第４回津別町庁舎等建設審議会議事録（要点筆記）

【別紙－１】

※個人名を削ったものを公開いたします。

１ 開会及び会長あいさつ
会長よりあいさつ

ければと思います。
また、質問ですが作業部会にはどのよう
な職制の方がいるのでしょうか。

２ 確認事項
（１）第２回審議会議事録の内容について

○事務局長 作業部会については主査・主
任クラスの職員で構成されております。

事務局員より別紙－１により説明。
○委員 別紙－７の要望の部分について
は、後のところで再度議論させていただき
ます。

○会長 よろしいでしょうか。
【了承】

○会長
２ 確認事項
（２）第３回審議会議事録の内容について

【了承】

事務局員より別紙－２により説明。

２ 確認事項
（３）審議結果に基づく基本構想・基本計
画（案）への反映内容について

○委員 「導線」は「動線」が正しいかと
思います。３Ｐの「具体体的」は「具体的」
が正しいかと思います。

事務局員より別紙－３により説明。

○事務局長 ご意見いただいた部分は修
正させていただきます。

○委員 ４１Ｐの人口減少の部分は、前
回・前々回に働く場所があって、北見、美
幌から通っており津別に住む可能性があ
るということいいましたが、反映した内容
としては、３９Ｐから４１Ｐへ一部移した
だけのようなのですが、どうでしょうか。

○委員 確認なのですが、２６日に検討部
会を開催するとありますが、開催されたの
でしょうか。また、部会長は審議会に出席
しないのでしょうか。
○事務局長

よろしいでしょうか。

○事務局員 前回のご意見で、深い人口分
析ができていなければ、人口減少は課題、

検討部会は２６日に開催し

ております。部会長の出席については、現
段階では考えておりませんが、１１月以降
基本設計の議論の中での出席は、内部検討
したいと考えております。

というくらいの記載でよいという認識で
おりましたので、今言われた部分も総括し
て「人口減少は深刻な問題」という記載で
まとめております。

○委員 要望なのですが、基本構想・基本
計画の３２Ｐの部分については、前回の審
議会で提出された別紙－７の資料により、
町民の方に分かりやすく提示していただ

○委員 津別町の特徴として、他の町のよ
うに働く場所がなくて、若者が流出してい
るということではなくて、北見、美幌から
通って働いている状況があります。こうい
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った特徴を分析して記載したほうがよい

臨時職員等が１名になるかと思います。

のでは、という意見でした。

平成３０年４月１日現在と明記し、人数
等精査していただければと思います。

○事務局長 前回の審議会で委員の意見
を追記するという方向でしたので、そのよ
うに進めさせていただきます。

○事務局長 ご指摘あった部分について
は、修正させていただきます。

○委員 １７Ｐでセキュリティーの考え
が記載させていますが、サーバー室は何階
になる予定でしょうか。
今の庁舎は、来訪者が執務内にも自由に

○会長 今は確認事項なので、その他の部
分は後で議論していただければと思いま
す。よろしいでしょうか。

入れるような状況であるが、新庁舎ではど
のように考えているのでしょうか。
１８Ｐの駐車場の関係については、来庁
者用の台数、公用車用の台数、職員用の台
数を具体的に見せていく必要があるかと
思います。
会議室のＩＣＴ化については考えてい
るのでしょうか。
２０Ｐの住民協働の部分でＡＴＭコー
ナーについては考えているのでしょうか。

【了承】
３ 協議事項
（１）基本設計の発注に係る要求水準につ
いて
事務局次長より別紙－４にて説明。
○委員 要求水準の議会機能の 410 ㎡は
基本構想・基本計画にある 350 ㎡と異な

２１Ｐの省エネルギーの導入について
は、使用量が見えるような庁舎にするとい
ったことは検討されているのでしょうか。
災害ボランティアセンター機能につい
ては、大事かと思いますので、この計画に
記載をしていただければと思います。
２５Ｐの新庁舎に入る人数はいつ現在
のものでしょうか。

りますがなぜでしょうか。
○事務局次長 併用施設の部分もあるた
め、要求水準の中で数字を減らすこともで
きますが、350 ㎡は目安の数字ということ
でご理解いただければと思います。
○委員 基本的に 350 ㎡の基準を守って
できるだけ縮小方向で進めてください。委
員会室と会議室は併用で検討してくださ

事務局員 ２５Ｐの人数については、平成
３０年４月１日の数字として記載してお
ります。

い。

事務局次長 会計課の臨時職員には、北見
信金の派出の方も人数に入っております。

○議会事務局長 例として、初議会であれ
ば、議会開催中に両委員会を同時開催する
こともあります。そういった場合には、会
議室が足りなくなるので、別にしていると
いうことでご理解いただければと思いま
す。

委員

○委員

委員 会計課の臨時職員は２名なのでし
ょうか。

それであれば、常勤職員が３名で、
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議員控え室等もあり併用もでき

ると思います。350 ㎡という基準の中で検

とはできないのでしょうか。

討いただければと思います。

建設課の水道、住宅グループは転出・転
入に関係があるので、ワンストップサービ
スについてどう検討したのか教えてくだ
さい。また、ワンストップサービスに向け
て機構改革の検討をする必要があるのか
と思いますがどうお考えでしょうか。
健康福祉センターについては、どれくら
い議論されて面積を決めたのか教えてく
ださい。

○会長 他の方のご意見はありませんか。
○委員 350 ㎡という数字が出ているの
で町民の方もその面積で立つと思うので、
その数字にあわせたほうが理解を得られ
るのかと思います。
○委員

議員の皆さんも今後の厳しい財

政状況は理解されているかとおもいます
ので、併用する等の工夫してもらうことに
はご理解いただけるのかと思います。

○会長 設計を出すにあたっては、委員か
ら言われたようなところが決まっていな
いとできないものなのでしょうか。

○事務局長 今回初めて具体的な要求水
準を提示したところですので、委員さの皆
さんからご意見いただきながら、８月２１
日に議会特別委員会があり、その中でも議
論をしていきたいと思います。次回の審議
会では要求水準を再度審議いただく予定

○事務局次長 委員の意見としては、見や
すいような図で示せないかということで
すが、簡単な図では示せるかと思いますが、
設計の自由度を下げてしまうため、階段、
エレベーターの具体的な位置というとこ
ろまで示すということはまずしないです

ですので、今回の審議会では結論を出すの
ではなく、ご意見をいただき持ち帰り煮詰
めていくということでいかがでしょうか。

○委員 基本パターンとして、どうするの
か、ということです。例えば今の庁舎は細
長い形となっているが、新しい庁舎ではど
ういう構造かというところから検討が必
要なのかと思います。

○委員 グループ、事務分掌、人数がどう
なのかというのがないと、イメージができ
ないのかと思います。
健康福祉センターと社会福祉協議会が
分けて記載されているのですが、同じフロ
アで一緒にやるというイメージなので、記

○委員 この段階で図面にするのは難し
いかと思います。もちろん図面として見た
いのですが、そこまでやってしまうと設計

載の仕方としてどうなのでしょうか。

事務所にお願いする意味がなくなってし
まうと思います。

○事務局次長 人数等の関係は、次にお示
しするときは、分かりやすいように表現し
たいと思います。健康福祉センターの部分
については、一体として整理させていただ
きます。

○委員 プロポーザル出すということは、
設計に自由度を持たして色々な提案をも
らって、その提案に対して議論をしていく
段階がくるのかと思います。この段階でこ
こにこれを置いて、ここをこうして、とい
うことを決めてしまうと、設計の自由度が
かなり狭まってしまいます。必要最低限の

○委員 イメージがうまくできないため
平面のレイアウト案を見せていただくこ
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ことは、要求水準の部分で記載されている

ても、総務課長として必要と考えておりま

のでよいのかと思います。

す。

○委員 例えば入り口はどこにするかと
いうのも決めないでプロポーザルにかけ
るのでしょうか、

○保健福祉課長 健康福祉センターの関
係については、各グループ、社会福祉協議
会にて機能、面積等について協議をしてき
た中で決めております。

○事務局次長 正面玄関についてはある
程度決めていきたいと思います。
○委員

○事務局長 機構改革については、平成２
９年度に議論してきた経過がありますが、

水道と住宅がどの階になるのか

が気になっています。そういった中で作業
部会ではどこまで議論しているのか教え
ていただければと思います。

業務の今後の拡大・縮小の見込みという見
地からは機構の変更は必要ないという検
討結果でした。窓口サービスという視点か
らの機構改革は、今後検討委員会で議論し
て検討していきたいと考えております。

○事務局員 作業部会では検討を進めて
いるところですが、窓口サービスについて
は、構造やレイアウト等が相互に作用して
おり、検討の優先度等定まっていないとこ
ろ、まだ検討中というところです。

○職務代理 エレベーターというのはや
はり必要なのでしょうか。
○事務局次長

○委員 まだ結論に至ってないというこ
とで分かりました。

基本的に２階以上の建物

にはエレベーターをつけるというのが、国
交省の基準になっています。
大きさとしては、９人、１１人、１３人
かというところです。当然、大きさによっ
てコストが変わります。

○委員 庁舎機能のところで連合の代表
として出ているのでお話しますが、現在の
庁舎には、職員組合が使用する部屋がある
のですが、現在の要求水準になく、後から
機能を足すというのも難しいかと思うの
ですが、どうなのでしょうか。

○委員 健康福祉センターを利用する方
は今後増え続けるとおもいますので、重点
的に考えていって欲しいと思います。
また、車イスの方を考えた場合エレベー

○委員 福利厚生の部分については、労使
の関係で決めていただいて、審議会で議論
はしなくてよいのかと思います。

ターについては、どうなるのでしょうか。
○事務局次長 エレベーターについては、
車イスの方が利用するとすれば、１１人用
のものが乗りやすいかと思います。

○事務局長 検討委員会の中で、組合の関
係についても考慮するということで検討
してきた経過があります。職員自主研修、
他の職員との自主的な交流といったもの
が成果としてあがってきたおりますので、
良好な労使関係を継続していく意味とし

○委員 津別町には産婦人科がないので、
センターができたことにより安心して通
常の妊婦健診が受けられるようになるこ
とが最大の希望です。
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○事務局次長
○委員 私は役場の仕事や社会福祉協議
会に関ってないのでどれくらいの広さが
必要なのかピンとこないです。平米数を見
ても分からないので、何平米でどれくらい
といった基準を記載したほうが、一般町民
の方には分かりやすいと思います。
議会については、通年使っているわけで
はないかと思うので、正副議長室といった
部屋が余計に面積を取っているように感
じます。議員の方も毎日議員室にいるわけ

まだ検討をしているとこ

ろであり、皆さまのご意見もお伺いできれ
ばと思います。
○会長 愛林のまちというところでいく
と、基本構想・基本計画の中であまり触れ
られていないように感じます。当麻町のよ
うに庁舎を木造にした町には、木に対する
こだわりがあるように感じます。
木に対するこだわりを設計業者に伝え
なくてよいのかと思います。

ではないので、こんなに豪勢なものがいる
のか疑問に感じました。ただ、普段はこう
いうことで使っています、というような頻
度や利用時間等の説明が記載されていれ
ば、必要性が見えてくるので、そういった
記載をしていただければと思います。

○事務局次長 内装の木質化といったと
ころは要求水準に文言として入れていき
たいと考えております。当麻町では木造で
安く庁舎を建設しているという事例があ
りますので、そういったところを視察しな
がら決めていきたいと思います。

○委員 セキュリティーの手法について
は、要求水準の段階で決まっているのでし
○会長
ょうか。仮にＩＣカード等を導入した場合、
その設計についても設計業者にしてもら
うのでしょうか。

よろしいでしょうか。
【了承】

３ 協議事項
（２）第５回審議会開催の考え方について

○事務局次長 要求水準の中で、どういう
システムを導入するのかというのを一定
程度示す必要があると考えております。

事務局次長より説明

○会長 庁舎を木造にした場合、庁舎の大
きさの関係でいくとどうなるのでしょう
か。

○会長

よろしいでしょうか。

○事務局次長 純粋な木造で 3,000 ㎡を
超えると、準耐火構造を求められるため、
ハードルが高くなります。そうしないため、
木造部分を 2,900 ㎡にするといったこと
が考えられます。

３ 協議事項
（３）基本設計に係る審議日程及び審議の
進め方について

○会長 津別町では実際にどうなるので
しょうか。

○会長

【了承】

事務局次長より説明
よろしいでしょうか。
【了承】
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○住民企画課主幹
４ 議事
議案第１号 津別町庁舎建設基本構想・基
本計画（案）について
議案第２号 審議結果に基づく基本設計
の審議に引き継ぐ事項について

対象とした事業です

が、平成３１年度に、役場庁舎、健康福祉
センター、消防庁舎、一般廃棄物最終処分
場が対象です。平成３４年度は、図書館が
対象です。平成３６年度は、国営農地再編
整備事業の一括償還が対象です。
まちなか再生関連の事業については、ま
だ具体的なものになっておりませんので、
シミュレーションには反映しておりませ
ん。

住民企画課主幹より別紙－５「庁舎建設等
に伴う財政シミュレーション」について説
明
副町長より定員管理の考え方について説
明

○住民企画課長 普通建設事業費につい
ては、今後減らしながら財政運営を進めて
いくということで厳しい想定をしている
ということで、前回もお話しているとおり
です。

保健福祉課長より別紙－６「転出・死亡・
転居・転入時の動線参考図」について説明
○事務局長 前回の審議会でご質問のあ
りました基本設計の予算額は、21,449 千
円です。

○副町長 福祉部門については、増員も含
めた考えを持って臨みたいということで
認識しています。ただ、職員数全体を増や
すということにはなりませんので、その中

○委員 財政シミュレーションについて、
普通建設事業費の数字の多くなっている
部分の対象とした事業について教えてく
ださい。
町民への情報開示のために基金、財政指
標の下に地方債残高の推移を下段に年度
ごとに記載してほしいです。
まちなか再生関連の経費は財政シミュ
レーションの中に入っているのでしょう
か。普通建設事業費については、５億円程

での検討となるかと思います。
○事務局長 実施設計に関する予算額に
ついては、現在具体的にお示しできるもの
はありません。
○委員 実施設計については、随意契約と
のことでしたが、議会で判断することでは
ありますが、会計監査のことを考えた場合
大丈夫なのでしょうか。

度を想定しておりますが、もっと切り込ん
でいくのか、といった財政計画についてど
のようにお考えでしょうか。
今後高齢化の中で、保健福祉課職員の増
が見込まれるのかと思いますが、健康福祉
センターの執務空間のスペース確保とい
うのはどのようにお考えでしょうか。
また、来年度の実施設計にかかる予算額
はどのようになっているのでしょうか。

○事務局次長 珍しい例ではなく、実際に
ある例ですので、問題ないかと思います。
○委員 財政シミュレーションの数値が
前のものと変わりましたが、経常収支比率
には影響はないのでしょうか。
○住民企画課主幹 若干数字が上がって
いますが、比率自体には大きな影響はない
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と考えております。

で盛り込んでしまったほうがすっきりす
るかと思います。

○会長 よろしいでしょうか。続いて、議
案第１号、第２号について審議したいと思
います。

○事務局長 お応えできるか分かりませ
んが、基本設計に引き継ぐ事項については、
項目をひとつひとつ議論していく考えは
なく、検討委員会で吸い上げて、検討した
基本設計をもとに先ほどお示しした１１
項目について審議いただくことを考えて
おります。

事務局次長より別紙－７について説明
○委員 内容について、審議に引き継ぐ事
項、付帯意見という区分により事務局で振
り分けているが、これでは審議会で意見を
出しただけになってしまうので、議論した
意味がないかと思います。

○委員 付帯意見に総合窓口に関するこ
とは、出来てから検討していくものなので
しょうか。基本設計に引き継ぐ事項なのか
と思います

○事務局長 審議会の中で議論いただい
たものを次回の審議会で反映したものを
提示して議論をしてきております。反映さ
れなかった部分についてどのように取扱
うかについてはっきりさせるために、区分
をさせて明示しております。今回の審議会
で取扱いについて議論をしていただけれ

○事務局長 この事項については、審議会
から町長へ答申を受けた後、町長から検討
委員会へ具体的に検討をしていく指示が
出ることも十分考えられます。今後の議論
の中で考え方がまとまり提示されていく

ばと思います。

ものと考えております。

○委員 付帯意見については、細かい意見
ではなく、財政状況についてといった大き
な項目で今後議論をしてほしいといった
形で出すものと考えており、答申書として
は、違和感があります。

○委員 審議会の中で議論して、例えば、
ユニバーサルデザインについて、機能的で
よいものであるといった考えがまとまれ
ば、基本構想・基本計画に反映をすればよ
いのかと思います。
この資料の意見は、文言にして、基本構
想・基本計画にまとめればよいだけかと思
います。

○事務局長 議事録をもとに作文しなが
らまとめたものであります。このような表
現をしてほしいといったご意見いただけ
ればと思います。

官公庁に求める耐震性能についても、こ
のような考えで検討しましたと記載して、
冊子にまとめ、要求水準と合わせて設計業
者に提示するだけとなり分かりやすいか
と思います。
防災拠点施設としての庁舎の考え方、ラ
イフラインや電源の確保どうするか、また、
セキュリティー対策のレベルの考え方、と
いったところも、基本構想・基本計画に考
えを記載する必要があると思います。そう

○委員 ここに書かれている意見等は基
本的に基本構想・基本計画に盛り込んで欲
しいです。議論が必要であれば審議会で議
論します。この意見を盛り込まれるかどう
か不透明なまま、パブリックコメントに入
るという流れは審議会として不完全燃焼
な状態だと思います。盛り込めるならここ
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いったところを記載することで、プロポー

記載してください。

ザルの業者はもっとよい提案がないだろ
うかと考えることができるのかと思いま
す。
会議室のＩＣＴ化、ＡＴＭの設置、エネ
ルギーの考え方も同様と考えます。これら
を審議会で審議する時間はないですし、基
本設計に引き継ぐという考えかもしれま
せんが、基本構想・基本計画に記載する必
要はあるかと思います。

○委員 ここに記載されているものは基
本的に基本構想・基本計画に盛り込んで欲
しいということで話している内容なので、
審議会の委員の中でこれはまずいのでは
ないか、というもの以外は盛り込んでいた
だければと思います。
○委員 基本構想・基本計画に盛り込んで
欲しいということで、今まで提案してきた

○事務局長 反映した内容については、今
までの審議会で提示し、確認している事項
です。付帯意見、基本設計に引き継ぐ事項
について、今回の審議会で議論いただき、
基本構想・基本計画に盛り込むべきという
ことになれば、事務局のほうで整理して修
正をしたいと思います。

ものなので、盛り込むかどうか、という提
案の仕方にも違和感があります。
委員が意見を言うと、事務局長のほうか
ら答弁があり、そこで止まってしまうとい
うのが今までの流れでした。
基本的に出されたものは基本構想・基本
計画に盛り込むということでよいのかと
思います。

○委員 そうであれば、ここに記載されて
いるものは、事務局で整理していただけれ

○事務局長

ばと思います。この審議会ではプラスして
記載する項目がないかを会長の進行で審
議していけばよいかと思います。

審議会で議論したものを基

本構想・基本計画に盛り込み次回の審議会
で確認をしてきております。基本構想・基
本計画に反映されていないものも今回提
示しております。これらの取扱いについて
審議いただくということでお願いいたし
ます。

○会長 それでは、ここに記載されている
以外もので、追記したほうがよいという内
容がございましたら、お願いいたします。

○委員 盛り込むのかどうかという判断
は誰がするのでしょうか。

○委員 ユニバーサルレイアウトの表現
については、「執務室は組織見直し等に柔
軟に対応するため、机のレイアウトを変更
せずに、人と袖机だけの移動だけで済むユ
ニバーサルレイアウトを導入することが
望ましい」といった内容で基本構想・基本
計画の１９Ｐに具体的に記載してくださ
い。
また、同じく１９Ｐの文書管理の部分に
ついては抽象的なので、「文書管理の基準
や運用を見直し、保管・保存文書量の削減
に努める必要があります」といった内容は

○事務局長

審議会です。

○委員 今までの流れとして、委員から案
を出したときに基本設計の中で審議する
という答弁が多く、なぜこの場で審議をし
ないのかという違和感がありました。基本
設計で議論することはどういう部分なの
かということを審議の前に説明をいただ
く必要があったかと思います。
審議会のその場で判断できないものは、
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検討委員会で持ち帰り検討していただい
て、その結果を次回の審議会で報告して、
判断するということでよかったかと思い
ます。基本設計で検討するという流れはど
うなのかと思います。

○委員 基準に当てはめて算定をしてい
くものなので、これはこうなるのかと思い
ますが、職員数をどのようにとらえるかが
大事かと思います。福祉部門を増やす、福
祉の専門職を増やしていくとなると、健康
福祉センターの部分は足りなくなってく
るのかと思います。そうすると、大まかに
福祉部門は今後４人増やす方向です、とい
ったガチガチではない計画を持つといっ
た考えが必要かと思います。

○委員 どちらにせよ、新しい意見があれ
ばこの審議会で出してもらい、事務局で整
理していくことでよいのかと思います。
１８Ｐに具体的な来庁者用の駐車場の
数、公用車用の数、駐輪場の数を表にまと
めて見せる必要があるかと思います。
１９Ｐの部分で会議室のＩＣＴ化を検
討してほしいと思います。
２１Ｐの健康福祉センターの部分では、
ボランティアセンターの機能についての
記述をしていただければと思います。

文書庫についても、今のままでは場所ば
かりとってしまうので、効率よく保管でき
るような手法が必要であり、それに合わせ
て新しい棚が必要になります。そういった
ことを基本構想・基本計画に記載していく
ことが必要だと思います。
また、ＡＴＭについてはどうでしょうか。

○委員 議会機能の関係では、あまり使わ
ないような部屋については、兼用するなど
して縮小するように努めていただければ

○委員 ＡＴＭ一台導入するのは、とても
時間が必要で金融機関との協議も必要と

と思います。職員の執務室の面積を見ると、 なってきますので、難しいかと思います。
本当にこれでやっていけるのか、と思いま
す。そういった中でいくと、面積について
○委員 分かりました。
は、審議会で議論することなのでしょうか。
２１Ｐの再生可能エネルギーの関係に
ついては、イニシャルコスト・ランニング
○会長 例えば、委員から、この部屋は必
コストは基本設計が出た段階で分かるの
要ないのではないかという意見がありま
でしょうか。
したが、実際には使用していて必要である
ということだけれども、兼用する等工夫し
○事務局次長 こちらは、プロポーザルの
て欲しいといったところまで、ここで議論
提案の段階で概算のコストを出させるよ
するのかということ思います。私としては、
議論してもよいかと思いますし、町民に分
かりやすい形で提示するというのも必要
と考えています。
しかしながら、どこまで議論したらよい
のかということかと思います。

うに考えております。
○委員 仮に提案が出てきて、審議会の中
でこれはダメだといった意見が出た場合
はどうなるのでしょうか。
○事務局次長 正当な理由をもっていれ
ば、それは改善しなければならないと思い
ます。

○委員 この面積を見てどの課もこんな
に狭くて大丈夫なのだろうかと思うので
すが、皆さまはどう感じますでしょうか。
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○委員

北海道立総合研究機構との兼ね

いで進めていただければと思います。

合いはどうなっているのでしょうか。

総合案内窓口を入れるか入れないかでレ
イアウト、職員の配置、役場ＯＢの扱いも
変わってくるのかと思います。付帯意見で
はなく、この中で検討していただければと
思います。

○産業振興課参事 北海道立総合研究機
構は相談窓口となっており、他の自治体の
最新事例をもっているので、プロポーザル
で選定された業者との連携ができるよう
に考えております。

○事務局長 ８月２１日に議会の特別委
員会があり、その中で議論し、プロポーザ
ルに進めていきたいと考えております。今
回いただいた意見をもとに案に盛り込み、

○委員 分かりました
○委員 この反映されなかった意見につ
いては、基本構想・基本計画のページ数を
具体的に言わなければならないのでしょ
うか。

文章にしたものを委員の皆様にお送りし
まして、それについて不備等ありましたら、
修正するという形で進めさせていただけ
ればと思います。

○委員 基本的にここにあるものは、事務
局で整理して、基本構想・基本計画に反映
して、冊子となって出されるのかと思いま
す。ここでは、それ以外で追記したほうが
よいというものを意見として出せばよい

○会長
うか。

のかと思います。

議案第３号 審議結果に基づく基 本 構
想・基本計画(案)の答申書の内容について

【了承】

○事務局長 可能な限り基本構想・基本計
画に反映したいと考えておりますが、どう
しても煮詰めきれないものもあるため、検
討しますといった表現等の幅をもたして
いただければと思います。

別紙－８により事務局員より説明
○委員 中間答申という表現にする必要
はないのでしょうか。これだと、最終答申
というように見えます。

○委員 例えばユニバーサルレイアウト
について検討します、といった表現でよい

○委員

のかと思います。
ただ、オープンフロアでユニバーサルレ
イアウトとして基本設計が出たとき、備品
購入費がとても高くなることが想定され
てくるのかと思います。

答申を行い、パブリックコメント

を行い、その意見をまとめて、最終答申を
行うという形ではないでしょうか。
書面としては、最初の一段落だけとなり、
別紙に付帯意見記載されるようになるの
ではないでしょうか。
付帯意見としては、答申の尊重をしてくだ
さい。さらに多くの町民の意見を反映する
ようにしてください。新庁舎の建設につい
ては、極力お金のかからないように進めて
ください。財政が厳しいので、補助金等の

○会長 全ての内容を入れる方向で検討
を進めることとします。
○委員

そのような形でよろしいでしょ

付帯意見についても同様の取扱
10

財源を十分検討してください。といったと
ころが入るのかと思います。
○委員 そういった内容の付帯意見なら
よいかと思います。

以上、第４回津別町庁舎等建設審議会会
議の顛末を記録し、その内容に相違ないこ
とを証するため、ここに署名して議事録と
する。

○事務局長 付帯意見については、文面の
中に入れるか別紙にするか、どうしましょ
うか。
○委員

平成

諮問について別紙のとおり答申

年

月

日

会長

します。という文面があり、別紙で付帯意
見がある。という形がよいかと思います。
○会長 今の意見を基に事務局で整理し、
先ほどと同様に委員に送付し、確認、とい
う形でよろしいでしょうか。また、付帯意
見については、別紙で記載するということ
でよろしいでしょうか。
【了承】

４ 議事
議案第４号 次回審議会の開催日程と審
議内容等について
○事務局長 次回審議会については、９月
１８日の週での開催で検討したいと思い
ます。内容としては、住民意見聴取の結果
をまとめたものを審議会に提出したいと
思います。また、要求水準の内容について
も議論いただければと思います。
○委員長 よろしいでしょうか。
【了承】
～閉会～
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委員
委員
議事録調製者

