をするというのがちょっと入札の関係上です

ね、おかしなことにならないのかどうか、ということは、最初の入札の７月の入札で、耐

震改修をやった時にですね、構造計算をやる、構造計算についても、たぶん９月には終わ

らないだろうと。 
 同業社がとればいいですけども、これは指名競争入札なので、そういうこともどうかわ

からないということでですね、私は、これは一緒に入札してですね、契約条項の中で特記

事項でも書いてですね、耐震改修はいくら、防災改修はいくら、工期は１カ月とするので

あれば、１カ月するというようなことでですね、一緒にやった方が経費面も含めてですね、

いいのではないかと思います。 
 もし、どうしてもわけてやるということであれば、９月の入札はですね、やはり随契と

いうことでやっていかないとですね、同業社の方が設計していただくということでいかな

いとですね、やはりいろいろ整合性合わない部分も出てくるのではないかと、私はそう思

います。その辺についてお伺いしたいと思います。 
○野村委員長 ただいまの実施設計にかかわる耐震及び防災改修の日にちをわけた形での

入札についての考え方、それに伴う費用の負担の軽減ということについての考え方、ご答

弁お願いします。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいまのご質問について、大きく２点あったかと思います。１点は、

わけないで一括した発注が可能ではないのかと。またわけるにあたってもですね、随契と
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いう部分も方法はないかというご指摘だったと思います。１点目につきましては、わける

ことによっての支障ということについては、こちらの押さえとしては、進め方としては支

障がないということで判断をさせていただいた工程を組まさせていただいたということで

ご理解いただきたいと思います。 
 また随契ということについては、そういったご指摘をいただくということは、想定して

おりませんでしたので、通常の入札という部分の形での契約行為に至りたいなと思ってい

たものでございますから、こういった形でお示しさせていただいた工程でございます。 
 また、もう１点はですね、耐震改修と防災改修、確かに一括での 3,300 万という予算の

中での一括という部分の発注ということも確かに考えられる範囲でございますけれども、

このことにつきましては、緊急防災債というのが先ほどもご説明申し上げましたとおり、

25 年度における新たに創設された起債ということで、またその財源も限られるということ

の中であって、このことが緊急防災債の耐震については、いわゆる適応起債事業になって

いくだろうと、ただ防災改修につきましては、その内容によっては、どの程度までという

のがまだ詳細にわたっては、こちらに届いていない部分もございますので、先ほどの概要

に示していましたとおりですね、危険箇所の整備とそれから防災拠点施設との機能維持保

全ということについての対応が、この緊急防災債の対象になっていくだろうということで

とらえているところでございます。 
 このことについては、８月の同意等の予定額通知の中である程度はっきりしてくるだろ

うということもございましたので、これをもって防災にあたりましては、やはり９月の発

注、はっきりした時点での発注を手掛けた中で工事についても進めていきたいという部分

をとらえたところでございます。 
 このことについては、町の実質負担額でもお示ししましたとおり、緊急防災債について

の充当、また交付税措置、それから防災対策債の充当、また交付税措置、これらを加味し

た中で、やはり緊急防災債になり得るように、できるだけ進めてまいりたいという考えも

ございますので、このような、言ってみますと、若干変則的な区分け、施工ということに

なりますけれども、こういったことで進めたくご理解を賜りたいと思います。 
○野村委員長 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 言っていることはわからないわけではないのですけれども、ただ、この設計

業者がですね、もし変わった時とかそういうことの私は話しているので、そういう時はど

うするのですかということなのですよ。 
 まだ設計途中で、今度防災ですから、今度違う設計事務所がとったということになって

もですね、それは全然かかれないのではないかなと思われるのですよね。 
 そういうことで、私は先ほど言ったように、一緒に発注するか、それとも９月のやつは

もう１回発注しているから随契でもいいのではないかということを言っているので、これ

は本当に別々の業者がもしとった場合だったらですね、大変なことだと思いますよ。 
 建築の技術屋さんもいることですけれども、その辺についてどのような考え持っている
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か、お聞きしたいと思います。 
○野村委員長 答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいまのご指摘につきましては、いろいろ施工にかかわって、こうい

ったスケジュールですので、いろいろご心配をされた部分としてご指摘なのかなと、その

随契もご配慮という部分でのご指摘かなと思います。 
 このことにつきましては、別々の発注については、確かにですね、一緒の対応というの

が望ましい、やりやすい部分はあろうかと思います。ただ、かと言ってですね、別々に発

注しても１００％の分としては、非常になり得ないということもございませんので、この

辺については、このようなスケジュールを組ませていただいたということで、１点は、確

かに言われた分としては、やりやすい分もあるでしょうけれども、その辺はそういったご

心配のご指摘ということでは真摯に受け止めていきたいと思っておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 
○野村委員長 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 耐震の発注については、７月ということですぐ発注されると思いますけれど

も、９月の防災改修の発注については、やはり別に随契をしたから悪いとかいいとかとい

う問題じゃないのですよね。随契というものはちゃんとありますから、ですから、理由が

ついてですね、安くできるのであれば、これはその辺よく検討していただいてですね、入

札が本当に妥当なのか、随契がいいのか、その辺今後まだ時間ありますから、検討願えれ

ばと思います。 
○野村委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 安藤委員ご指摘のとおりでありまして、防災と耐震、一致して一本でやれば

いいというのは言われるとおりだろうと思います。ただ、緊急防災債を使うということの

予定がありまして、８月の内示を受けてからでないとできないということもありまして、

この２本でわけてさせていただくということにさせていただいております。 
 今ご指摘のとおり、随契も含めて今後この設計については、検討させていただきたいと

いうふうに思っています。心配していただくとおりだろうと思いますので、それがうまく

できるのかどうかも含めて、これから検討させていただきたいと思います。 
○野村委員長 ほかにご質疑ございませんか。 
 ８番、杉江委員。 
○杉江委員 重なる部分もあると思いますが、耐震とですね、防災、これがセットで認可

になっていくという保障はないのですよね。説明を聞いておりますと。それで、例えば、

耐震は予定の緊急防災債の認可がおりて、８月にはわかってしまうという状況になったと

してもですね、防災対応についてその後セットで事業できるという保障はないということ

のまず確認をね、しておきたいと思うのですよ。一緒になって、セットで議論しています
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けれども、その辺のまず確認。 
 それからもう１点はですね、庁舎耐震改修、耐震補強の工法比較一覧表ありますね。先

ほど説明ありましたけれども、これの二つ載っていますけれども、実施設計に入る段階で

どちらを町としては対応しようとしているのか、経費的な問題、その辺のことの説明はな

かったので、ちょっと追加で説明をお願いしたいと思います。２点お願いします。 
○野村委員長 答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいまのご質問の２点にかかわって、１点目についてですね、起債の

かかわりについてご説明させていただきます。 
 おっしゃるとおり、緊急防災債にかかわりまして、耐震と防災改修がそれぞれその起債

の対応になるのかなという部分の保障という部分のご質問だったことについてはおっしゃ

るとおりだというふうにとらえております。ただ、先ほど申し上げました耐震については、

緊急防災の中ではやりくりをしていくだろうと、ただ、防災については、その内容によっ

てはどの程度までというのがまだわかりえない部分がございますので、仮に防災改修が緊

急防災にあたらないというようなことになりますと、この部分についてはやはりここの参

考にございますとおり、防災対策債、この対応ということも考えなければいけないと。 
 ただ、このことについては、この記載のとおりですね、90％充当、50％交付税措置とい

うことで、55％の負担にもなりますので、これが果たしてどうかということについては、

改めてこの防災改修についてもやはり検討せざるを得ないという部分も出てくるのかなと

とらえているところでございます。 
 いずれにいたしましても、８月中には同意等予定額通知が示されてくる予定となってお

りますので、これを見極めた中でですね、このことについてはさらに検討課題という部分

が残っているということでご理解をいただきたいと思います。 
○野村委員長 施設課長。 
○新川施設課長 ２点目の比較表のどちらの工法かというご質問だと思いますが、これに

つきましても比較検討いろいろしましたが、双方ですね、先ほど説明した中で、執務作業

に支障のないということの中では、できる工法ではございます。実際ですね、音だとか騒

音、振動、それを考えた場合にですね、実務業務を考えた時にですね、こちらの右側のプ

レキャスト、コンクリートを使った外フレーム工法という、こちらの方の形で、工法でや

っていきたいなという考えを持ってございます。 
○野村委員長 費用的な問題は、概算として報告できますか。比較の対照の費用的な問題、

現段階で概算報告できますか。 
 課長補佐。 
○早瀬施設課課長補佐 費用のことについてなのですが、現在、調査はしているのですが、

今のところですね、お答えできることではないのですが、外フレーム工法よりも鉄骨ブレ

ースの方が若干安いというような形であります。 
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○野村委員長 総務課長。 
○鈴木総務課長 先ほどの起債のかかわりでですね、防災対策債の説明をさせていただき

ましたけれども、防災改修にかかわった緊急防災債が予定額通知というか、同意が得られ

ないという状況になった場合につきましては、その防災対策債とも合わせてですね、なり

得るかどうか、これは財政運用かかわりますので、これらについては改めて調査というこ

とでなしていただきたいなというふうに思ってとらえているところでございますことをつ

け加えさせていただきたいと思います。 
○野村委員長 ８番、杉江委員。 
○杉江委員 １点目ですが、防災対策債の方の対応となった時に、ここに参考として出て

いるのは、７億 200 万の数字で試算していますよね。しかし、耐震の方で示されているよ

うに、耐震の方は緊急防災債を利用できたと、防災の方は対象にならなかったらこっちで

利用するって、ここではね、参考資料としては７億というものを全体で計算していますけ

ど、わけて対応するということも可能なのでしょう。それちょっと確認します。 
○野村委員長 答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 まず１点は、ただいまのご質問にかかわりましては、事務的には可能で

ございます。ただ１点は、現在のところ、緊急防災債にかかわった中での協議、いわゆる

借り入れにかかわります計画を提出してございますので、防災債にかかわっては、本年度

についてはやはり時期的には無理でございまして、来年以降という形になり得るものがま

ず第一点です。また、そのかかわりを持ちまして、おっしゃるとおりですね、例えば、こ

この表にありますとおり、防災改修にかかわっては３億 4,680 万と概算予算を持った中身

になっています。これにかかわってどうなんだというようなご指摘だと思います。 
 このことにつきましても、財政的な負担等々ですね、改めて試算というものを考えなけ

ればいけませんので、このことについては改めて調査ということで、これにかかわってど

うのこうのという現在の中では防災債にかかわっては、でき得ないのかなと。これは来年

度以降の課題ということの中で、とらえているということでご理解いただきたいと思いま

す。 
○野村委員長 必要的に分割して、前段が該当になるよ、後段はという形の費用の負担、

そういう質問ですので、トータルでなくて、分割した場合の対応についてはどう考えてい

るかということです。答弁願います。 
○鈴木総務課長 すいませんでした。言葉足らずで申しわけございません。前段にお話し

ましたとおり、防災対策債については、事務的にはわけては可能な範囲です。ただ、防災

対策債のいわゆる借り入れにかかわります計画の申請については、もう時期が終わってご

ざいますので、それは来年度からということになりますので、今の時点での両方をわけて

同時にということはでき得ないということで、ご理解をまず１点いただきたいと思います。 
 また、仮に防災債が改修がつかないということであれば、今言ったように、来年度回し
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ということになりまして、来年度の対応ということにまず事務処理上はそういう形になっ

ていくのかなと。ただ、その時には、改めて財政的な負担等々がございますので、試算の

し直しということで、現在のところ、これを持ちまして防災対策と並行した中でというこ

とについては、現在の所難しいというふうなことで考えているということで、ご理解いた

だきたいと思います。 
○野村委員長 ８番、杉江委員。 
○杉江委員 ただいまの説明にあったとおりだと思うのですね。私たちもですね、3,300
万の実施設計、補正を認めた以上は、できることならセットでやっていけるのが一番いい

というふうに私は考えるのです。 
 しかし、今までの説明の中でも全部がね、全国から希望があって、4,450 億の中で浦幌

町が両方当たるかどうかわからないというのは、当然懸念される部分ですから、ですから

私の考えですけれども、3,300 万を実施設計認めた以上、やっぱりその実施設計費を無駄

にするわけにはいかないですよね。有効に使わなければならないという中で、そういう心

配も分割してでも 25 年度中に緊急のこの債務、利用できなくてもですね、継続して年度

継続してでもね、設計したものについて実施していけるような道があるのかどうかという

ことを確認しておかないと、さあこっちは設計費 3,300 万かけましたけれども、片方の部

分は、もうやめましょうとかね、そういう議論もするのかどうかということも、私たちも

ね、心して置かなければならないわけですね。ですから、確認をしているのですね。 
 それで２点目の施工費の関係ですが、現状でどう見ても、表記では、右側のプレキャス

トコンクリートの方が有利なように書かれていますよね。金額書いてなければ、絶対こっ

ちがいいなと思うように書かれているのではないかと、私は思うのです。 
 しかし、これだけの金額でやるのだからですね、やはりそれこそ少しの何百万の金額の

違いでケチった施工をしない方が私はいいと思うので、十分検討しながらそれは設計やっ

ていただけたらいいなというふうに思います。 
○野村委員長 答弁願います。 
 最初の今後の進め方について、町長。 
○水澤町長 まず最初に、杉江委員が言われた設計の関係ですけれども、耐震と防災、別々

に設計を委託していくということでありますから、まず耐震の方については予算とらせて

いただいた 3,300 万のうち、その耐震の設計については委託をしていくと、それでなけれ

ば期間的に間に合わないということもありまして、即指名で委託をしていくと。 
 防災の方については、先ほどから言っているように、緊急防災債が確定した段階で指名

をしていくということで、二つにわかれるということでありますから、設計自体、わかれ

るということです。 
 緊急防災債がつかない場合については、防災の方の事業については考えていかなければ

ならないということです。絶対やるということではなくて、つかない場合については、こ

れは緊急防災債、一番有利な起債がつかないということになりますから、これについては



- 18 - 
 

別な起債を考えてやるのか、この防災については改めて中身を見ながらやるべきところは

やる、やらないところはやらないという仕分けをしなければならないのではないかという

ふうに思っているものですから、あくまでも防災はやらなければ当然設計費用もかからな

いということです。 
 3,300 万全部全てを一括で発注するというわけではありませんので、あくまでもやった

場合については、起債がついた場合については、発注をしていくということになると思い

ます。 
○野村委員長 ２点目。費用の負担について。施設課長。 
○新川施設課長 ２点目の費用の関係含めてということなのですが、費用につきましては、

正式な金額は出してはございません。ですが、左側の鉄骨ブレースの方が外フレーム工法

よりも若干安くなると思います。ただ、ちょっと先ほどもご説明の中で、執務業務という

か、実際の業務している中ですので、耐震に耐えうるというのはどちらも同じなのですが、

ただ、そういう業務をやりながらということを考えた場合にですね、やはり外フレーム工

法、多少金額は高くなるということではございますが、こちらの形でやっていきたいと思

っております。 
○野村委員長 ８番、杉江委員。 
○杉江委員 もう一回確認します。防災補修の方は、先の耐震の申請上げた時点で、一緒

にできるかどうかわかるということですか。防災の方の実施設計は一緒に上げなくてもわ

かるという、今、町長の説明だとそんなふうに私理解しましたけれど、そういう意味です

か。 
 町長の説明だと、私そういうふうに理解したのですが、それぞれ実施設計をあげて、決

まるのですか。それちょっとはっきりしてください。私何回も聞いていますけど、はっき

りしない部分なので、何回も聞いています。 
○野村委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 耐震と防災、二つあります。耐震の方については、実施設計についてもう既

に発注するということで決まっています。防災については、緊急防災債が確定した、つい

たという段階で発注するということです。ですから、別に同時に発注ということじゃなく

て、指名ということじゃなくて、防災債って防災事業の方、防災事業については緊急防災

債がついた段階で、８月段階で発注していくということです。 
 防災事業の方ですね、耐震事業の方は、もう既に発注していると、スケジュール的にも

間に合いませんので、ただ、防災事業については、緊急防災債が確定して、確定というか、

内示をもらった段階で発注していくと。 
 ８月過ぎてということになります。だから二つにわかれるということです。実施設計自

体が。 
○野村委員長 ８番、杉江委員。 
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○杉江委員 実施設計は、両方ともあげるのですね。実施設計というのは、そうでないの

ですか。 
○野村委員長 違う。 
○杉江委員 防災債が決まれば、防災補修も一緒にやれるという意味ですか。そういう意

味ですか。 
○水澤町長 緊急防災債がついたら・・・ 
○杉江委員 ついたら、両方一緒にやれるという意味ですか。わかりました。 
○野村委員長 内容的に理解できましたですか。ほかに質疑ございませんか。 
 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 ちょっと私も今の関係、起債の関係ですね、ちょっとわかりづらいのですが、

これは防災改修で３億 2,230 万かかると、それの中の緊急防災債がこの３億 2,200 万にか

かるものでなくて、この緊急防災債がつけば、この耐震改修と防災改修両方にこの緊急防

災債というのがつくんだよということなのですか。 
○野村委員長 いいですか。金額的な問題とスケジュールがあって、起債対象二つありま

すけれども、その辺きちっと説明してください。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 いま一度Ａ３のスケジュール表、工程表を見ていただきたいと思います。

この表題にありますとおり、庁舎耐震改修と防災改修整備工程、予定ですけれども、この

両区分の整備工事を行う場合の予定として付しておりますけれども、耐震改修及び防災改

修とも両方とも緊急防災債を財源に充当する場合を想定しての工程表だということで、ま

ず一点ご理解いただきたいと思います。 
 参考までに、合計額を申しますと、実施設計から工事・監理、すべてを合計しますと、

７億 210 万円、これはほとんど概算と申しますか、実施設計費については、補正のご議決

をいただきましたので、この予算額でございます。 
 ただ、工事・監理につきましては、概算との予算でございまして、これら合わせますと、

７億 210 万円というふうにとらえております。この７億 210 万円につきましては、横に付

しておりますけれども、耐震改修、実施設計と工事・監理を合計しますと３億 3,830 万、

防災改修につきましては、同じく実施設計と工事・監理を合計しますと３億 6,380 万円で、

合計すると同じく７億 210万円という両改修については区分ごとの概算予算額はこのよう

になるというものであります。 
 この７億 210 万円に対して、どのような財政措置ということが両方とも緊急防災債を充

当するということを念頭に置いていますので、これが米印下段にありますとおり、緊急防

災債を充当されますと、町の実質負担が事業費に対して 30％ということで、その２億 1,063
万円になる試算としているものでございます。 
 これが同じような防災にかかわります起債がありますけれども、これが防災対策債とい

うのがありまして、ここに書いてありますとおり、条件としては町の実質負担が事業費に
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対して 55％の負担になるということで、この金額を示したものでございます。 
 あくまで、両区分とも緊急防災債が財源に充当することを想定した中での財源措置とい

うことで、冒頭にご説明させていただいたとおりのものでございますので、現在のところ、

はっきりするのが例年ですと、８月中には起債の同意等予定額通知、同意をする予定とい

う額の通知が８月中に示されてきますので、この中ではっきりはしてくるだろうと。 
 特に、防災改修にかかわりましては、はっきりしてくる部分が明らかな部分が、この時

点であるということに、とらえているところでございまして、これら含めた中での防災改

修の実施設計を９月と、最終的な工事については３月の発注ということでの工程を組ませ

ていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 
 以上です。 
○野村委員長 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 そうすると、７億 210 万というのが今年度の緊急防災債ということですね。

この下の参考というのは、今年のものじゃないけれども、来年に向けて、もしつかなかっ

たらこういうのもあるよということで書いたということですよね。違うの。 
 今年は、この防災対策債というのがね、今年は締め切って駄目だっていう話なんでしょ。

来年度以降ですよということだと思うのですが。違うのですか。 
○野村委員長 総務課長。 
○鈴木総務課長 おっしゃる向きもわかるのですけれども、まず１点は、緊急防災債とい

うのがどういう内容のものかと、防災対策債というのがどういうものの内容かということ

について、ご理解いただくべくこのような説明書きにさせていただきました。 
 町としては、やはり有利なものを財政運用上、緊急防災債を何とか使っていきたいとい

うことの部分として、全体の工事について、７億 210 万円がすべて緊急防災債になるかと

いうことを望みながら、こういう形で組ませていただいたということでご理解を１点いた

だきたいと思います。 
 防災改修につきましては、いまご指摘、先ほどのご質問にお答えさせていただいたとお

り、起債そのものの計画の申請がもう終わってございますので、仮に防災債を使うという

ことになれば、来年以降の課題だということでなっているということで、事務的にはそう

いう処理が課題であるということで、ご理解をいただきたいと思います。 
○野村委員長 ご理解いただけましたか。 
 委員の皆さん、予算措置を大前提に事業を進めているということで、それが起債該当に

ならなければという条件での説明も含まさっているということを一つ整理して、ご理解い

ただきたいと思いますけれども、 
 ほかにご質疑ございませんか。 
 町長。 
○水澤町長 大体ご理解いただいたと思うのですけれども、一つ、委員の皆さんしっくり

いかないのは、耐震と防災を二つにわけて、耐震はもう発注しているじゃないかと、もう
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起債つかないうちに。それなのに、防災だけ９月というのはおかしいんじゃないかという

考えもあるのではないかと思います。そこで、つじつまが合わないというか、あるのです

けれども、私どもとしては、耐震についての緊急防災債の申請をして、これでやりたいと

いう考えを持っています。ただ、それつく前に、もう実施設計はしていきたいというのは、

耐震についてはもしこの緊急防災債つかなくても、何とかこれはやっていきたいなという

考えの中で、先に発注をさせていただいたということです。 
 防災改修の方については、緊急防災債がつかない場合については、本当に必要最低限の

ものだけやるのか、まったくやらないのか、それとも全部やっていくのか、これは検討さ

せていただきたいと。それで実施設計については９月に行っていきたいということなもの

ですから、その辺がちょっと同じ実施設計をしていく中で、ずれているということもご理

解いただきたい。 
○野村委員長 よろしいですか。ご理解いただけましたか。 
 ほかにご質疑ございませんか。 
 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 この庁舎の防災改修施工計画概要の中でですね、バリアフリーの関係で洋式

トイレぐらいかなと思うのですよね。今回、耐震の関係でプレキャストの工法でやるとい

うことは、基礎を打つということなんで、でき得ればですね、西玄関の方の今プロパンあ

る所かな、あそこにも一つ基礎を打ってですね、エレベーターをつけていただければ、弱

者と言いますか、身障の方々も含めてですね、バリアフリー化できるのではないかと、そ

う私は思うのですけれども、それとあと今後、細かいこと、いろいろまた特別委員会開か

れるんだろうと思いますけれども、今のここの階段室の上の塔屋ですね、必要ないのであ

れば解体してですね、危険なものは取り除くということも含めてですね、よく検討願えれ

ばと思いますけれども。 
○野村委員長 その案件につきましては、いますぐ答弁できないと思いますけれども、考

え方として、ただいま出ましたバリアフリー、また不要な施設の撤去という考え方につい

ては、現段階ではどのような考えか答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 まず構造的なことは私も所管外と申しますか、専門でありませんのでお

答えできないのですけれども、ただいまのご質問がございました、エレベーターの設置、

また搭屋の撤去といった部分についてですね、こちらの今現状の部分から含めてお話をさ

せていただきたいと思います。 
 まずエレベーターでございますけれども、委員ご存じのとおり、平成 17 年からだった

と思いますけれども、西側にございますダムウェーターと称しております物資、物を運ぶ

エレベーター、小さいエレベーターございます。地下１階から３階まで、上げるものでご

ざいますけれども、このことについては、やはり経費の負担等々の中で、平成 17 年から

その使用を廃止してございます。現在も使ってございません。 
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 当然、メンテナンスの費用もかかりますし、そういった部分を含めて現在も使用してお

りません。このことは、職員については、周知がされた中で、現状についてはやはり不便

なく使っていると、そのことについては対応しているということが一点と、また身障者に

かかわります対応ということの中で、エレベーターはという部分がございました。 
 ただ、このことにつきましては、いわゆる緊急防災債にかかわります、その趣旨からし

て、エレベーターについて防災拠点としては、やはり非常に厳しいなというふうにとらえ

ておりますし、また対象になり得ないということでの判断をしてございます。 
 また仮にこれを進めるとなると、すべて町単独の予算と、メンテナンスも全部含めてで

すね、そういう形になっていくのかなというふうにとらえております。仮に身障者の方々

が不便なく上り下りするということにつきましては、公民館等の中でも階段の対応等これ

からも課題としてありますけれども、そういったことと、また合わせて、場合によっては、

職員の対応として、上り下りに何とかお手伝いをさせていただくということも職員が人的

なこととしてのことも含めて、今後検討させていただきたいなという部分もございますし、

また、特にですね、いろいろな部分の機械は身障者の方々に対してもですね、そういった

配慮もさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 
 また、塔屋にかかわりましては、現在、構造的なことは別にしまして、現在、塔屋を利

用している部分が実はございまして、これは地デジの光ファイバケーブルの敷設の時もお

話させていただきましたけれども、役場庁舎の一番高い所にギャップフィラーというアン

テナをつけさせていただいて、それを市街の皆さんに中継局としてお使いになれるように

整備を図ってきたということも、説明をしてきた経過があります。 
 その搭屋の高さが非常に重要なものでございまして、この高さがとれないと、また別な

手立てが必要になるという部分もございますので、これらも総合的なことを考えた中では、

その高さが必要かなというふうにとらえておりますので、このことについてはご理解いた

だきたいと思います。 
 また専門的なことについては、お願いします。 
○野村委員長 施設課長。 
○新川施設課長 総務課長が申しましたが、補足的にですね、耐震補強の関係なのですけ

れども、塔屋につきましては、危険というか、耐震補修はないということで耐震補強は一

部しますが、ただ取り除くほど危険ではないと、そういうのは必要ないという診断結果が

出ているのと、あと取り除くとしたらですね、その周辺の改修関係も出てくるということ

で、またこれ料金的にもですね、金額がかさむということでございますので、最低限の改

修ということにいたしますので、そこの部分については取り除かないで耐震補強というこ

とにしたいと思います。 
○野村委員長 よろしいですか。 
 ほかに質疑ございませんか。 
 10 番、阿部委員。 
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○阿部委員 今現在、総務課長、施設課長から言われた件に関してなのですけれども、や

はりこれからこの耐震、防災設計、それから施設をそういうふうにした限りには、30 年ぐ

らいは恐らく使われるだろうと思います。今後、やっぱり設計段階においてですね、多少

お金はかかると思いますけれども、このことについては、真摯的に踏み込んでやっぱり相

談をして、設計に組み込んで私はいただきたいと思います。 
 決して若いものだけが庁舎を利用するのではない、ということは、先ほど同僚委員の方

から本当はもっと言いたかったんだろうと思いますけれども、言わなかったことについて

やはりあると思いますね。 
 そういうことで、改めてまたそのことをやるぞということになりますと、更なる経費が

かかると思います。町の単独の予算でやらなければならないというのはわかりますけれど

も、その辺やっぱり今回こういう機会をね、せっかく補強という形も入るわけでございま

すので、改めてではないのですけれども、ちょっとその辺をもうちょっと考慮するお言葉

がいただきたいなと思ったのでありますが、いかがでしょうか。 
○野村委員長 庁舎改築に伴う改善、バリアフリー化も含めた形の改善についての考え方

についてはどうかということでございますけど、答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 そういった施設整備という部分については、そういう観点も確かにあろ

うかと思います。ただ、今回のご提示につきましては、庁舎の防災改修ということで、最

初の説明資料の役場庁舎耐震改修及び概要にも付してございますけれども、その際にご説

明させていただきましたとおり、躯体の耐震改修補強工事と危険箇所の整備及び防災拠点

としての機能維持保全ということで、あくまで維持保全という部分の対応と、これがいわ

ゆる起債対象となり得る分ということでとらえていますので、今般についてはそういった

形での整理ということの観点を持ってございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
○野村委員長 ３番、安藤委員。 
○安藤委員 何か今の話じゃ、ただこの建物を維持していくというだけの話みたいなこと

を言っているのですがね、そういう問題ではないのではないかと。公共施設というのは、

どこでもですね、確認申請とる時でも何でもハートビル法というのがあってですね、全部

それをクリアしなかったら建物建てられないのですよね。 
 今回の耐震のやつもですね、たぶん確認申請か許可かなんか必要になると思います。そ

れは十勝総合振興局、そちらの方に申請されると思いますけれども、やはりそういう面で

ですね、その中身をやっぱり精査していくというのが一番必要でないかなと、私はそう思

いますけど。 
 どうしても、維持だけするということであればですね、先ほどのブレース工法の金額の

少ないやつでやるべきでないかと、私はそう思います。 
○野村委員長 ただいま、阿部委員、安藤委員の質問については、耐震改修という問題と

もう少し別問題の庁舎機能の問題、改善という、費用的な負担をかけて改修するならばと
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いう発想、その通りですけれども、その辺についての考え方よく理解できますけれども、

今の考え方についての答弁はできますか。 
 せっかくやるのですから、耐震、防災について改修やるのですけれども、それに伴った

長寿命化というか、合わせてバリアフリー含めたいろいろな考え方についての問い合わせ

だと思うのですけれども。 
 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 今回の役場庁舎の耐震、防災改修調査特別委員会という中で、私どもがこ

れまで耐震化、防災改修という意味で考えてきましたのは、あくまでも先ほどからお話し

ているように、庁舎の耐震化と防災にかかわる改修ということで金額をはじきながら７億

なんぼという金額を出して、なおかつその金額を今緊急防災対策債という起債のですね、

当初要望ということであげているということでありまして、先ほどから出ているエレベー

ターとバリアフリーの関係等についてはですね、そこまでの内容でここまで検討してきて

実はおりません。 
 実際、今この特別委員会については、耐震化、防災改修という中での調査、特別委員会

かなということで、そういう形で私どもですね、考えながらやってきておりまして、今い

ろいろとご提案のある内容については、この調査特別委員会の中で議論すべきことなのか、

またまったく別にですね、これはまたお金のかかる、財源のかかる問題でありまして、そ

れについては今後どうしていくかということではないかなというふうに思っておりまして、

あくまでも７億円という一つの枠の中で考えているのは、いろいろとご提案のある内容に

ついては入っておりませんので、今の段階ではここではそれについてはお答えできないと

いう状況であります。 
 ただ、いろいろとそれ以外の部分について、議会としてどうしてもそういうことについ

て何とかしてほしいんだということであれば、別途またその辺については違う形での協議

ということになってくるのかなというふうに思っております。 
 あと、その比較検討の工法の関係でありまして、詳しい金額は出ていないということで

ありますけれども、問題は、この庁舎をですね、事務を継続しながらどういうふうに改修

していくかというところも含めまして、一応私ども検討させていただきました。 
 そういう中で、ブレース工法鉄骨を組んでやるといった場合に、ここの中では執務補強

の可否ということで、両方とも「可」と書いていますので、ちょっと勘違いされたかなと

思うのですけど、ただブレース工法によりますと、かなりの音ですとか、工法の中で日数

もかかるということで、非常にそういった中で、執務をやりながらというのは非常に難し

いのではないかという話を聞いておりまして、そういう中では、外付けのフレーム工法が

最も今回有効な工法ではないかということで考えながら、総合評価で丸をつけたという内

容であります。 
 金額の関係についてはですね、非常に今出すのが計算の中で難しいということでありま
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すけど、一般的にはやっぱり執務をやりながらやる場合は、外付けのフレーム工法がいい

のではないかということで聞いております。 
 以上でございます。 
○野村委員長 ただいま、副町長から説明しました。この委員会の趣旨、庁舎の耐震、そ

れから及び防災ということの特別委員会設置でございまして、いろいろなご意見出ました。

これについては、別な観点から別な機会、これは庁舎改築ということの関連しております

けれども、あくまでも今回特別委員会は、提案されております耐震、防災これについての

論議でございますので、また別な機会、また別な政務活動の中での活躍をお願いしたいと

思います。 
 ほかに何かご質疑ございませんか。 
 ２番、差間委員。 
○差間委員 今、委員長のお言葉ですけれども、私あえてもう一言つけ加えさせていただ

きます。この庁舎の改修に関しましては、６月の議会からこの設計の予算が出てからです

ね、私たちのところにもいよいよ庁舎始まるんだなという意見が町民からの話もたくさん

きております。 
 それについてですね、町はどういうふうに町民にこれから説明していくのかと思って、

実は町の広報などを通じて随分読んではいたのですけれども、私、この７月号で初めて役

場庁舎耐震診断の結果ということで出てきまして、やっぱりほっとしているのですよ。 
 これをもって町民はね、いよいよ実現していくのか、この思いというのは一層強くなっ

ていくと思います。そうするとですね、やっぱりせっかく改修するのだからということで、

町民の意見もどんどん出てくると思うのですよ。現在の時点でも一体どうなっているんだ

という声がやっぱりたくさん来ております。 
 いろいろな公共施設が全部対応が終わった時点で、役場いざ災害が起こった時に本部と

して機能するのかという、こういう意見も出ております。 
 そうするとですね、やっぱりそれと同時にせっかく改修するならということで、いろい

ろな意見が町民からも出てくることが予想されます。町は、いろいろな町民がですね、町

政に対してどういう思いで見ているかということで、ずっと町民の意見を広報を通じて今

までも発表してきましたし、これは町は私たちと一緒に動いているなという思いが本当に

強くなってきていると思います。 
 ですから、この特別委員会がですね、今後、どういうふうに開かれていくのか、これで

終わりなのかも含めて、そういったことも含めてですね、ちょっとここで考え方というの

ですか、私たちも庁舎がいよいよ始まるのかという思いで今いっぱいなのですけれども、

それについてちょっと説明いただきたいと思います。 
○野村委員長 それでは、最初に特別委員会の今後の開催についてですけれども、先ほど

総務課長をして説明いたしましたように、今後、実施設計の内容、結果、また８月におけ

る国の起債の該当、その他いろいろな形で対応が出てきた段階で、その前だと思いますけ
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れども、特別委員会の開催は考えているところでございます。それが何回になるのかいつ

になるのかは、また改めて皆さんに周知いたします。 
 町民に対する耐震の庁舎改修に伴う町民意識についての周知度というか、その辺につい

ての行政の考え方について、答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 今後の耐震の内容、防災改修の内容について、どのような町民の声が反

映されるのかという意味合いの質問だったかと思います。このことにつきまして、先ほど

財政の運用、財源措置という部分の中で、緊急防災債が平成 25 年度に新たに創設をされ

たと。そして、これが 25 年度限りというふうに言われているという内容のものと説明さ

せていただきました。 
 また、その財源につきましては、地方公務員の給与削減分の対応としての財源をなしえ

て、4,550 億円というものになっているということも説明させていただきました。通常の

起債措置でありますと、例えば過疎債ですとか、今年も来年もあるようなものについては、

計画を持ってですね、その財源措置、また計画内容についても計画を進めた中で年次計画

等を含めた中で進めていくべき、またそういう環境にあるという状況にあります。 
 ただ、緊急防災債につきましては、今年度限りということの新たな措置をされたもので

すから、やはりこれは今年度しかチャンスがないというふうなことではとらえております。

この中で、非常に時間的にもタイトだと、またもう１点は、緊急防災という起債の対応上

の中では、やはり耐震補強と防災施設の拠点としての防災改修と、機能維持保全と、この

ことにやはりなり得るということのとらえ方からですね、今回、このような形に至ったと

いうことで、新たな別な改修についてはですね、この中ではやはり時間的にも厳しいとい

う部分がありましたので、このことについては、ご理解を賜りたいと思います。 
 また、先ほど来、副町長からもお話ありましたとおり、今後の分としての部分でどのよ

うな形になっていくかについては、また別なこととしてとらえていきたいと思っておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 
○野村委員長 よろしいですか。 
 ほかに質疑はございませんか。 
 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。 
 ここでお諮りいたします。 
 本日の会議は、この程度にとどめ終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
○野村委員長 異議なしと認めます。 
 よって、本日の委員会、この会議は、これをもって終了いたします。 
 なお、次回の開催については、改めてご連絡を申し上げます。本日は、どうもご苦労様

でした。 
閉議 午後 ０時０５分 


