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私は諦めていません

議会リポート

初の計画を見直すもの 【問】 上平地区複合
です。それまで検討さ 施設は、見直しとなっ
れてきた、「集う空間」 た新図書館複合施設の
や「市民の皆さまのコ 基本コンセプトを引き
ミュニティの場」といっ 継ぐべきと考えるが如
たコンセプトなども、 何か
取り入れていきたいと （副市長答弁）
考えている。
見直しとなった新図
進捗が遅いと思われる
書館複合施設は、ラン
新図書館
【問】 上平地区複合 ニングコストの算出や、
が如何か
複合施設建設
市民ワークショップ 施設は、市民ワークショッ 市民サービスの内容な
の参加者の再考や、今 プで提言された意見を どが曖昧であったこと
畠山市長は価値判断 年に入ってからの新型 どのように反映するの から、全てのライフサ
だけで、建設工事を中 コロナウイルス感染症 か
イクルコストなどの経
止させました。
の影響により、上平地
市民ワークショップ 費を明確にした上で、
多くの方々が、建設 区複合施設検討委員会 では、上平地区複合施 本市の公共施設マネジ
工事再開を要望してい の進捗に、遅れが生じ 設に付加する市民サー メントと市民ニーズを
たにも関わらず、この ておりますが、令和二 ビスなどについて、広 踏まえ、再検討すべき
二年間、殆ど検討もさ 年度中の基本構想の策 く意見を伺ったもので と考えたことから、畠
れていないことが分か 定を目指し たい。
す。
山市長がその見直しを
りました。
上平地区複合施設では、 指示したものと理解し
各方面に多大な迷惑 【問】 市長の表明し
市民の皆さまに喜んで ています。
を掛けて中止した建設 た計画の見直しとは、 いただける施設とする したがって、それまで
工事の是非を問いたい。 それまで検討されてき ため、市民ワークショッ のコンセプトを全て否
また、頓挫してしまっ たことを、内容を含め プや事業見直しまでに 定したものではなく、
た図書館建設工事を何 白紙に戻すことなのか いただいた、多くのご 取り入れるべき考え方
としても前進させたい
上平地区複合施設は、 意見を参考にしながら、 や方向性は引き続き検
と考えています。
市民の皆さまに活用し 付加すべき市民サービ 討を進めるとともに、
ていただく、図書館分 スを取りまとめていき 基本構想がまとまり次
館機能を持つ複合施設 たいと考えてる。
第、早急に市民に、提
が相応しいと考え、当
示したい。

【問】 見直しを表明
して二年が経過した。
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多目的広場に設置られている看板

「上平地区複合施設建設予
定地の暫定利用」ですが、
広場としての暫定利用につ
いては、建設着工までの利
用を想定していますので、
工事に着手する前年度まで
の利用となります。

【問】 暫定利用は、い
つまで続くのか
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【問】 今後のタイムス
ケジュール
「今後のタイムスケジュー
ル」で すが、令和二年
度にお いて、まず全体
のコン セプトを定め、
続いて 複合する公共施
設と、 そこに付加され
る市民 サービスを決定
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し、基本構想 として取 遅延損害金の支払い を
りまとめ、翌 三年度か 求めるものである。
らの基本設計 、実施設
計を経て、最 短で令和
建設業者への対応も
五年度からの 工事着手 粗さが見えて損害賠 償
を目指します。
請求も出されました 。
一つ一つ丁寧に取り 組
◎損害賠償請求事 んでいない証拠です。
畠山市長は、自ら 判
件に係る訴状につ
断を下した結果に対 し
いて
令 和 二 年 六 月 二 十 九 責任を取るべきです。
日 月( 、
) 原告アサヒ住
建株式会社、 被告上尾 ☆☆国の補正予算
市とする損害 賠償請求 関係事業☆☆
事件に係る訴 状が本市
に送達されました。
ＩＣＴ教育の
訴状は、原 告と被告
準備状況
との間におい て平成二
十九年九月二 十日に成
国の新型コロナ対策
立した 仮( 新
) 図書館複 の一環で、小中学校 の
合 施設 建設 工 事 空
( 調 オンライン授業への 実
換 気設 備工 事 に
) 係 る 現が一気に高まって い
工事請負契約について、 ます。
当該契約を解 除したこ
とにより生じ た損害金
整備する端末にい て
六千九百七十 万一千二 は、平成三十年度に 中
百五十二円及 びこれに 学校に七百台、平成 三
対する平成三 十年七月 十一年度に小学校千 六
十日から支払 い済みま 百三十二台、合計二 千
で年六分の割 合による 三百三十二台の整備 を

行っています。
り対応する予定です。
今回 の事業は、一人
本事業は、 端末、機
一台端 末を整備するた 器保証、ネッ トワーク
めに、 新たに小学校九 設定に係る費用として、
千六百 五台、中学校四 五年間の総事 業費約九
千九百 五十六台、合計 億三千万円を 予定して
一万四 千五百六十一台 います。
を追加整備します。
うち、約五億 八百万円
整備する端末の操作・ につきまして は、令和
運用を 司るシステムソ 二年度公立学 校情報機
フトウ ェア、いわゆる 器整備費補助 金を活用
ＯＳに ついては、国が し、市の負担 分として
モデル 例に提示してい は、約四億二 千二百万
る Windows
、 Chrome
、 i円となります。
の中か ら入札 によ
Pad
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